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この自転車競技大会は、「競輪公益資金」の補助を受けて開催するものです。 
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Communique No.1（1） 

2017 年 4 月 27 日 

大会総務委員長 井上 武夫 

1. 時程について 

5 月 6 日（土曜：1 日目）時程 

No. 開始 区分 番組 ＲＯＵＮＤ 

  7:00   開門   

  8:00   練習時間（20 分） Aグループ   

  8:20   練習時間（20 分） Bグループ   

  8:40   練習時間（20 分） Cグループ   

  9:00   役員集合打合、練習終了、電子計時等設営   

1 9:30   開会式   

2 9:50 OPEN 200ｍタイムトライアル 13 名（男子 13 名） 

3   男子 スプリント 予選（18 名） 

4   女子 スプリント 予選（７名） 

5 10:35 男子 ケイリン 予選（６組 33 名）１位上がり 

6 11:20 男子 ポイントレース 予選 10 km（１組 26 名+２組 26名）12 位上がり 

7 11:55 男子 スクラッチ 予選 ６km（１組 19 名+２組 19名）10 位上がり 

  12:20   昼食   

      電子計時準備・動作確認   

8 13:00 OPEN １km タイムトライアル 18 組 35 名 

9 14:05 男子 ４km インディヴィデュアル・パーシュート 予選（９組 18 名） 

10 15:10 女子 ３km インディヴィデュアル・パーシュート 予選（４組７名） 

11 15:35 男子 チーム・スプリント 予選（５組９チーム） 

12   女子 チーム・スプリント 予選（２組３チーム） 

13 16:10 男子 ４kmチーム・パーシュート 予選（５組 10 チーム） 

14 16:45 男子 スプリント １／４決勝（１本勝負） 

  17:00   第一日目終了   
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Communique No.1（2） 

2017 年 4 月 27 日 

大会総務委員長 井上 武夫 

5 月 7 日（日曜：2 日目）時程 

No. 開始 区分 番組 ＲＯＵＮＤ 

  6:00   開門   

  7:00   練習時間（20 分） Cグループ   

  7:20   練習時間（20 分） Aグループ   

  7:40   練習時間（20 分） Bグループ   

  8:00   役員集合打合、練習終了、（電子計時接続）   

15 8:30 女子 500ｍタイムトライアル 決勝（10 名） 

16 8:55 男子 ケイリン 敗者復活戦（６組）１位上がり 

      電子計時準備・動作確認   

17 9:50 女子 ３km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝 

18   男子 ４km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝 

19 10:05 男子 １km タイムトライアル 決勝（９組 17 名） 

20 10:35 女子 スプリント １／２決勝（１） 

21   男子 スプリント １／２決勝（１） 

22 10:50 男子 スクラッチ 決勝 10 km（20 名） 

23   女子 スクラッチ 決勝 ６km（11 名） 

24 11:25 女子 スプリント １／２決勝（２） 

25   男子 スプリント １／２決勝（２） 

26 11:40 男子 ケイリン １／２決勝（２組 12 名）３位上がり 

27 11:55 女子 スプリント １／２決勝（３） 

28   男子 スプリント １／２決勝（３） 

  12:10   昼食   

      電子計時準備・動作確認   

29 12:50 男子 チーム・スプリント 決勝 

30   女子 チーム・スプリント 決勝 

31 13:00 男子 ４kmチーム・パーシュート 決勝 

32 13:10 女子 スプリント ３～４位決定戦（１） 

33   男子 スプリント ３～４位決定戦（１） 

34   女子 スプリント 決勝（１） 

35   男子 スプリント 決勝（１） 

36 13:25 男子 ケイリン ７～12 位決定戦 

37   男子 ケイリン 決勝（６名） 

38 13:40 男子 スプリント ５～８位決定戦 

39   女子 スプリント ３～４位決定戦（２） 

40   男子 スプリント ３～４位決定戦（２） 

41   女子 スプリント 決勝（２） 

42   男子 スプリント 決勝（２） 

43 14:00 男子 ポイントレース 決勝 24 km（24 名） 

44 14:40 女子 スプリント ３～４位決定戦（３） 

45   男子 スプリント ３～４位決定戦（３） 

46   女子 スプリント 決勝（３） 

47   男子 スプリント 決勝（３） 

  15:00   閉会式・表彰式 16 時頃解散 
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Communique No.2 

2017 年 4 月 27 日 

チーフコミッセール 倉田 達樹 

1. 男子ポイントレース・ スクラッチのゼッケンについて 

 大会受付時に配布するゼッケンとは別に、ポイントレースおよびスクラッチでは、専用ゼッケン（プログ ラム

のポイントレース頁，スクラッチ頁に記載の選手番号）を使用します。予選，決勝の各レース召集 時に配布

しますので、各レース参加選手は、間違い無いように付けるようにして下さい。また、フレー ム番号を配布

するので、フレーム前方左側にテープ等で取り付けて下さい。 

2. タイム計測種目の計時について 

 本大会では、タイム計測種目の計時に電子計時を使用します。各自出走順になりましたら、速やかに 各自

のペダル位置を合わせて、発走担当の役員へ自転車を渡して下さい。また、ウォーミングアップ， クールダ

ウンの走行は、内側の練習用走路のみとします。また、競技場内よりタイム通知等ができる チーム員は１

名のみとしますので、役員の指示に従って下さい。 

3. レース出場選手の協力義務について 

 次の走者は、前のレース終了までには、スタート地点付近にて待機するようにして下さい。著しく遅れ た選

手，他の選手と同時にスタート位置に付けない選手は、レースから除外します。 

4. ゼッケン位置、返却について 

 ゼッケンの取り付け位置は下図の通りとする。なお、ゼッケンをつける際の安全ピンは各校にて用意し て下

さい。また、大会終了後は必ず各校まとめて、速やかに大会本部まで返却して下さい。なお、ゼッ ケンの紛

失、未返却にはペナルティーを課しますので、充分に注意して下さい。 

 

5. 招集・バイクチェックについて 

招集は全種目の最初のラウンドのみで行い、この招集はチーム員等代理の者でも可とします。バイクチェックは

全ての種目の全てのラウンドで行います。選手本人が走る姿(ユニフォーム・ゼッケン・ヘルメット着用、自転車

持参)で出走の 15 分前までに参集下さい。バイクチェック後にポジションの変更は認められません。 

6. 空気抵抗を減じるなど競技者能力に影響をあたえるため， あるいは競技者の身体を強制するため（圧

迫、引張、支持）の、付加的な衣類または物は禁じる。（2017JCF 規則第 8 条 6 項） 

7. トラック上にいる間は、競技者は常に自転車をしっかりとコントロール下におき、ハンドル (  あ るい

は延長部 )  上に少なくとも片手を置いていなければならない。  これに違反した競技者には  警

告を与える。  （2017JCF 規則第 63 条） 

8. 2017 年度より競技規則が大きく改訂された種目もあるため、最新の JCF 競技規則をよく確認のこと。

http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2017/04/JCF_Rule_2017W2.pdf 

 

http://jcf.or.jp/wp2012/wp-content/uploads/downloads/2017/04/JCF_Rule_2017W2.pdf
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Communique No.3（1） 

2017 年 4 月 27 日 

大会総務委員長 井上 武夫 

1. 開門時間 

 開門時間は、5/6（土） AM 7:00 /  5/7（日） AM 6:00 です。 

2. 公式練習時間 

 参加者多数のため、練習時間を以下のグループに分けます。時間を守って練習をして下さい。 

 公式練習時間の間は、看護師さんは不在ですので、落車等の事故にくれぐれもご注意ください。 

 指定グループ以外の大学の練習走行が発覚した場合、当該大学に\3,000 のペナルティーを課します。 

日付 練習時間 Group 大学名 

5/6 

（土） 

8:00 ～ 8:20 Group A 八戸学院大、日本大、慶應義塾大、富士大、信州大 

8:20 ～ 8:40 Group B 明治大、明星大、東洋大、順天堂大、日本体育大 

8:40 ～ 9:00 Group C 早稲田大、東北学院大、作新学院大、中央大、法政大、立教大 

5/7 

（日） 

7:00 ～ 7:20 Group C 早稲田大、東北学院大、作新学院大、中央大、法政大、立教大 

7:20 ～ 7:40 Group A 八戸学院大、日本大、慶應義塾大、富士大、信州大 

7:40 ～ 8:00 Group B 明治大、明星大、東洋大、順天堂大、日本体育大 

 

 公式練習時間以外に練習を行う場合は、とくに本連盟は関知いたしませんので、練習を行う場合は

直接事務所に連絡をし、所定の使用料を支払ってください。 

➢ 連絡先 ： 境川自転車競技場 055-266-4485 

➢ 利用料金など、詳細の利用法はこちら（やまなしスポーツ情報ネット） を参照してください。 

3. 選手受付 

 参加校受付は、5/6(土) 8：00～9：00 にインフィールド出入口前で行います。 

➢ 競技者ライセンスとユニフォームを持って確認を受け、ゼッケンを受け取って下さい。 

➢ ライセンス申請中の場合は、 必ず申請書の控え（登録連盟受領印のある物）を提示してください。 

➢ 正当な理由がなく欠場した選手には、参加料と同じペナルティーが課されます。 

 

  

http://www.sports.pref.yamanashi.jp/shisetsu/index.php?content_id=19
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Communique No.3（2） 

2017 年 4 月 27 日 

大会総務委員長 井上 武夫 

 

4. 競技場利用時の注意点 

 フィールド外周にテントを設営する場合は走路内に入り込まないようにしっかりと固定してください。 

➢ 過去に、強風時に走路内にテントが入り込み競技の妨げになるケースがありました。 

➢ 駐車場内でのテントの設営は禁止します。 

 競技中、インフィールドで声を出して応援することは認められません。 

 ごみは各学校で持ち帰ってください。会場でのごみの投棄が発覚した場合、3,000円/件のペナルティー

を科します。 

 駐車スペースに限りがあるので、各チームの車両は節度をもったご利用をお願いいたします。 

➢ 管理棟横の駐車場は原則各校１台、10 名以上出走の大学は 2 台までとし、競技系役員、器材関係者

の妨げにならないようにお願いします。 

 それ以上の車両、大型および競技系役員の車両は競技場下の駐車場に停めてください。 

 駐車場内でのトラブルについては当方は責任を負いかねますので、当事者間で解決してください。 

 

5. 式典参加 

 開会式、閉会式、表彰式はチームウエア―着用、服装を整えたうえで参加して下さい。サンダル履き・

帽子の着用・サングラス掛けは禁止です。 

 表彰式の様子は本連盟のツイッター（https://twitter.com/jicf_jimukyoku ）で配信する予定です。多く

の人が注目していることを意識して参加してください。 

https://twitter.com/jicf_jimukyoku

