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レースの結果はホームページでも公開しています。 http:// jicf.info/ 

Communique-2 
 2018年 8月 15日 

大会総務委員長 玉木 伸雄 
1. ベロドローム隣接の駐車場の利用方法について 

（フィールド外の選手及び参加校関係者の待機場所を含む） 

 大会期間中は、以下の太枠内のスペースに選手待機用のテント設置およびローラー練習を許可します。とく

に大学ごとの区域は制限しませんが、使用状況は随時チェックします。くれぐれも指定範囲外にテントを設置

したりしないようにしてください。次回の以降の競技大会における施設利用が困難となりますので、くれぐれも

最良のモラルとナマーを心がけてください。遵守できない大学には、1 万円のペナルティを科すと同時に即時退

去を命じることがあります。 

 駐車場は一般の方も使用します。テントの設置中は飛ばされないよう固定し、ゴミを散らからないように注意

してください。ゴミはベロドローム内と同様、必ず各自で持ち帰ってください。これについて遵守できない大学に

は上記、同様に即時退去を命じることがあります。 

 天候の急変によりテントが吹き飛ぶ恐れがあるため、設置したテントは布部分を必ず外して脚をたたんで帰る

ようにしてください。遵守できない大学には上記、同様に即時退去を命じることがあります。 

 一般の施設利用者や大会観戦の来場者の安全確保のため、駐車場内でのロード練習は禁止します。 

 

 
 

※事故や盗難、トラブルがあった場合は、必ず下記まで報告をしてください。 

緊急連絡先：総務委員長 玉木伸雄 学連携帯（090-2207-2369）まで 

http://www.remus.dti.ne.jp/%20～jicf/
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レースの結果はホームページでも公開しています。 http:// jicf.info/ 

 

2. フィールド内とベロドローム外周の選手待機場所について 

 伊豆ベロドロームはフィールド内が狭く、すべての選手がフィールド内に待機することができません。選手の安全確保

や大会運営の都合上、以下の区域で待機してください。 

（1）フィールド内に指定された「各大学待機区域」（黄色部分/下図参照 ※詳細は別図あり）。 

（2）フィールド外の待機場所はベロドローム建物の外の外周部分である。（水色部分/⑫２か所） 

    ここでのローラー練習を可とする 

（3）ベロドローム隣接の大駐車場の指定された区域   ※詳細は別図あり 

 大会期間中のタンデム及びトラックレーサーの置き場については、各校に割り当てた「各大学待機区域」（黄色部 

分/下図参照※詳細は別図あり）にのみ置くことを許可します。しかし、盗難や破損があった場合、日本サイクルス 

ポーツセンター及び日本学生自転車競技連盟では一切責任を負いません。すべて自己責任で自転車を置くようお 

願い致します。 

 また、大会前日にフィールド内に自転車を持ち込んで放置することは、各大学別の待機区域内においても禁ずる。

特に大会本部範囲内には絶対に置かないこと。 

 

ベロドローム案内図 
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レースの結果はホームページでも公開しています。 http:// jicf.info/ 

3. フィールド内の選手待機場所について（選手及び参加校関係者を含む） 

 フィールド内の各大学待機区域は、以下のとおりとする。エントリー数（正選手のみ、男女合計）に応字じ以下

のように割り当てます。（※女子選手を輩出する大学は、その限りではない。） 

 14名以上 

 

7.0×5.0(35.0㎡) 

※は規定以上とする 

法政、早稲田、⿅屋体育※、朝日、日本体育※ 

 

 10～13名   6.0×5.0(30.0㎡) 明治、中央、日本、順天堂、明星、東北学院、大阪経済、 

北陸+大阪+大阪工業+大阪産業+筑波+中京(６校で１マスを共用)、 

7名～9名 

 

4.5×5.0(22.5㎡) 

 

慶應義塾、立教、八戸学院、関西、東海、立命館、京都産業、同志社、 

新潟、 

東京+山梨学院(２校で 1 マスを共用)、 

信州+新潟食料農業(２校で 1 マスを共用) 

駒澤+東洋+作新学院(３校で１マスを共用) 

  割り当て箇所については以下の詳細図を参照してください。参加競技種目が終了（予選敗退含む）した大学は、  

使用した場所を清掃し、速やかに退去してください。空いたスペースについて、他の大学が使用してもかまいませんが、

特定の大学だけで占拠する事のないよう、譲り合いの精神でお願いします。 

 表彰台の後方は、今大会よりメディアゾーン（プレスセンター）及び賞典関係（賞状やメダル、花束など）を置く
スペースとして利用しております。徒歩による通り抜けや自転車での走行は禁じます。 

 区域内に入らないで、選手や付き添いがベロドローム内で待機をする場合はスタンドで待機するようにしてください。 
 選手の待機所は H/B スロープ真下にイスを設置しています。各選手は出走予定時刻の 3 分前には、その場所
に待機し、事故・欠場あった場合には繰り上げ発走が出来るようにしてください。 

   ※ フィールド内各大学待機区域割り当て詳細図 
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レースの結果はホームページでも公開しています。 http:// jicf.info/ 

4. 参加選手及び関係者の皆様へ大会運営の協力義務について 

 学生連盟事務局及び審判団は、本大会を安全で無事故に運営することを目的としています。参加選手及び各大学 

 の関係者は、迅速且つ効率的な運営にご協力ください。 

 

 出走前の待機について 

  出走予定の選手は、選手待機所 H/B スロープ真下にあるイスで待機してください。各選手は出走予定時刻の 

  3分前には、その場所に待機し、事故・欠場あった場合には繰り上げ発走が出来るようにしてください。 

 出走の意思について 

  本件に関しての催促や呼び出し等の、場内放送・アナウンスは行いませんので、レースの進捗には充分注意をしてくだ

さい。尚、相手選手と同時にスタート位置に付けない場合、当該選手の出走を認めないことがあります。 

 バイクインスペクションについて 

  出走の 15 分前までに当該競技で使用する自転車のバイクチェックを済ませてください。時間を過ぎても未了の場合

は出走予定のレースから除外することがあります。落車や走行中のトラブル及び審判員の判断で、レース終了後に、

使用した自転車を、再検査をすることがあります。レース前検査からの検査対象箇所の変更や機材の交換等は、原

則として認められません。 

 施設及び自然環境への配慮について 

  ゴミは、各校で必ず持ち帰ってください。会場内及びロードコース内外で、ゴミの放置や投棄が発覚した場合には、

3,000円/件のペナルティーを科します。 

  ロードレース競技においては補給区間のみ、ボトル，食料，包装紙等を道路上に置くことができます。周辺のチーム

スタッフは、互いにその回収に協力してください。競技中に上記区間外で、ボトル，食料，包装紙などを、放置・投

棄した場合は、競技者及び補給員に、3,000円/件のペナルティーを科します。 

 開会式について 

  大学名が記名された、プラカードを学生連盟事務局で用意いたします。役員の指示に従って整列してください。 

● 表彰式について 

  各競技種目の表彰式を、時程表のとおり行ないます。優勝、2位、3位の選手が所属する大学の大学校旗又は、 

   部旗を掲揚いたします。各大学は、表彰式の 1 時間前までに大会事務局まで持参してください。優勝者は、校歌の

音源が別途必要となります。CD（又はテープ）を併せて持参してください。 

  厳正且つ公式な場となりますので、チームジャージ及び運動靴を着用（ｻﾝｸﾞﾗｽ不可）脱帽のうえご出席ください。 

● 監督会議について 

  ※ トラック競技   8/17（金）午前 9時 00分／ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ内大会本部前 

  ※ ロードレース競技 9/1（土）午後 3時 30分／大町市美麻支所内 

（正当な理由なく、監督会議を欠席した場合、大学に対しては、警告を行なう。左記は、リザルトに掲載事項とする） 

(チーム役員登録証トラック走路入場用及びロードレース補給員登録証は、当該監督会議において配布予定とする) 
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レースの結果はホームページでも公開しています。 http:// jicf.info/ 

5. 企画広報について 

 日本学生自転車競技連盟事務局では、年間事業運営に揚げる各選手権及びシリーズカップレース等の情報を、随

時配信しております。地方在住の保護者をはじめ、各大学の OB・OG並びに関係者の皆様が、来場し観戦することが

困難な場合でも、インターネットを介して臨場観戦いただけますので是非、御利用ください。 

 

 観戦者向け情報 

  本大会では、観客向けに迅速な情報提供を行なうため、競技速報 Twitter にて競技結果を随時配信しております。

また、本連盟ホームページ内で、リザルト（競技結果）を配信します。応援に来られるOB・OGやご家族、友人の皆

様にお知らせください。 

 Tiwitter アドレス： https://twitter.com/jicf_jimukyoku 

 ホームページ URL ： http://jicf.info/  

JICFよりのお知らせメニュー↓↓↓ 

「文部科学大臣杯 第 74回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会の結果」でリザルトを掲載します。 

 会場内での同時接続者が多数の場合、インターネットがつながりにくくなる場合があります。ホーム側スタンドの 

   後方にもリザルトを掲示しますので、そちらもご参照ください。 

  

                                                                           以  上  

http://www.remus.dti.ne.jp/%20～jicf/
http://heckham23.sakura.ne.jp/inkare70/
http://heckham23.sakura.ne.jp/inkare70/

