
第 74 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 
トラック：2018年 8月 17日（木）～ 19日（日）  ロード：９月２日（日）   

             トラック競技：伊豆ベロドローム(室内 250m)  ロード競技：長野県大町市美麻地区 公道周回コース 1 周 13.4km 
             主 催：日本学生自転車競技連盟     共催：(公財)日本自転車競技連盟  大町市     運営協力：長野県自転車競技連盟 
          後 援：スポーツ庁     一般財団法人日本サイクルスポーツセンター    大町市教育委員会     大町市観光協会     大町市体育協会 
               大町美麻ロードレース大会実行委員会      美麻地域づくり会議 

           協 賛： (公財)JKA   (公社)全国競輪施行者協議会  （一社）日本競輪選手会   井上ゴム工業株式会社   株式会社パールイズミ 

                WIN AND WIN CO., LTD.（WIAWIS）    セイコータイムシステム株式会社      ドリームシーカーレーシングチーム 
                        マルコメ株式会社  医療法人社団厚生会横澤内科医院  株式会社コモ  株式会社相模組  株式会社長澤設備工業  ⿅島槍スポーツヴィレッジ  北安醸造株式会社 

                        JA大北   株式会社市野屋商店   株式会社薄井商店   合資会社横川商店   株式会社トーエル  セブンイレブン大町上橋店   株式会社こうそく   有限会社フィッテ  

                        有限会社リペアオート美麻  株式会社倉品組  株式会社高橋組   有限会社丸中興業  有限会社伊藤組  北陸コカ・コーラボトリング株式会社  株式会社甲信マツダ 

          協 力：株式会社日直商会    北アルプス地域振興局    大町建設事務所   大町警察署   北アルプス広域大町消防署 
 

 

 

 
                   

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-1 
2018年 8月 15日 
大会総務委員長 玉木 伸雄 

1 【トラックレース競技の時程表について】 
標記大会の期日及び時程を、以下のとおりとする。 

 

2018年  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 時程表 

8月 17日 （金） トラック競技 大会第 1日目  

Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

  8:00   ライセンス・コントロール＋ゼッケン配布   

  9:00   トラック監督会議 トラック会場にて 

1 10:00 男子 ４km チームパーシュート 予選（22チーム） 

  12:15   開 会 式・昼 食 

2 13:10 女子 ３km インディヴィデュアルパーシュート 予選（６組 12名） 

3 13:45 男子 ４km インディヴィデュアルパーシュート 予選（11組 22名） 

4 14:55 女子 スプリント 予選（11名） 

5   男子 スプリント 予選（28名） 

6 15:55 男子 タンデムスプリント 予選（14チーム） 

7 16:40 女子 チームスプリント 予選（３組６チーム） 

8 16:55 男子 スプリント １／８決勝 

9 17:20 男子 オムニアム（予選ポイントレース 15km） 予選（２組 30名）各組 10位上がり 

  18:10   競技終了予定 

  

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/ 

8月 18日 （土） トラック競技 大会第 2日目  

Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

10 8:00 男子 チームスプリント 予選（11組 21チーム） 

11 8:55 男子 オムニアム Ⅰ スクラッチ（10km）20名 

12 9:20 男子 ケイリン 予選（４組 27名）各組２位上がり 

13 9:50 男子 オムニアム Ⅱ テンポレース（10km）20名 

14 10:15 女子 500ｍ タイムトライアル 決勝（８組 15名） 

15 10:40 女子 ３km インディヴィデュアルパーシュート ３～４位決定戦 

16  女子 ３km インディヴィデュアルパーシュート 決勝 

17   男子 ４km インディヴィデュアルパーシュート ３～４位決定戦 

18  男子 ４km インディヴィデュアルパーシュート 決勝 

19 11:10 男子 ケイリン 
敗者復活戦（４組 19名）各組１位上

がり 

  11:40   表 彰 式（500m タイムトライアル・男女インディヴィデュアルパーシュート）・昼 食 

20 13:00 男子 ケイリン １／２決勝 

21 13:15 男子 オムニアム Ⅲ エリミネイション（20名） 

22 13:40 女子 チームスプリント ３～４位決定戦 

23  女子 チームスプリント 決勝 

24   男子 チームスプリント ３～４位決定戦 

25   男子 チームスプリント 決勝 

26 14:00 男子 オムニアム Ⅳ ポイントレース（25km）20名 

27 14:45 女子 マディソン（20km） 決勝（４チーム） 

28 15:30 男子 マディソン（30km） 決勝（14チーム） 

29 16:25 男子 ケイリン ７～12位決定戦 

30  男子 ケイリン 決勝 

  16:40   表 彰 式（男女チームスプリント・男子オムニアム・男女マディソン・ケイリン） 

  17:30   競技終了予定 
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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/ 

 

8月 19日 （日） トラック競技 大会第３日目（午前）  

Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

31 8:00 女子 オムニアム Ⅰ スクラッチ（10km）11名 

32 8:20 男子 タンデムスプリント １／４決勝 

33   女子 スプリント １／４決勝 

34   男子 スプリント １／４決勝 

35 9:05 男子 タンデムスプリント ５～８位決定予選（２組） 

36  男子 タンデムスプリント １／２決勝【１】 

37   女子 スプリント １／２決勝【１】 

38   男子 スプリント １／２決勝【１】 

39 9:40 女子 オムニアム Ⅱ テンポレース（7.5km）11名 

40 10:00 男子 タンデムスプリント １／２決勝【２】【３】 

41   女子 スプリント １／２決勝【２】【３】 

42   男子 スプリント １／２決勝【２】【３】 

43 10:35 男子 １km タイムトライアル 決勝（19組 37名） 

  11:50   表 彰 式（１km タイムトライアル）・昼 食 

 
※ 次項、8月 19日（日） 午後の競技番組へ続く 
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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/ 

8月 19日 （日） トラック競技 大会第３日目（午後）  

Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

44 13:00 女子 オムニアム Ⅲ エリミネイション（11名） 

45 13:15 男子 タンデムスプリント ７～８位決定戦 

46   男子 タンデムスプリント ５～６位決定戦 

47   女子 スプリント ５～８位決定戦 

48   男子 スプリント ５～８位決定戦 

49 13:35 男子 タンデムスプリント ３～４位決定戦【１】 

50  女子 スプリント ３～４位決定戦【１】 

51   男子 スプリント ３～４位決定戦【１】 

52 13:50 男子 タンデムスプリント 決勝【１】 

53  女子 スプリント 決勝【１】 

54   男子 スプリント 決勝【１】 

55 14:05 女子 オムニアム Ⅳ ポイントレース（20km）11名 

56 14:50 男子 タンデムスプリント ３～４位決定戦【２】【３】 

57  女子 スプリント ３～４位決定戦【２】【３】 

58   男子 スプリント ３～４位決定戦【２】【３】 

59 15:15 男子 タンデムスプリント 決勝【２】【３】 

60  女子 スプリント 決勝【２】【３】 

61   男子 スプリント 決勝【２】【３】 

62 15:40 男子 ４km チームパーシュート ３～４位決定戦 

63  男子 ４km チームパーシュート 決勝 

  15:55   表 彰 式 （女子オムニアム・タンデムスプリント・男女スプリント・４kmTP・トラック部門総合） 

  16:45   競技終了予定 
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2 【ロードレース競技の時程表について】 
標記大会の期日及び時程を、以下のとおりとする。 

 

 

9月 1日（土） ロードレース競技 大会前日  

Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

  14:00   
男女ロード・ライセンスコントロール、ゼッケン

配布 
大町市美麻支所にて 

  15:30   ロード監督会議 大町市美麻支所にて 

 

 

9月 2日（日） ロードレース競技 大会当目  

Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

64 7:45 女子 個人ロードレース 決勝（５周・67 km） 

65 10:00 男子 個人ロードレース 決勝（13周・174.2 km） 

  15:30   
                表 彰 式  （男女ロードレース・ロード部門総合・男女総合成績） 

閉 会 式 / 大町市美麻支所にて 
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