第 75 回 全⽇本⼤学対抗選⼿権⾃転⾞競技⼤会
トラック：2019 年 8 ⽉ 24 ⽇（⼟）〜 26 ⽇（⽉）
トラック競技：松本市美鈴湖⾃転⾞競技場(333.33m)

ロード：９⽉１⽇（⽇）

ロード競技：⻑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：⻑野県⾃転⾞競技連盟
後 援：スポーツ庁
松本市
⼀般財団法⼈松本体育協会
⼀般社団法⼈松本観光コンベンション協会
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
内外薬品株式会社会社
株式会社⼤塚製薬⼯場
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 株式会社⻑澤設備⼯業 ⿅島槍スポーツヴィレッジ 北安醸造株式会社
JA⼤北 株式会社⼤⼋⽊建設
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

Communique 4-1
2019 年 8 ⽉ 27 ⽇
チーフコミッセール（ロード） 岩 間 光 輝

ロード競技注意事項
1.

チーム役員登録証(ロード)について
ロード監督会議へ出席時に「チーム役員登録証(ロード)」を提出すること。
補給区間・器材 PIT エリアに⽴ち⼊ることができるのは、
「チーム役員登録証(ロード)」に記載され、か
つ補給 ID カードを着⽤した者に限る。(尚、チーム役員として登録できるのは監督 1 名・コーチ 1 名を含
め最⼤ 12 名までとし、参加選⼿数により下記に⽰す⼈数分の補給 ID カードを発給する)
・選⼿１〜４名⇒３名、選⼿５〜６名⇒４名、選⼿７〜８名⇒５名
・男⼥共にエントリーしているチームは、男⼥何れかの選⼿数の多い⽅の補給スタッフ⼈数を上限とする。
⇒ チーム役員登録証(ロード)は学連ホームページ https://jicf.info/11466/よりダウンロードでき
ます。
なお「補給 ID カード」は、提出されたチーム役員登録証を確認のうえ、ロード監督会議後に発給
する。また、チーム役員登録証(ロード)が未提出の場合、補給 ID カードは発給されないので、注意
すること。

2.

飲⾷料補給について
男⼦：２周回⽬完了直前(スタート後約 25Km)から 12 周回⽬完了直前(スタート後約 160Km)、⼥⼦：2
周回⽬完了直前（スタート後約 25Km)から 4 周回⽬完了直前(スタート後約 53Km)まで、G 地点⼿前の
指定補給区間において、⾛⾏⽅向左側からのみ認める。(補給区間の開始・終了地点は当⽇現場にて表⽰)

3.

チームによる器材の交換(PIT での器材交換)について
「チーム役員登録証(ロード)」で登録したチーム役員で補給 ID カードを着⽤した者のみにより、補給
区間⼿前に指定した PIT エリア内でのみ器材交換を認める。但し、器材 PIT エリアは場所が限られる
ため、器材 PIT エリア内に⽴ち⼊りできるのは１チームにつき 2 名までとする。器材の交換は、安全の
ため左側に停⾞して⾏うこと。 指定した PIT 以外の場所においてのチーム役員による器材交換は認
めない。

4.

補⽋選⼿の起⽤について
補⽋選⼿起⽤については、⼤会要項の出場者受付の第 6 項にある通り、ロード監督会議の終了まで
に「補⽋選⼿起⽤届」を提出すること。
⇒ 補⽋選⼿起⽤届は 学連ホームページ https://jicf.info/11466/よりダウンロードできます。

その際、不出場となる正選⼿のゼッケン等と引き換えに、該当の補⽋選⼿のゼッケン等を配布しま
す。これ以降の補⽋選⼿起⽤届の提出は正選⼿の病気・怪我などの理由を除き、基本的に認められ
ません。
5.

バイクチェック・サインシート署名について
バイクチェック・サインシート署名は、スタートライン近傍に於いて、⼥⼦ 7:00〜7:30（レース開始
は 7:45）
、男⼦ 9:00〜9:45(レース開始は 10:00)の間に実施する。必ず⾛る姿(ユニフォーム,ヘルメッ
ト着⽤、⾃転⾞持参)で参集すること。

レースの結果はホームページでも公開しています。

httpｓ:// jicf.info/
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Communique 4-2
6.

男⼦スタート時の整列について
以下の順でのラインアップとする。なお、出⾛者本⼈以外のスタート位置での場所取りは認めません。
① 前年度インカレ上位 10 位まで。
② クラス１
③ クラス２

7.

パレード区間／正式スタートについて
本⼤会は、昨年度と同じコースで⾏う。 (⇒学連ホームページで、地図および動画を掲載済み)、⼀部のコ
ース区間は道幅が狭くて急カーブもあるため、コース図の D 地点を過ぎる場所までパレード⾛⾏を⾏う。
全員が D 地点を通過後に、整列状態を確認してから適切な位置でリアルスタートを⾏う。パレード⾛⾏中
は、追い越し等をせずに、スタート時の隊列を維持して安全に⾛⾏すること。
⇒ コース地図および動画は 学連ホームページ https://jicf.info/11466/参照

8.

ゴミ投棄について
補給区間においてはチーム役員が拾う場合のみ、空ボトル・包装物等を地⾯に落とすことができる。
さらに、補給区間の直後の指定された廃棄区間に置いて、同じく空ボトル・包装物等を地⾯に落とす
ことができる。それ以外の場所におけるゴミのポイ捨てには１回 6,000 円のペナルティーを科す。

9.

共通器材⾞について
ニュートラルサービスは、四輪⾞２台+⼆輪⾞ 2 台で⾏う。共通器材⾞⽤のホイールを主催者で⽤意する
が、各校で⽤意した⾞輪を共通器材⾞に載せることを希望する場合は、状況により他の競技者により使⽤
されることがあり得ること、⾞輪が供出者本⼈に必ずしも渡ることは保証されないことを了承のうえ、チ
ーム名を明記してスタート 30 分前までに、⼤会本部まで持参すること。

10. レースの失格・除外について
原則として、レース序盤ではメイン集団から概ね２分遅れ、レース中盤では先頭から概ね 5 分、後半では
先頭から 10 分遅れの選⼿は失格とする。ただし、レース状況においては、標記の時間未満であっても、
コミッセールが完⾛不可能と判断した選⼿は失格とする。
失格となった選⼿は、安全な場所で⼀旦停⽌してゼッケンを⾃分で外すか、ジャージを裏返しにして、⾃
⼒で戻ることを原則とする(コース逆⾛は不可)。フレームプレートはレース終了まで外さないこと。⾃ら
途中棄権した選⼿は、必ずフィニッシュ地点のコミッセール⼜は⾞両若しくはモトコミッセールに棄権し
たことを申告すること。
11. 映像ユニット等の取付けについて
映像ユニット等を⾃転⾞に付加して⾛⾏することは原則許可するが、JCF 競技規則第 16 条 3.(2)d)④ 規
定を順守すること。また、映像の所有権は、本⼤会レース中に撮られたものは、⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟
に帰属する。

レースの結果はホームページでも公開しています。

httpｓ:// jicf.info/
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Communique 4-3
12. ゼッケン・フレームプレートについて
ゼッケンの取付け位置は右図の通りとする。乗⾞姿勢でシワがよらない様に２枚
の間隔を５cm 以上離し、腰の低い位置に⾒易く装着すること。なおフレームプ
レートはフレーム前部の左右中央に付けること。フレーム前部に取り付けることが
不可能な場合、シートピラーに取付けることを認めるが、脚部で隠れないよう⼗分
突き出した位置にしっかり固定すること。また、⼤会終了後、各校分をまとめて⼤
会本部の学⽣委員まで返却すること。ゼッケン・フレームプレートの紛失や⼤会終
了⽇に未返却の場合は 1 枚につき 1,000 円のペナルティーを科す。

※⼤会緊急連絡先：学連携帯（090-2207-2369）

以上

レースの結果はホームページでも公開しています。

httpｓ:// jicf.info/

