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Communique-1 

2019 年 8 月 13 日 

大会総務委員長 古川 利勝 

1. 競技時程については既に公開済の時程表を確認ください。 

 

2. 練習時間について 

●23 日午後からグループ分けの練習となりますが、23 日時間帯の救護員の配置はありません。大会
本部では医療行為等の必要な事故等には対処できませんので、そのことを前提として了解した学
校のみ、練習走行を認めます。 

●注意 スタンディングスタート練習は禁止とします。決して行わないこと。 

●開門時間は 8/24 6：30 8/25 5：30 8/26 5：30 

●23 日午前中は練習する場合は松本市美鈴湖自転車競技場 管理棟室に練習の申出を行い、 

参加者の責任で練習を行ってください。使用料は個別に対応のこと 

                                                                                        

 
  GroupＡ GroupＢ GroupＣ GroupＤ GroupＥ タンデム 

8/23（金） 
13：30-14：00 14：00-14：30 14：30-15：00 15：00-15：30 15：30-16：00 16：00-16：30 

前日練習 

8/24（土） 
8：10-8：30 6：50-7：10 7：10-7：30 7：30-7：50 7：50-8：10 8：30-9：00 

開門 6：30 

8/25（日） 
6：35-6：50 6：50-7：05 5：50-6：05 6：05-6：20 6：20-6：35 7：05-7：20 

開門 5:30 

8/26（月） 
6：20-6：35 6：35-6：50 6：50-7：05 5：50-6：05 6：05-6：20 7：05-7：20 

開門 5:30 

  順天堂大学 9 早稲田大学 14 日本体育大学 18 ⿅屋体育大学 15 朝日大学 14   

  明星大学 10 日本大学 14 法政大学 15 明治大学 11 中央大学 13   

  京都産業大学 10 八戸学院大学 5 東北学院大学 8 新潟大学 8 慶應義塾大学 9   

  立教大学 7 東海大学 5 中京大学 4 東京大学 6 関西大学 8   

  山梨学院大学 4 大阪経済大学 8 筑波大学 5 立命館大学 5 大阪産業大学 2   

  信州大学 4 大坂大学 1     作新学院大学 3 新潟食料農業大学 2   

  同志社大学 6 龍谷大学 1     駒澤大学 1       

  50 48 50 49 48 245 
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Communique-1-2 
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Communique-1-3 

3. 選手用駐車場について（テント可・大型車不可）  

 ●案内図①については、選手用駐車場でチームピットとしてお使いいただけます。以下の通りエントリー数（男女補欠 

   計）により大学別に使用できるスペースを設定します。 
 ●エントリー人数 9 人以上の学校は指定します。3 人～8 人は駐車枠 2 台分、1 人～2 人は駐車枠 1 台分とす 
   る。駐車枠指定校については後日、コミュニケでお知らせします。 
    
  駐車枠指定：順天堂大学、慶応義塾大学、中央大学、日本大学、法政大学、明治大学、明星大学 
           早稲田大学、日本体育大学、朝日大学、京都産業大学、⿅屋体育大学 
  駐車枠２台：東北学院大学、八戸学院大学、筑波大学、作新学院大学、東京大学、立教大学  
           東海大学、新潟大学、山梨学院大学、信州大学、中京大学、同志社大学、立命館大学 
           大阪経済大学、関西大学、 
  駐車枠１台：駒澤大学、新潟食料農業大学、龍谷大学、大阪大学、大阪産業大学 
 
 ※与えられたスペースにはテント設営、車両（普通車のみ、大型車不可）駐車のどちらも使用可能です。 
 ※テント設営の場合は急な突風などで、テントが飛ばないように注意して設営して下さい。 
 ※その他の車両については競技場下の②役員、一般用駐車場（大型車可・テント不可）に駐車して下さい。 
 ※各校譲り合って使用して下さい。エントリー人数に対しスペースが狭いために駐車枠指定としますので与えられたスペ 
   ース以上を使用している場合はペナルティ―を課します。 
 ※夜間に車両、自転車、機材などを置くことは任意としますが、大会主催者及び競技場施設側は紛失・盗難・破損 
   など一切責任は負いませんので、自己責任でお願いします。また、夜間にテントをそのままにする場合は、テントに学 
   校名を明記し、風で飛ばないよう重しなどを用意して下さい。対策が不十分な場合、撤去を命じることがあります。 
 
4. 役員・一般用駐車場（大型車可・テント不可） 

  案内図②は選手駐車場（大型車可）としても利用できます。大型車を駐車される場合は８月２３日までに下記 

   に連絡をください。尚、ドクターヘリの緊急発着陸場所になる可能性があり、迅速な車両移動を可能にするため、テン 
  ト設営などチームブースとしての使用はできません。 
  大会総務委員長 古川利勝 rhtcr539@yahoo.co.jp   
 
5. その他車両について 

  案合図③は障害者用です。また、緊急車両も駐車しますので、それ以外は駐車できません。 

  案合図④来賓・役員・緊急車両用ですので駐車できません。 
  競技場周辺道路の路肩は緊急車両通行の妨げになりますので駐車はご遠慮ください。 
 
6. インフィールド内について 

 ●走路への入退場は選手入退場地下通路（案合図⑤）のみといたします。尚、この通路には原則物は置かないで 

   下さい。地下通路内でのローラー台設置、ローラー練習は禁止します。雨天時下は以下のようにします。 
 ●雨天時に限り、地下通路にローラ台のみ設置を認めます。認める場合は大会本部より案内を行いますので、勝手な 
   判断で設置しないようにして下さい。設置の場合インフィールドに向かって左側のみにします。スペースが限られていま 
   すので、各校譲り合って利用するようにして下さい。 
 ●競技場インフィールドの壁に沿ってローラー台設置を認めます。但し、ホーム・バックにある選手控テントの中には設置 
   できません。(案合図⑯⑰）また、地下通路を出た付近はバイクインスペクション・招集・コミュニケボードになりますの 
   で設置は出来ません。(案合図⑥⑱）但し審判業務上必要がある場合には移動をお願いします。 
 ●インフィールド内にチームテントの設置は出来ません。 
 ●インフィールド内側はウオーミングアップ、クールダウンのエリアとなります。走行する場合は必ずヘルメットを着用して下 
   さい。 

http://www.remus.dti.ne.jp/%20～jicf/
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Communique-1-4 

７．レース出場選手の大会運営への協力義務について 

⚫ 次の走者は、前のレースの終了時点までに、次走選手控テントで待機して下さい。 

⚫ 本件に関しての放送・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下さい。尚、他の選手と同時

にスタート位置に付けない場合、その選手のスタートを認めないことがあります。 

⚫ また、出走の 15 分前までに必ずバイクチェックを済ませて下さい。15 分を過ぎても未了の場合はレースから除外す

ることがあります。 

 

８ ゴミ投棄厳禁の徹底 

⚫ ゴミは、各校で必ず責任を持って持ち帰ってください。会場内でゴミの置き捨て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。 

 

９. 開会式および部旗等の持参について 

⚫ 開会式はインフィールドにて 12 時 35 分より行います。開会式ではプラカードを主催者で用意しますので、プラカード

の後方に 12 時 30 分までに整列してください。 

⚫ 部旗を持っている大学は、各校で大会事務局まで持参してください。校歌の CD（又はテープ）もご用意ください。

（表彰式に使用します） 

⚫ 前年度の総合優勝校（男子：日本大学、女子：日本体育大学）は、優勝杯と優勝旗(男子のみ)を忘れず

に持参してください。 

 

10. 監督会議について 

⚫ トラック競技は 8/24（土）9 時 00 分より美鈴湖自転車競技場の管理棟内で行います。 

⚫ ロード競技は 8/31（土）15 時 30 分より大町市美麻支所にて行ないます。 

  大町市美麻支所   〒399-9101 長野県大町市美麻青具 11810 

⚫ 各校の監督または代理の代表者が必ず出席してください。正当な理由なく監督会議を欠席した学校の監督に対し

ては、警告を与え、リザルトに記載いたします。 

 

11．閉会式について 

⚫ 閉会式は大町市美麻支所（ロード監督会議と同場所）にて 15 時 30 分より行う予定です。会場はスペースに

限りがあるため各校詰めて譲り合い入場し、出来るだけ学校単位で固まりください。特に整列は行いません。 

但し、会場変更の場合もありますので、コミュニケおよび当日のアナウンスにご注意ください。 

 

12．自転車の保管について 

⚫ トラック競技期間中タンデム自転車のみ管理棟内に保管スペースを設けます。（案内図⑧）但し、紛失・故障・盗

難など主催者、競技場施設側は一切責任を負いません。 
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             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 

 

 

 
                   

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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大会総務委員長 古川 利勝 

13. 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 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の「文部科学大臣杯 第 75 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。地下通路入り

口付近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。 

 緊急連絡先：学連携帯（090-2207-2369） 

 以上 
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