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Comunique No.1 
2019 年 10 月 23 ⽇ 

⼤会総務委員⻑ 北⼭ 一樹 
1.会場案内 
  〒500-8144 岐阜県岐阜市東栄町５丁目 16-1 

選手、役員駐⾞場は図表赤線 N 駐⾞場に駐⾞をお願いする。機材積み下ろし後は速やかに移動をお願いする。 
駐⾞場付近、積み下ろし場所付近に朝⽇⼤学学⽣が⽴っています。分からなければ尋ねてください。 
真横に岐阜東バイパスが通っていますが、地下道を潜らないと N 駐⾞場に⾏けません。ご注意ください。 
⼟⽇とも駐⾞場は N 駐⾞場です。 
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2.選手受付
検⾞場内で受付を⾏う
必ず申請書
ること

 
3.競輪場利⽤の

ローラー台は使⽤できるが
であるが

 
4.検⾞場の清掃協⼒について

ごみ
 
5.練習時間について

練習時間を下記のグループに分けて⾏う
10
7
7
8

 
6.バイクチェックについて
  バイクチェックは選手本⼈が走る姿
  走路内バック側に
 
7.レース出場選手の協⼒義務について
  次の出走者は
  当該レースから除外される可能性があ
 
8.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記のとおりとする
紛失、未返却にはペナルティーを課
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主催/⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟

選手受付 
検⾞場内で受付を⾏う
必ず申請書控えを
ること。 

競輪場利⽤の
ローラー台は使⽤できるが
であるが、盗難等の責任は一切負わない。

検⾞場の清掃協⼒について
ごみは必ず各校の責任で

練習時間について
練習時間を下記のグループに分けて⾏う
10 月 27 ⽇
7：20〜7：
7：40〜8：
8：00〜8：

バイクチェックについて
バイクチェックは選手本⼈が走る姿
走路内バック側に

レース出場選手の協⼒義務について
次の出走者は
当該レースから除外される可能性があ

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記のとおりとする
紛失、未返却にはペナルティーを課
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⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟

検⾞場内で受付を⾏う。7
控えを提示すること

競輪場利⽤の注意点 
ローラー台は使⽤できるが、汗等で汚した場合必ずウエス等で拭き

、盗難等の責任は一切負わない。

検⾞場の清掃協⼒について
各校の責任で持ち帰ること

練習時間について 
練習時間を下記のグループに分けて⾏う

⽇ (⽇) 
：40 A グループ練習（朝⽇）
：00 B グループ練習（
：20 C グループ練習

バイクチェックについて 
バイクチェックは選手本⼈が走る姿
走路内バック側に参集のこと

レース出場選手の協⼒義務について
次の出走者は前レース終了までにはスタート地点付近にて待機
当該レースから除外される可能性があ

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記のとおりとする
紛失、未返却にはペナルティーを課

 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会
2019 年 10

⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟 共催/公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟

7：15〜7：40
提示すること。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ので注意

、汗等で汚した場合必ずウエス等で拭き
、盗難等の責任は一切負わない。

検⾞場の清掃協⼒について 
持ち帰ること。検⾞場に置いてあるゴミ箱は使わない。

練習時間を下記のグループに分けて⾏う

グループ練習（朝⽇）
グループ練習（京都産業
グループ練習（中京

バイクチェックは選手本⼈が走る姿(ユニフ
参集のこと。バイクチェック後にポジションの変更は認められない

レース出場選手の協⼒義務について 
前レース終了までにはスタート地点付近にて待機

当該レースから除外される可能性がある

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記のとおりとする
紛失、未返却にはペナルティーを課しますので充分注意すること。

全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会
10 月 27 ⽇(⽇) 

公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟

40 の間にライセンス持参
。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ので注意

、汗等で汚した場合必ずウエス等で拭き
、盗難等の責任は一切負わない。 

。検⾞場に置いてあるゴミ箱は使わない。

練習時間を下記のグループに分けて⾏う。 

グループ練習（朝⽇）（18 名）
京都産業・同志社
中京・龍⾕・関⼤・

ユニフォーム・ゼッケン・ヘルメット着⽤・
。バイクチェック後にポジションの変更は認められない

前レース終了までにはスタート地点付近にて待機
る。 

ゼッケンの取り付け位置は下記のとおりとする。⼤会終了後、
しますので充分注意すること。

全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会
 岐阜県岐阜市

公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟

ライセンス持参でゼッケンを受け取ること。ライセンス申請中の場合は、
。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ので注意

、汗等で汚した場合必ずウエス等で拭き

。検⾞場に置いてあるゴミ箱は使わない。

名） 
同志社・⽴命・神⼾

龍⾕・関⼤・⼤阪経済

ォーム・ゼッケン・ヘルメット着⽤・
。バイクチェック後にポジションの変更は認められない

前レース終了までにはスタート地点付近にて待機すること

⼤会終了後、学⽣委員に
しますので充分注意すること。 

全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会
岐阜県岐阜市 岐阜競輪場

公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟 運営協⼒/岐阜県

でゼッケンを受け取ること。ライセンス申請中の場合は、
。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ので注意

、汗等で汚した場合必ずウエス等で拭き取ること。また、検⾞場にて⾃転⾞・機材の保管は可能

。検⾞場に置いてあるゴミ箱は使わない。

⽴命・神⼾）（21 名）
⼤阪経済・⼤阪産業）

ォーム・ゼッケン・ヘルメット着⽤・⾃転⾞
。バイクチェック後にポジションの変更は認められない

すること。他の選手と同時にスタート位置につけない選

学⽣委員に速やかに
 

全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会
競輪場 (周⻑ 400ｍ

岐阜県⾃転⾞競技連盟

⼤会総務委員⻑

でゼッケンを受け取ること。ライセンス申請中の場合は、
。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ので注意

。また、検⾞場にて⾃転⾞・機材の保管は可能

。検⾞場に置いてあるゴミ箱は使わない。 

名） 
）（23 名）

⾃転⾞持参で出走の
。バイクチェック後にポジションの変更は認められない。 

。他の選手と同時にスタート位置につけない選

速やかに返却をお願いする
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ｍ) 

⾃転⾞競技連盟/岐阜
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⼤会総務委員⻑

でゼッケンを受け取ること。ライセンス申請中の場合は、
。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ので注意

。また、検⾞場にて⾃転⾞・機材の保管は可能

名） 

で出走の 15 分前までに

。他の選手と同時にスタート位置につけない選

返却をお願いする。 
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岐阜競輪場 
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でゼッケンを受け取ること。ライセンス申請中の場合は、
。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ので注意

。また、検⾞場にて⾃転⾞・機材の保管は可能

分前までに 

。他の選手と同時にスタート位置につけない選手は

Comunique No.2 
23 ⽇ 
一樹 

でゼッケンを受け取ること。ライセンス申請中の場合は、 
。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ので注意す

。また、検⾞場にて⾃転⾞・機材の保管は可能

手は  



第 55 回 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会 
2019 年 10 月 27 ⽇(⽇) 岐阜県岐阜市 岐阜競輪場 (周⻑ 400ｍ) 

主催/⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟 共催/公益財団法⼈⽇本⾃転⾞競技連盟 運営協⼒/岐阜県⾃転⾞競技連盟/岐阜競輪場 
 

Comunique No.3 
2019 年 10 月 23 ⽇ 

⼤会総務委員⻑ 北⼭ 一樹 
 

 9.その他の注意事項等 
   ・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(あるいは延⻑部)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。 (JCF 規則 第 63 条 1 項) 
   ・衣類の品目は競技者の身体形態を修正してはならず、そして衣類または保護のみを目的としない、いかなる必須は 
    でない要素または考案物も禁じられる。（2019JCF 規則第 8 条 6 項） 
 
10.テント設営について 
   設置しても結構ですが、芝⽣内に池があるため場所は非常に限られます。設営の際は必ず重りで固定すること。 
 
11.救急病院の受け入れについて 
   朝⽇⼤学附属病院  TEL058-253-8001（代表） 
  〒500-8523 岐阜県岐阜市橋本町 3 丁目 23 番地 JR 岐阜駅より徒歩 7 分 
   https://www.hosp.asahi-u.ac.jp/ 
  
12.⼤会運営補助員について 
   参加各校から供出いただいた⼤会運営補助員の方については、⼤会当⽇ 8 時より⾏う役員ミーティングに出席をお願い 
   致します。役員ミーティングはバンク内にて⾏います。(雨天の場合は検⾞場内で⾏う場合もある。) 
 
13 宿泊校向け諸連絡 
  ・食事提供時間 
    26 ⽇ (⼟)夕食 18 時 30 分〜 
   (食堂の都合もあるので一⻫には召し上がることができません。適宜様⼦を⾒てください。到着が⼤幅に遅れる場合は必 
    ず連絡すること。北⼭ 090-5127-9651) 
   27 ⽇ (⽇) 朝食 6 時 30 分〜 
   27 ⽇ (⽇) 昼食 概ね 12 時 00 分〜 
   
  ・入浴時間 
   時間についての詳細は宿舎掲示板に掲載する。 
  
  ・門限 
  23 時完全施錠。 
   
  ・部屋割り 
   宿舎掲示板に掲載する。 

 
以上 


