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Communique-4 
2020 年 10 月 3 日 

大会総務委員長（トラック） 小山 晃敏 
 

1.本大会は感染症拡大防止のため、原則、無観客試合となります。また Communique-1 で案内の通
り一般観客の入場はできません。くれぐれも関係者や父兄の皆様へのご周知をお願いいたします。 

 
2.監督会議は 10 月 8 日（木）20 時から Zoom にてリモート監督会議で行います。 

Zoom アドレスはエントリー用紙記載 e-mail アドレスに送信します。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。 

 
3.開門時間について 10 月 10 日(土)、11 日(日)ともに、7 時からとなります。  

4.選手受付は 10 月 10 日（土）7 時 30〜8 時 30 分の間、管理棟横（案合図⑦）で行います。大

会当日はライセンスコントロールを行いません。受付では、プログラム、入場者 ID カードとゼッ

ケン等を受け取ってください。本大会の欠場については、理由を問わず(怪我等の正当事由がない

場合も含)ペナルティを課しません。また、発熱・体調不良等の際は、会場施設への入場及び大会

への参加を禁止とします。欠場の場合は 事務局に電子メール(jicf@remus.dti.ne.jp)または、学連

携帯 090-2207-2369 まで必ず連絡して下さい。欠場の場合でも、参加料の返却はできません。 

5.開会式及び閉会式について 

三密回避のため、集合型の式典は行いません。放送にて式典を行いますので、各チームピットにて待機

ください。 

6.公式練習時間は、10 月 10 日（土）、11 日（日）の２日間となります。公式練習時間のスケジ

ュールは次のページの表をご確認ください。感染症拡大防止の観点から、10 月 9 日（金）につい

ては、公式な練習時間を設けておりません。練習される方は、各自で松本市美鈴湖自転車競技場管

理棟室にて施設利用料をお支払いの上、ご利用ください。尚、競技場に立ち入る際、競技場入口に

設置している検温機で必ず体温を測って入場してください。 

・練習時間（大学別）練習時間は医師・看護師は不在でず。安全第一で練習をしてください。 

スタンディング・スタート等の練習は、一切禁止です（過去に重大事故が発生しています）  
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  グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ 

10月10日（土） 
7:40-８:00 ８:00-8:20 8:20-8:40 8:40-9:00 

開門時間 7:00 

10月11日（日） 
8:40-9:00 8:20-8:40 ８:00-8:20 7:40-８:00 

開門時間 7:00 

学校別 

内訳 

順天堂大学 4 中央大学 10 日本大学 12 八戸学院大学 3 

京都産業大学 9 明治大学 10 法政大学 14 東京大学 １ 

立教大学 4 早稲田大学 11 朝日大学 11 新潟食料農業大学４ 

山梨学院大学 3 日本体育大学 14 鹿屋体育大学 12 中京大学 ４ 

同志社大学 ８ 立命館大学 ６ 

 

大阪経済大学 １ 

慶應義塾大学 ９ 

 

大阪工業大学 １ 

東北学院大学 ２ 大阪産業大学 ２ 

駒沢大学 １ 関西大学 ５ 

駒沢大学高等学校１ 愛媛大学 １ 

 

明星大学 7 

龍谷大学 １ 

信州大学 ２ 

東海大学 １ 

立命館大学 ６ 

  41 45 49 39 

 
7.選手用駐車場について(テント可・大型車可)  
・「役員・選手駐車場」については、テント設営可、チームピットとしてお使いいただけます。  
・テントを設営する際は、隣のテントと 1 メートル以上距離を空けて下さい。 
・他チームとテント同士が近くならないよう、なるべく隣接車両の前後向きを変えて駐車ください。 
・急な突風などでテントが飛ばないよう確実に設営してください。 
・夜間に自動車・自転車・機材などを残置する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・破損・盗難など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
テントを残置する場合は、テントに学校名を明記し、脚を最小限に縮めた状態もしくは完全に折
りたたむなどし、風でとばないように重りなどを設置してください。 

・風対策が不十分な場合、撤去を命じることがあります。  
・緊急車両の通行に備え指定場所以外(周辺道路、路肩等)へは絶対に駐車しないでください。  
 
8.競技場インフィールド等について  
・走路への入退場は選手入退場地下通路（案合図⑧）のみといたします。 
・地下通路に物は置かないでください。また、一切の練習を禁止します。また、感染拡大防止のた
め、雨天時も地下通路でのローラー使用を認めません。  

http://www.remus.dti.ne.jp/%20～jicf/
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・競技場インフィールドの壁に沿ってローラー台の設置を認めます。但し、ホーム・バックにある
次走 選手控えテントの中、地下通路駐車場側入口付近は、ローラー台等は設置出来ません。審判
執務上の必要上、ローラー台等の移動を指示することがあります。 

・インフィールド内には、出走直前準備のための 3m 角以内のテントを 1 大学あたり 1 張りに限り
設置することが出来ます。審判業務の視界の妨げにならないよう、高さを低くしてご利用ださい。 

・審判業務等に支障がある場合は、テントの移動や撤去などお願いする場合もあります。  
・インフィールド内側はウオーミングアップ、クールダウンのエリアです。走行時は必ずヘルメッ
トを着用して下さい。 
 

9.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、競技の進行状況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。 

 
10.その他競技場内についての注意事項 
・トイレは、管理棟 1 階のトイレ（案内図⑪）をご利用ください。  
・女子更衣室は管理棟 2 階(案内図の⑩)です。  
 
11.大会で出たごみについて 

感染対策もあり、大会側でのごみの回収は行いません。ごみは、各校で必ず責任を持って必ず持
ち帰ってください。会場内及びコンビニなど周辺施設でのごみの置き捨てを確認した場合やお店
側からの報告があった場合には、3,000 円/件のペ ナルティを科します。  

 
12.ラジオツアー無線について  

会場内放送が行き届かない可能性を考慮し、チーム向けの情報提供を行うラジオツアー無線機の
配付を予定しています。ハンディ無線機を 1 チーム 1 台配付予定です。電池が入った状態で配付
しますが、予備電池(単三電池 3 本)をご用意ください。Web サイト、ツイッターと併せてご利用
ください。 

 
12.競技結果等  
・本連盟では、迅速な情報提供を行なうため、Twitter にて競技結果を随時配信しております。ま
た、本連盟ホームページでも競技結果を配信します。三密を避けるためにも、ぜひご活用下さい。
卒業生の皆さまや家族、ご友人の皆さまにもお知らせください。  
Tiwitter アドレス: https://twitter.com/jicf_jimukyoku  
ホームページ URL : https://www.jicf.info  

・競技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。 
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