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Communiqué.02-1 

2020 年 11 月６日 

大会総務委員長 古賀 岳文 

１．本大会の時程について 

 すでにコミュニケ 1 で発表した以外の本大会の時程の詳細は以下の通りとなります。 

 また、11 月 12 日（木）20 時からチーム代表者会議（リモート）を開催します。 

 リモート会議のアドレスは、エントリー書類提出者のメールアドレスに別途、事務局から送信いたします。 

  

  参加選手 立哨（＊2）・競技役員 備考 

11/12（木） 

20：00～20：30 チーム代表者会議  リモート 

11/15（日） 

07：00～07：30  総務役員集合～コース確認 大会本部前 

07：30  設営役員・当番校集合～設営作業  

09：00～ 検温・第１・2 駐車場入場開始   

09：45  競技役員/立哨員 受付 大会本部前 

10：00～10：15  競技役員/立哨員 打合せ 大会本部前 

10：15～10：45 参加選手受付・ゼッケン配付 立哨員 配置移動 大会本部前 

10：45～11：30 試走（＊1）（横断車両有） MOTO 審判（10：45～コースクリア）  

11：15～ バイク検車  大会本部前 

11：45～ 開会式  大会本部前 

12：00～ 男子競技開始   スタート地点 

 女子競技開始   スタート地点 

14：30～（予定） 表彰式・閉会式 コース撤収作業 大会本部前 

 

（＊1）試走/ 立哨員が配置されるまでは道路上の錠門は開けませんので、試走することはできません。 

（＊2）立哨/ 立哨員は 11 月 15 日（日）９時 45 分、大会本部前に集合のこと（時間厳守）   

   ● 本大会においては立哨員は代輪を持参せず、指定ピットにおいてのみ選手は代輪もしくは代車に交換できることとし 

     ます。立哨員の本来の業務である横断箇所での安全誘導及び事故の際の対応をお願いします。 

   ● 立哨員は自力で移動するために自転車を持参してください。原則として１か所に立哨員を２名以上配置します。  

     トイレ等の場合は 1 名交替でコース近傍にあるトイレに自力で移動してください。また、トイレへの移動の際はコース外 

     に出て、堤防上のサイクリング道路などを利用すること。 

   ● 立哨員には昼食代として受付時に 1,000 円分のクオカードをお渡しします。食料・飲料は配付しませんので、各自 

     で購入の上ご持参ください。 

   ● 当日は寒さが予想されます。防寒および雨天対策には万全を期してください。 

   ● コース上に異物・小石等がありましたら、立哨員および競技役員の方は積極的にコース上から排除するようご協力く 

      ださい。 
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Communiqué.02-2 
２．本大会のコースについて 

以下のとおりにコースを定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 

３．コースに関する諸注意 

（1）本大会は利根川スーパー堤防工事用道路を利用したレースで道路幅員片側３.５ｍ、センターラインは 

    ありますが中央分離帯のない全幅７ｍの道路です。選手の皆さんは走行中、常に前方を注視してくださ 

    い。 

（2）前走者を追い抜く場合でもセンターラインを越える事は禁止です。これに違反した場合はタイムペナルティが 

    課されます。 

（3）この道路は普段、工事用車両の通行の為に使用されますので、当日まで試走は出来ません。 

（4）東京湾河口から０.５ｋｍ毎に路面表示がされており、場所をわかり易く表現する為、大会中はこの距離 

    表示を使用します。（路面標示が薄くなり見えにくい箇所があります。） 

（5）ウォーミングアップは、指定されたエリア内で行ってください。堤防上のサイクリングロードを移動する場合は、 

    一般の通行者の迷惑にならないように十分注意の上、低速で走行してください。 

（6）道路上・脇で自転車の整備をするために潤滑油スプレー類を使用する際には、下にブルーシートを敷く等し 

    て、油分が路面に落ちないようにしてください。脱落した自転車の部品は、路上に放置したままにならぬよう 

    ご注意ください。 

（7）道路スイーパー（道路清掃車）によるコースの清掃はありません。 

（8）共通器材車は四輪車・二輪車共にありません。 

 

 

 

 

 

134.3ｋｍ 

140.8ｋｍ 
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 Communiqué.02-3 

４. 広域アクセスマップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ●東北自動車道・加須インターから栗橋方面へ国道１２５号線を「北大桑」交差点を左折 

        交差点付近：セブンイレブンあり 

      ●県道 346 号線 砂原北大桑線を直進し、砂原（東）交差点を右折 

        交差点付近：看板（温泉など数枚） 

      ●県道 60 号線 羽生外野栗橋線を直進すると、おおとね童謡のふる里室（カスリーン公園）の看板あり、 

        左折 

      ※ 「道の駅童謡のふる里おおとね」とは違いますので注意してください。 
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Communiqué.02-4 

５．駐車場について（選手、各チーム関係者用） 

（１）選手、チーム関係者およびチームの器材搬入用の車両（但し、下記（３）に記載の大型車両を除く） 

     は、原則として全て第１駐車場に駐車することとする。レース開始前にサポートエリアに器材等を搬入した 

      後、速やかに第１駐車場に移動する。事前に学連ＨＰよりダウンロードした「通行駐車許可証」を車のフ 

      ロントの見えるところに置くこと。レース中は立哨役員の指示に従いコースを横切るほかは、コース内を移動 

      することはできない。レース中の第１駐車場の車の出入りは原則として不可とする。やむをえない場合は、 

      競技の妨げにならない範囲で認めることがある。なお、第１駐車場内での簡易テントの設営を認める。                                                              

（２）第１・2 駐車場およびサポートエリアへの入場は、11 月 15 日（日）９時から開始する感染予防の 

      ための検温を受けて、合格した後とする。それ以前の時間及び、検温に不合格の場合は入場できません。 

（３）マイクロバス以上の大型車・バス、２トン以上のトラックは第１駐車場までの道路での事故防止のため、 

      「旧おおとね童謡のふる里室」西側の第２駐車場へ駐車すること。 

      尚、該当する車両については 11 月 12 日（水）午後 10 時までに日本学生自転車競技連盟事務 

      局宛 jicf@remus.dti.ne.jp までメールで車両の種類、大きさ等を連絡すること。 

      第２駐車場への入場も、11 月 15 日（日）９時から開始する感染予防のための検温を受けて、合格 

      した後とする。それ以前の時間及び、検温に不合格の場合は入場できません。 また、 バスの場合は検 

      温担当者が乗り込んで検温しますので、指示があるまで車両から降りないでください。 

      尚、事前に学連ＨＰよりダウンロードした「通行駐車許可証」を車のフロントの見えるところに置くこと。 

      また、第２駐車場内でのテント設営および、駐車場内での練習を禁止する。 

（４）羽生スカイスポーツ公園等、指定以外の駐車場の使用は禁止する。また、サイクリング道路上の集団走 

      行等、公園利用者、一般通行人の迷惑、危険となる行為は絶対に慎むこと。 

 

６．駐車場について（大会役員用） 

（１）審判車両以外は、「旧おおとね童謡のふる里室」西側の第２駐車場に駐車してください。駐車場に入る 

      前に、検温ポイントで検温を受けて合格したら、入場してください。 

（２）審判車両（四輪・MOTO）の競技役員については検温ポイントで検温を受けて合格した後、コース脇の 

      審判車両用のスペースに駐車してください。 

 

７．サポートエリアについて 

   本大会ではサポートエリア内の各チームごとの場所の指定は行いません。各校は密を避け相互に譲り合って 

   スペースをお使いください。また、簡易テントの設営は各チーム１張りまでとします。尚、このサポートエリア内 

   に車両の駐車はできませんので、機材搬入後は速やかに車を第１駐車場に移動させてください。 

 

８．「旧おおとね童謡のふる里室」のトイレ利用等について注意 

   「旧おおとね童謡のふる里室」のトイレを利用する場合、館内の床の傷つき防止のため、競技用シューズを 

   履いたままでの入館及びトイレの利用は厳禁です。「旧おおとね童謡のふる里室」南側の入口に履き替え 

   用のサンダル・スリッパ等を若干数準備しますが、数に限りがあるためスムーズな利用のために、履き替えの 

   運動靴を持参することを推奨します。 

   「旧おおとね童謡のふる里室」の建物周辺でのテント設営および練習等は禁止します 
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Communiqué.02-5 

９．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ること。特に本会場は、河川流域という特に自然環境を保護すべ 

   き地であり、競技中・前後を含め美観維持に努めること。会場周辺でのゴミの投棄や放置を認めた場合は、 

   3,000 円/件のペナルティーを科します。 

 

10. 大会中止の判断について 

   利根川上流や大会会場周辺の大雨により、河川氾濫が予想される場合、大会の中止判断を行います。 

   中止の判断は HP で周知しますので、ご承知おきください。（学連携帯：090-2207-2369） 
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