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大会会場への入場者限定について 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本大会は無観客試合として実施します。 

・大会会場に入場を認められた場合は、「日本学生自転⾞競技連盟 JICF 大会開催時ウイルス感 

染防止対策ガイドライン」（以下ガイドライン）を遵守し、来場 14 日前からの体調管理シート 

の記入・記録を行っている、以下の方々に限定します。会場内に一般観客の方は入場できま 

せんのでご注意ください。 

 

ガイドライン; 

https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2020/08/JICF_kansenboushi_guideline_V20200822.pdf 

 

体調管理シート用紙はこちらから； 

https://jicf.info/hp/wp-content/uploads/2021/01/condition_management_sheet_v20210121.xlsx 

 
（会場内に入場可能な方） 

1 出場選手、予めエントリーシートに記載された人数制限内のチームスタッフ 

2 大会運営関係者（審判、医師、看護師、学生委員、当番校関係者、その他の運営ｽﾀｯﾌ） 

3 西日本学生自転⾞競技連盟の理事・委員会委員・学生委員で予め本大会事務局へ届出頂いた方 

4 日本自転⾞競技連盟関係者で予め本大会事務局に届出頂いた方 

5 開催地都道府県自転⾞競技連盟関係者で予め本大会事務局に届出頂いた方 

6 協賛社関係者で予め本大会事務局に届け出て頂いた方 

7 報道関係者で予め本大会事務局に届出頂いた方 

8 本大会事務局の指定した来賓の方 

9 本連盟賛助会員で予め本大会事務局に届出頂いた方 

 

上述 3 番以降の「予めの届出」は大会 3 日前:5 月 6日(木)12 時までにお願いします。 

会場においては、レース中の出場選手以外はマスクの着用をお願いします。 

(マウスシールドのみは不可) 

 なお、来場に際しガイドラインにおいて、移動⾞両においては法定上限定員の 6 割以内の乗⾞での

来場をお願いしております。 

 

・会場入口での検温結果、大会事務局担当者により感染が疑われると判断された場合、入場をお断り

することになりますので予めご了承ください。 

・大会事務局でも最小限は準備はしておりますが、ガイドラインに記載された事項を遵守するために

必要となるマスク、消毒液等必要となる 資材の準備についてもご自分で万全を期して下さい。 

 

検温場所について 

・会場入口（図⑥）は 6時 30分に開門です。 

ここで、入場者の検温と入場資格の確認を行います。 

検温は車両の窓越しにドライブスルー形式で行う予定です。 

ここで消毒もお願いします。 

門の前で予めマスクを着用し、円滑な実施にご協力ください。 
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チーム駐車場所・待機場所（ピット）について 

・駐車場所は選手宿舎南側のスペース（図①）をご利用ください。 

指定はしません。譲り合って枠内に収めてください。 

いっぱいになったら、宿舎の門外部（図②）に南側からご利用ください。 

・選手待機所として、検車場（図④）を借用しています。 

各チームで譲り合って、また可能な限り距離を取っての設営に心がけて下さい。 

・検車場や、競輪場の備品について無断での使用、移動はしないでください。 

破損した場合は速やかに教えてください。 

（具体的な場所に関しては以下の図をご確認ください。） 

・ローラー練習場（図③）を使用できます。 

・チームで発生したごみについて 

分別して、選手宿舎エリアの廃棄物置き場へ置くことを許可いただきました。 

散らかして放置をしないようにご注意ください。 

 

大会中のトイレについて 

・男性は検車場トイレをご利用ください。 

・女性は選手宿舎 1階のトイレをご利用ください。  
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北 

⑥入場口 6 時 30 分開門 

南 

①  

駐車場 
① がいっぱいになった

ときは 
② へ南端から駐車して

ください 
②  

南側駐車場入口 
6 時開錠 

⑦走路周囲のスタンド席は入場禁止です。 

北側駐車場入口 
6 時開錠 

③  

③ローラー練習場

を使用できます 

④1 階の検車場を待機場

所として利用できます 

④  

⑤  

⑤宿泊は選手宿舎

を利用します。 
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スケジュールを下記とします。 

 
 

 
Commissaires Panel.  
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宿泊のご案内 

・チェックイン 5/8 16 時頃から可能 

・チェックアウト 5/9 朝食後に順次チェックアウトをお願いします。 

・忘れ物がないようによく確認してください。 

 

宿泊中のトイレについて 

・男性は 2・3階トイレをご利用ください。 

・女性は選手宿舎 1階のトイレをご利用ください。 

 

アメニティ 

・準備はありません。タオルはご自分のものをご準備ください。 

・お風呂にはシャンプーや石鹸は準備しています。ご利用ください。 

 

洗濯機 

・各所に洗濯機、乾燥機があります。ご利用いただいて構いません。 

 

入浴 

・宿泊者の入浴 

  17 時～18 時 女性（終わり次第清掃、整頓を実施） 

  18 時頃～  男性 

・5/9 選手の入浴は午前中ぐらいは使用できます。 

 

食事 

・2部に分かれて食事をしていただきます。 

 夕食 

1部：18 時～19 時 約 30名 

 2部：19 時～20 時 約 30名 

 

 

 朝食 

 1部：6 時～6 時 30分頃 約 30名 競技役員、学生委員 選手 

 2部：6 時 30分～7 時頃 約 30名 選手 

 
 
 

総務委員長
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コミッセールパネル 
 
チーフコミッセール  石井 章  JCF 1 級 
ジャッジレフリー   横野 明子 JCF 1 級 
フィニッシュジャッジ 中村 恭治 JCF 1 級 
コーナージャッジ   高木 朋治 JCF 2 級  
セクレタリ      愛場 政幸 JCF 2 級 
 
審判団 

FTT/TT/IP/TSP/TP SP/SC/PR/KR 
1 大会会長代理   大会会長代理 奥田 悦司 
2 競技委員長   競技委員長  高松 弘樹 
3 総務委員長   総務委員長  岡本 昌明 
4 総務委員   総務委員  西城 慧 
5 電子計時   審判長  石井 章 
6 出発合図 Main   出発合図  荒瀬 琢也 
7 出発合図 Sub   先頭判定  堂後 逸代 
8 出発合図 Sub   デルニーライダー 和田 修 
9 記録番組   記録番組  愛場 政幸 
10 電子計時   判定員  横野 明子 
11 決勝審判/計時員   決勝審判  吉田 聡子 
12 決勝審判/計時員   計時員  阿部 竜士 
13 決勝審判/計時員   ビデオ  山尾 城司 
14 決勝審判/計時員   計時員  二宮 利夫 
15 決勝審判/計時員   計時員  市田 典 
16 決勝審判/計時員   決勝審判  中村 恭治 
17 TSP 交代監察   コーナージャッジ 高木 朋治 
18 TSP 交代監察   コーナージャッジ 薮下 基 
19 自転車検査   自転車検査  野木 美有季 
20 自転車検査   自転車検査  多田 悦章 
21 招集    招集     今井 喜代治 
22 周回/打鐘   周回/打鐘  田阪 正太郎 
23 周回/打鐘   周回/打鐘  木下 晴音 
24 自転車検査 招集  救護/招集  伊神 和史 
25 救護       救護  山本 智子  
26 通告       通告  阿部 美優 
27 通告       通告  中富 尚子 
28 総務委員１   総務委員１  川口 由希子 
29 総務委員２   総務委員２  西岡 那菜 
30 セクレタリ   セクレタリ  平井 杏周 
31 セクレタリ   セクレタリ  吉田 鈴 
32 救護（担架＋総務)  救護(担架＋総務) 谷内 健太 
33 救護（担架＋総務)  救護(担架＋総務) 尾形 昂隼 
34 救護（担架＋総務)    救護(担架＋総務) 嶋岡 達貴 
35 救護 (担架＋総務)  救護(担架＋総務) 長谷川 大悟 
36 救護（担架＋総務)  救護(担架＋総務) 藤本 大吉 
37 救護（担架＋総務)  救護(担架＋総務) 新谷 和征 

Commissaires Panel. 
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大会特別規則の変更 
 
大会特別規則を下記のように変更します。 
 
 

第 1 条(スプリント)	

1.	 男子は予選タイム上位 8 名が 1/4 決勝に、女子は上位 4 名が 1/2 決勝に進出する。	  

2.	1/4 決勝は 1 回戦制で行う。	 1/2 決勝は 1 回戦制で行う。3,4 位決定戦は 1 回戦制で行う。 

3.	 参加選手数に制限を設ける。最大で 20 名とする。	  

 
 
 
 
 
 

Commissaires Panel. 
 


