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Communique 43  
2021 年 8 月 19 日 

 大会総務委員長 高橋錦司 
 

1. お知らせ 

 

① 大会会場のゲート開門・入場可能時刻について 

近隣道路に車列が伸びることのないよう定められた時間に合わせて来場すること。 

会場内道路は競技運営車両などが先行して進入できるよう左側に寄せて通行すること。 

入場可能時刻は以下のとおりである。 

8 月 21 日（土） 

女子選手が出場するチーム→０７時３０分～１０時００分 

その他→１４時３０分～１6 時００分 

     ※出場が男子選手のみのチームは１４時３０分までは入場できません。 

8 月 22 日（日） 

全チーム→０６時１５分～０８時００分 

 

②試走時間について。 

大会用ゼッケンを付けた選手のみが試走に参加することができる。 

試走開始・終了は現場の指示に従うこと。 

8 月 20 日（金） 会場休業日であり、連盟での借用もないため不可。 

8 月 21 日（土） 09:00～09:30（10:00 競技開始）（女子のみ） 

15:30（予定）～16:30 

8 月 22 日（日） 07:00～07:30（8:00 競技開始）  

 

試走中の注意事項 

・マスク着用 

・会話は控える 

・集団走行は原則として５名以内 

・集団走行は同一チーム間で行い、 

 なるべく他チームと集団にならないように留意すること 

練習中、プログラム P30 中央、コース横断場所は、歩行者、チーム車両優先とするので、一時停止を求められたとき

は、必ず停車すること。 

プログラム P30、コース横断場所からフィニッシュ地点まで徐行すること。 
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③監督・コーチの駐車枠について 

ありません。チームに割り当てられた駐車枠をチームで分け合ってご使用ください。 

 

④受付・ゼッケン配布について 

コミュニケ４２の地図上、⑦地点にて、入場資格の確認・ID カードの配布・ゼッケン配布を行う。 

各チームは代表者が選手・スタッフなどの健康状態申告書を全てまとめて提出すること。 

提出の数分の ID を発行する。 

ID は両日共通である。 

土曜日の午後に男子の受付・ゼッケン配布を行う。なるべく土曜日のうちにゼッケンを受け取ること。 

 

⑤補欠選手起用について 

コミュニケ４２の地図上、大会本部④地点にてセクレタリに用紙を提出すること。 
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⑥時程について 

８月 21日（土） ロード大会第１日目 
Ｎ

o. 

開始時

間 

区 

分 
内容 競技役員 選手 

  7:00     総務・感染対策役員集合   

  7:30 女子 入場開始 ⑦地点にて ID・ゼッケン配布 女子選手出場チームのみ 

  8:00     設営担当競技役員集合   

  9:00     役員ミーティング   

    女子 本部④にて女子ロードの欠場・補欠起用最終確認～9:30 まで 

    女子 女子選手試走時間～9:30 まで 

  10:00   入場終了 入り口 Close   

52  女子 個人ロードレース 決勝（17周・102km） 

  14:00 女子 表彰式（女子ロードレース部門・女子総合成績） 

  15:00 男子 入場開始 ⑦地点にて ID・ゼッケン配布   

  15:30 男子 男子選手試走時間～16:30 まで 

  17:00     完全撤収   
      

８月 22日（日） ロード大会第 2日目 
Ｎ

o. 

開始時

間 

区 

分 
内容 競技役員 選手 

  6:00     総務・感染対策役員集合   

  6:15 男子 入場開始 ⑦地点にて ID・ゼッケン配布   

  7:00     競技役員集合・ミーティング   

    男子 本部④にて男子ロードの欠場・補欠起用最終確認～7:30 まで 

53 8:00 男子 個人ロードレース 決勝 （30 周・180 km） 

  14:00 男子 表彰式・閉会式（男子ロードレース部門・男子総合成績） 

  17:00     完全撤収   

 

 

 

 

以上 
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