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Communiqué. 4-1 

2021 年 6 月 16 日 

大会総務委員長 井上 武夫 

1. 大会時程表について 

6 月 26 日（土） 

No. 開始 区分 番組 ROUND 

1 8:30 男子 タンデム・スプリント 予選（９チーム） 

2 9:00 男子 スクラッチ  ６km 予選（３組 57 名）各組７位上がり 

3 9:30 男子 ケイリン 第１回戦（４組 28 名）各組２位上がり 

4 10:00 男子 ポイントレース  10 km 予選（２組 46 名）各組 12 位上がり 

5 10:40 女子 ポイントレース  16 km 決勝（10 名） 

6 11:10 男子 ケイリン 敗者復活戦（４組）各組１位上がり 

7 11:40 男子 タンデム・スプリント 1/2 決勝（1） 

  11:50 昼 食・開会式・表彰式（女子ポイントレース） 

8 12:40 男子 タンデム・スプリント 1/2 決勝（2） 

9 12:50 男子 ケイリン 1/2 決勝（２組）各組３位上がり 

10 13:05 男子 タンデム・スプリント 1/2 決勝（3） 

      電子計時設営 / 準備・動作確認 

11 13:25 女子 500 m タイムトライアル 決勝（５組 10 名）+ オープン（1 組２名） 

12 13:45 男子 １km タイムトライアル 決勝（12組23名）+ オープン（1組２名） 

13 14:35 男子 タンデム・スプリント 3～4 位決定戦（1） 

14   男子 タンデム・スプリント 決勝（1） 

15 14:45 男子 スクラッチ  15 km 決勝（21 名） 

16 15:10 男子 タンデム・スプリント 3～4 位決定戦（2） 

17   男子 タンデム・スプリント 決勝（2） 

18 15:20 男子 ポイントレース  30 km 決勝（24 名） 

19 16:05 男子 タンデム・スプリント 3～4 位決定戦（3） 

20 16:10 男子 タンデム・スプリント 決勝（3） 

21 16:15 男子 ケイリン 7～12 位決定戦 

22   男子 ケイリン 決勝 

      電子計時設営 / 準備・動作確認 

23 16:40 男子 ４km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝（11 組 21 名） 

24   女子 ３km インディヴィデュアル・パーシュート 決勝（６組 11 名） 

  18:25 表彰式（500mTT・1kmTT・男女ポイントレース・タンデム SP・ケイリン・男女 IP） 

  19:10 第一日終了 
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Communiqué. 4-2 

6 月 27 日（日） 

No. 開始 区分 番組 ROUND 

          

25 8:00 女子 スプリント 予選（６名）+ オープン（２名） 

26   男子 スプリント 予選（19 名）+ オープン（１名） 

27 8:35 男子 マディソン 10 km 予選（２組 20 チーム）各組５位上がり 

28 9:10 男子 スプリント 1/4 決勝（４組・1 本勝負） 

29 9:25 女子 マディソン 16 km 決勝（７チーム） 

30 10:00 女子 スプリント 1/2 決勝（1） 

31   男子 スプリント 1/2 決勝（1） 

32 10:15 女子 スプリント 1/2 決勝（2） 

33   男子 スプリント 1/2 決勝（2） 

34 10:30 女子 スプリント 1/2 決勝（3） 

35   男子 スプリント 1/2 決勝（3） 

36 10:45 男子 マディソン 20 km 決勝（10 チーム） 

37 11:25 女子 スプリント 3～4 位決定戦（1） 

38   男子 スプリント 3～4 位決定戦（1） 

39 11:35 女子 スプリント 決勝（1） 

40   男子 スプリント 決勝（1） 

41   男子 スプリント 5～8 位決定戦 

  11:45 昼食・表彰式（男女マディソン） 

42 12:35 女子 スプリント 3～4 位決定戦（2） 

43   男子 スプリント 3～4 位決定戦（2） 

44 12:45 女子 スプリント 決勝（2） 

45   男子 スプリント 決勝（2） 

46 12:55 女子 スプリント 3～4 位決定戦（3） 

47   男子 スプリント 3～4 位決定戦（3） 

48 13:05 女子 スプリント 決勝（3） 

49   男子 スプリント 決勝（3） 

  13:15 表彰式（男女スプリント） ・閉会式 

  13:35 解散 
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Communiqué. 4-3 

2. 開門時間について 

⚫ 開門時間は両日、午前 6 時です。 

 

3. 公式練習時間 

⚫ 本大会では安全管理上の観点から、ソロ種目の公式練習時間は設けず、タンデム（1 日目）とマデ

ィソン（2日目）の出場選手のみ練習が可能です。 

⚫ 練習時間は以下の通りとします。練習時間終了のアナウンスで走路を降りてください。指定した時

間帯以外での練習走行はしないようにしてください。 

⚫ 練習時間中は看護師不在となりますので、落車等の事故にはくれぐれもご注意ください。 

⚫ 大会前日（6 月25日）は、ソロ種目の練習を目的とした競技場のご利用が可能です。ただし、公式

練習時間同様に看護師不在となります。 

 

日付 6:30 - 6:50 6:50 - 7:10 7:10 - 7:30 7:30 - 8:00 

6 月 26 日（土）  （練習のための走路開放はありません。） タンデム 

6 月 27 日（日） 
男子マディソン

Group A 

男子マディソン

Group B 
女子マディソン   

 

6 月 27 日（日）  

男子マディソン

Group A 
京都産業 A/B、法政 A/B、日本体育 A/B、順天堂、早稲田、鹿屋体育、朝日 

男子マディソン

Group B 
中央 A/B、明治 A/B、同志社 A/B、日本 A/B、慶應義塾、明星 

女子マディソン 法政、順天堂、日本体育、鹿屋体育、混成チーム 
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Communiqué. 4-4 

 

4. 競技場案内図 
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Communiqué. 4-5 

 

5. 選手受付 

⚫ 参加受付は 1 日目（6 月 26 日）午前 7 時～7 時 30 分、2 日目（6 月 27 日）午前 6 時 30 分～7 時

の間、選手入退場口（案内図⑥）付近で行います。 

⚫ 感染防止対策の観点から、ライセンスの確認は行いませんが、ライセンスはご持参ください。ライセンス

申請中の場合は、必ず申請書の控えを提示してください。 
 

6. 選手用駐車場について 

⚫ 案内図左上の駐車スペース①に駐車してください（テント可・大型車可）。 

⚫ 指示された駐車ゾーンに従って、間隔をあけて駐車をしてください。 

 
 

7. チーム PIT エリアについて 

⚫ 試合の迅速な進行の観点から管理棟前にもチーム PIT エリア（案内図③）を設けます。以下の通り（次

ページ参照）、地区ごとに使用できるエリアを設定しますので、間隔をあけて設営してください。 

➢ テント設営はできますが、車両の駐車はできません。荷物搬入が終了次第速やかに退去ください。 

➢ 大会前日および 1 日目終了後にテントを置くことはできますが、急な突風などでテントが絶対に

飛ばないように確り固定してください。 

➢ タンデム自転車のみ、管理棟 1 階に保管することができます。 

➢ チーム PIT エリアおよびタンデム自転車に関して、紛失・破損・盗難などがあっても主催者は一切

責任は負いません。 
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Communiqué. 4-6 

 

 管理棟前チーム PIT 見取図 

 

8. 役員用駐車場（大型車可・テント不可） 

⚫ 案内図②の駐車スペースに駐車してください。 

 

9. その他の駐車について 

⚫ 競技場周辺の道路の路肩は救急車両の通行の妨げになりますので駐車はご遠慮ください。 

 

10. 競技場インフィールド内について 

⚫ 走路への入退場は 4 コーナー側、検車テント前のゲート（案内図⑩）のみとします。尚、この通路には物

は置かないでください。 

 

11. その他競技場内についての注意事項 

⚫ 男子/女子更衣室は管理棟 1 階です（案内図：下部参照）。 

⚫ 感染防止対策の観点から、競技場内にコミュニケボードは設置しません。随時発表される速報

Twitter などでご確認ください。（観戦者向け情報 参照） 

 

12. 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ってください。会場内及び周辺施設でのゴミの置き捨てが発

覚した場合には、3,000 円/件のペナルティを科します。 

 

13. 式典参加 

⚫ 開会式、閉会式において、役員および選手の整列は行いません（場内アナウンスをお聞きください）。 

⚫ 表彰式は 3 位以内の選手のみ、チームウエアーを着用し、服装を整えたうえで参加して下さい。サンダ

ル・帽子・サングラスの着用は禁止します。 
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Communiqué. 4-7 

14. 観戦者向け情報 

⚫ 本大会では、競技速報 Twitter にて競技結果を随時配信しております。また、本連盟ホームページ内

で、リザルト（競技結果）を配信します。 

Twitter アドレス：  https://twitter.com/jicf_jimukyoku 

ホームページ URL ：  https:// jicf.info/  緊急連絡先：学連携帯（090-2207-2369） 

⚫ 本大会は無観客開催としています。YouTube でのライブ配信を行いますので是非ご覧下さい。 

https://www.youtube.com/channel/UClJuYdYPWQjdpH8Gc63gc2Q  

 

http://www.remus.dti.ne.jp/%20～jicf/
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https://www.youtube.com/channel/UClJuYdYPWQjdpH8Gc63gc2Q

