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レースの結果はホームページでも公開しています。 httpｓ:// jicf.info/ 

Communique 3-1  
2021 年 8月 8日 

 大会総務委員長 高橋錦司 

1. 競技時程については既に公開済の時程表を確認ください。 

 

2. 練習時間について 

13日（金）から 15日（日）までの練習のグループです。 

下記表の練習時間中は救護員の配置はありません。大会本部では医療行為等の必要な事故等には対処できませ

んので、そのことを前提として了解した学校のみ、練習走行を認めます。 

 ●注意 スタンディングスタート練習は禁止とします。決して行わないこと。 

 ●開門時間は 8/13（金）午前 6：30   8/14（土）午前 5：30   8/15（日）午前 5：30 

 ●トラック競技開催日以外に練習する場合は松本市美鈴湖自転車競技場 管理棟室に練習の申出を行い、参加 

   者の責任で練習を行ってください。使用料は個別に対応のこと。なお、団体での利用には１週間以上前迄の事前申 

   込が必要です。事前申込手続きを終えていないチームは大会期日以前の練習を行わないこと。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

グループＡ グループＢ グループＣ グループＤ グループＥ グループＦ タンデム

8/13　開門　6:30

競技開始　10:00
7:00～7:15 7:15～7:30 7:30～7:45 7:45～8:00 8:00～8:15 8:15～8:30 8:30～8:45

8/14　開門　5:30

競技開始　8:00
7:15～7:30 6:00～6:15 6:15～6:30 6:30～6:45 6:45～7:00 7:00～7:15 7:30～7:45

8/15　開門　5:30

競技開始　8:00
7:00～7:15 7:15～7:30 6:00～6:15 6:15～6:30 6:30～6:45 6:45～7:00 7:30～7:45

法政大学 18 鹿屋体育大学 16 日本体育大学 16 日本大学 14 朝日大学 13 中央大学 13

同志社大学 10 早稲田大学 10 慶應義塾大学 10 関西大学 10 明星大学 11 明治大学 12

京都産業大学 6 新潟食料農業大学 8 順天堂大学 6 立命館大学 6 駒澤大学 4 中京大学 4

作新学院大学 1 愛媛大学 1 東北学院大学 2 大阪産業大学 2 立教大学 5 八戸学院大学 4

金沢大学 1 東京大学 1 松本大学 1

信州大学 1

35 35 34 34 34 34 206
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Communique 3-2 

3. 松本市美鈴湖自転車競技場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 選手用駐車場について（テント可・大型車不可） 

 ●案内図①については、選手用駐車場でチームピットとしてお使いいただけます。 

 以下の通りエントリー数（男女補欠計）により大学別に使用できるスペースを設定します。 

 ●エントリー人数 ９人以上の学校は指定された駐車枠を使用して下さい。駐車枠指定校については後日、コミュニケ  

   で場所をお知らせします。 

 ●３人～８人は駐車枠 ２台分、１人～２人は駐車枠 １台分とします。 

 上記の指定枠以外を使用して下さい。 
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Communique 3-3 

 ●駐車枠指定校 

 法政大学、⿅屋体育大学、日本体育大学、日本大学、朝日大学、中央大学、明治大学、明星大学、 

 関西大学、慶応義塾大学、早稲田大学、同志社大学 

 ●駐車枠２台使用校 

 新潟食糧農業大学、京都産業大学、順天堂大学、立命館大学、立教大学、駒沢大学、中京大学、 

 八戸学院大学 

 ●駐車枠１台使用校 

 大阪産業大学、東北学院大学、金沢大学、信州大学、東京大学、松本大学、作新学院大学、愛媛大学 

 ●諸注意 

※与えられたスペースにはテント設営、車両（普通車のみ、大型車不可）駐車のどちらも使用可能です。 

※テント設営の場合は急な突風などで、テントが飛ばないように注意して設営して下さい。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して下さい。 

※その他の車両についは競技場下の②選手・役員・一般用駐車場（大型車可・テント不可）に駐車して下さい。 

※各校譲り合って使用して下さい。エントリー人数に対しスペースが狭いために駐車枠指定としますので与えられたスペ

ース以上を使用している場合はペナルティーを課します。 

※夜間に車両、自転車、機材などを置く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・盗難・破損

など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、夜間にテントをそのままにする場合は、テントに学

校名を明記し、風で飛ばないようおもりなどを用意して下さい。対策が不十分な場合、撤去を命じることがあります。 

 

5. 選手・役員・一般用駐車場（大型車可・テント不可） 

案内図②は選手駐車場（大型車可）としても利用できます。大型車を駐車される場合は８月９日までに下記に

連絡をください。尚、ドクターヘリの緊急発着陸場所になる可能性があり、迅速な車両移動を可能にするため、テント

設営などチームブースとしての使用はできません。 

大会総務委員長 高橋錦司 skionsen@gmail.com  

 

6. その他車両について 

案内図③は障害者用です。また、緊急車両も駐車しますので、それ以外は駐車できません。 

案内図④は来賓・役員・緊急車両用ですので駐車できません。 

緊急車両の通行に備え、指定場所以外の競技場周辺道路および路肩へは絶対に駐車しないでください。 

 

7. インフィールド内について 

 ●走路への入退場は選手入退場地下通路（案内図⑧）のみといたします。尚、この通路には物は置かないで下さ

い。  

   地下通路内でのローラー台設置、ローラー練習は禁止します。 

 ●尚、コロナ感染対策上、雨天の場合にも地下通路内でのローラー台設置、ローラー練習を禁止します。 
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レースの結果はホームページでも公開しています。 httpｓ:// jicf.info/ 

Communique 3-4 

 ●競技場インフィールドの壁に沿ってローラー台設置を認めます。但し、ホーム・バックにある選手控テント/案内図⑰の 

   中には設置できません。また、地下通路を出た付近はバイクインスペクションエリアになりますのでローラー台設置は出 

   来ません/案内図⑯。 

 ●インフィールド内には、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。なお、審判・本部のテント/案内図⑮ 

   のすぐ下のインフィールド部分は、審判業務上支障があるため、ローラー台設置及びチームテント設置をご遠慮くださ 

   い。その他にも審判業務等に支障がある場合は、テントの移動や撤去などお願いする場合もあります。 

 ●インフィールド内側はウオーミングアップ、クールダウンのエリアとなります。走行する場合は必ずヘルメットを着用して下 

   さい。 

 

8. 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(案内図⑰）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、レースの進捗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。 

 

9. タンデム自転車の保管について 

トラック競技期間中タンデム自転車のみ管理棟内に保管スペースを設けます。（案内図⑨） 

この区域は、滞在禁止区域ですので、保管作業は速やかに行い、一切の会話を禁止します。 

尚、紛失・故障・盗難などについては、自己責任とし、主催者、競技場施設側は一切責任を負いません。 

 

10. 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。ハンディ無線機を1チームに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。 

 

11. 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⑫）をご利用ください。 

  ●女子更衣室は管理棟 2階(案内図の⓫)です。 

 

12. 開会式および優勝杯等の持参について 

  ●開会式は 12 時 20 分より放送にて行います。感染防止対策のため、集合の必要はありません。 

  ●前年度の総合優勝校（男子：中央大学、女子：日本体育大学）は、優勝杯と優勝旗（男子のみ）を忘れ 

    ず持参してください。 
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レースの結果はホームページでも公開しています。 httpｓ:// jicf.info/ 

Communique 3-5 

13．閉会式について 

ロード会場にて 14 時 00 分より、男子ロード表彰、男子総合成績表彰のあと、引き続き閉会式を同じロード会場

で放送にて行う予定です。 

  閉会式は、感染防止対策のため集合の必要はありません。 

 

14. 校旗及び校歌の CD またはカセットテープの持参について 

表彰式で使用する校旗と校歌について、収集と返却を下記のとおりとしますので、よろしくお願いいたします。 

また、CD等がこちらの機材で再生できない場合を想定し、スマートフォンに校歌を録音しておいて下さい。 

  ●持参方法 

   大きく大学名と責任者名を書いた任意の袋に、校旗と校歌の CD等を入れ、次の場所に持参して下さい。 

 【トラック】 

 ・持参場所等 

  8月 13日（金）9:00 集合 受付 

 ・返却場所等 

  8月 15日（日）16:00 管理棟 1階本部前 

 【ロード女子】 

 ・持参場所等 

  8月 21日（土）9:00 ロード受付 

 ・返却場所等 

  8月 21日（土）14:30 大会本部テント付近 

 【ロード男子】 

 ・持参場所等 

  8月 22日（日）7:00 ロード受付 

 ・返却場所等 

  8月 22日（日）14:30 大会本部テント付近 

 

15. 大会で出たゴミの持ち帰りとゴミ投棄厳禁の徹底 

  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ど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、5,000 

円/件のペ ナルティを科します。 

 

16. 監督会議について 

  ●トラック競技は 8/10（火）20 時 00分より ZOOM会議で行います。 

  ●ロード競技は 8/18（水）20 時 00分より ZOOM会議で行います。 

  ●各校の監督または代理の代表者及び感染対策責任者は必ず出席してください。正当な理由なく監督会議を欠席 

   した学校の監督に対しては、警告を与え、リザルトに記載いたします。 
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Communique 3-6 

17. 観戦者向け情報 

  ●本大会では、リモート観戦者向けに迅速な情報提供を行なうため、動画配信（ライブ。録画）に加え、競技速報  

   Twitter にて競技結果を随時配信を予定しております。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。三密を避けるためにも、ぜひご活用ください。卒業生の皆様やご家族、友人の方にお知らせください。 

➢ JICF チャンネル URL ： https://www.youtube.com/channel/UClJuYdYPWQjdpH8Gc63gc2Q 

➢ Tiwitter アドレス ： https://twitter.com/jicf_jimukyoku 

➢ ホームページ URL ： https://jicf.info/ 

よりのお知らせメニューの「文部科学大臣杯 第 76 回 全日本大学対抗選手権自転車競 

技大会の結果」でリザルトを掲載します。 

➢ 会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。 

  緊急連絡先：学連携帯（090-2207-2369） 

以上 

 

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

