
令和3（2021）年度 ⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟 事業実施計画案（Ver2.5） 2021.09.23.

⽉ ⽇ 曜 ⽇ ⼤  会  名  等   NAME OF THE EVENT 区分 種別 当番校・主管 副当番校 会  場  等   VENUE

学連主催選⼿権⼤会等

全⽇本学⽣ロードレース・カップ・シリーズ

全⽇本学⽣トラックレース・シリーズ

会議等

令和3（2021）年度

4 13 ⽕ 第1回理事会 会議 リモート

4 17-18 ⼟・⽇ 全⽇本学⽣RCS第1戦 第14回菜の花飯⼭ラウンド(２⽇間クリテリウム)（中⽌） 主催 ロード 実⾏委員会 ⻑野県飯⼭市

5 3-4 祝 全⽇本学⽣TRS第１戦 主催 トラック 強化普及委員会 ⻑野県︓松本市美鈴湖⾃転⾞競技場

5 3-4 祝 第22回JICF⼥⼦カップ（トラック） 主催 トラック ⽴教・⿅屋 ⽇本 ⻑野県︓松本市美鈴湖⾃転⾞競技場

5 4-5 祝 第60回 東⽇本学⽣選⼿権トラック⾃転⾞競技⼤会 EAST JAPAN STUDENT TRACK 主催 トラック 日本 中央・東学 ⻑野県︓松本市美鈴湖⾃転⾞競技場

5 8-9 ⼟・⽇ 第39回 ⻄⽇本学⽣選⼿権トラック⾃転⾞競技⼤会 WEST JAPAN STUDENT TRACK 主催 トラック ⻄⽇本

5 11 ⽕ 第2回理事会 会議 リモート

5 16 ⽇ 第22回JICF⼥⼦カップ（ロード）+RCS#1 JICFオープンロード JICF WOMENS CUP ROAD 主催 トラック ⽴教・⿅屋 ⽇本 群⾺県・群⾺サイクルスポーツセンター

5 30 第22回 全⽇本学⽣選⼿権クリテリウム⼤会  STUDENT CRITERUM CHAMPIONSHIPS TOKYO 主催 ロード 東京都・⼤井埠頭

6 5 ⼟ 第59回 全⽇本学⽣選⼿権 チーム・ロード・タイムトライアル⼤会 UNIV. TEAM TIME TRIAL 主催 ロード 東京・順天 慶應・日体 埼⽟県加須市・⽻⽣市 利根川河川敷

6 6 ⽇ 全⽇本学⽣選⼿権 第32回全⽇本学⽣個⼈ロードTT⾃転⾞競技⼤会 UNIV.STUDENT INDIV. T.T. 主催 ロード 東京・順天 慶應・日体 埼⽟県加須市・⽻⽣市 利根川河川敷

6 12-13 ⼟・⽇ 第36回 全⽇本学⽣選⼿権個⼈ロードレース⼤会 (延期・会場変更） 主催 ロード 慶應・日体 ⽴教・⿅屋

6 15 ⽕ 第3回理事会 会議 リモート

6 19 ⼟ 全⽇本学⽣RCSOPEN戦 草津ナイトレース（クラス３のみ） 主催 ロード ⻄⽇本学連 滋賀県

6 19-20 ⼟・⽇ 第２級審判講習会 主催 会議 審判委員会 東京・JSOSビル+リモート

6 22 ⽕ 第1回評議員会 会議 リモート

6 26-27 ⼟･⽇ 第61回 全⽇本学⽣選⼿権トラック⾃転⾞競技⼤会  UNIV.SUTUDENT TRACK CHAMPIONSHIPS 主催 トラック 早稲⽥ 東京・順天 ⿃取県・倉吉⾃転⾞競技場

7 3-4 JICF INTERNATIONAL TRACK CUP＆第5回全⽇本学⽣選⼿権オムニアム⼤会  UCI CLASS-2 主催 トラック 法政 明治・朝⽇ ⻑野県︓松本市美鈴湖⾃転⾞競技場

7 10-11 ⼟･⽇ 全⽇本学⽣TRS第２戦 主催 トラック 強化普及委員会 ⼭梨県・境川⾃転⾞競技場

7 17-18 ⼟･⽇ 全⽇本学⽣RCS第２戦・第１５回 ⽩⾺クリテリウムラウンド 主催 ロード ⻑野県・⽩⾺町特設サーキット

8 13-15 ⾦-⽇ 主催 TRACK 明治・朝⽇ 早稲⽥ ⻑野県・松本市美鈴湖⾃転⾞競技場

8 21-22 ⽇ 主催 ROAD 明治・朝⽇ 早稲⽥ 群⾺県・群⾺サイクルスポーツセンター

9 7 ⽕ 第4回理事会 会議 リモート

9 18-19 ⼟・⽇ 第36回 全⽇本学⽣選⼿権個⼈ロードレース⼤会  UNIV. STUDENT INDIV. ROAD RACE 主催 ロード 慶應・日体 ⽴教・⿅屋 群⾺サイクルスポーツセンター

10 9 ⼟ 全⽇本学⽣RCS第xx戦 琵琶湖クリテリウムラウンド（中⽌） 主催 ロード ⻄⽇本 滋賀県東近江市ふれあい公園

10 10 ⽇ TRS第3戦 主催 トラック 強化普及委員会 ⼭梨県・境川⾃転⾞競技場

10 24 ⽇ 第56回 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・⻄⽇本⼤会 主催 トラック ⻄⽇本

10 24 ⽇ 第56回 全⽇本学⽣⾃転⾞競技トラック新⼈戦・東⽇本⼤会 主催 トラック 中央・東学 法政 ⼭梨県・境川⾃転⾞競技場

10 30-31 ⼟･⽇ 全⽇本学⽣RCS第３４戦 （仮称）霊峰⽊曽おんたけTT＆ヒルクライム・ラウンド 主催 ロード 実⾏委員会 ⻑野県⽊曽郡王滝村

11 7 ⽇ 全⽇本学⽣RCS第５戦 ⼤島・三原⼭ラウンド 主催 ロード 実⾏委員会 東京都⼤島町

11 12 ⾦ 第5回理事会 会議 リモート

11 13 ⼟ 全⽇本学⽣RCS第６戦・群⾺CSCクリテリウムラウンド1 主催 ロード 群⾺県・群⾺サイクルスポーツセンター

xx xx ⽇ 全⽇本学⽣RCS第xx戦・浮城のまち⾏⽥クリテリウムラウンド（中⽌） 主催 ロード 埼⽟県⾏⽥市・運動公園前

11 20 ⼟ 全⽇本学⽣RCS第７戦・群⾺CSCクリテリウムラウンド1 主催 ロード 群⾺県・群⾺サイクルスポーツセンター

xx xx ⽇ 主催 ロード 静岡県袋井市 エコパ

12 初旬 TRS第5戦

12 12 全⽇本学⽣RCS第８戦・埼⽟ステージレース第１ラウンド 主催 ロード 審判委員会 埼⽟県・幸⼿⼯業団地内（予定）

２０２２年

1 15 ⼟ 第6回理事会 会議 東京地区

xx xx ⽇ 全⽇本学⽣TRS第xx戦 主催 トラック 強化普及委員会 未定

xx xx ⽇ 審判講習会 会議 審判委員会 東京地区・未定

1 xx ⽇ 全⽇本学⽣RCS第９戦・埼⽟ステージレース第２ラウンド 主催 ロード 審判委員会 埼⽟県川島町

2 xx ⽇ 全⽇本学⽣RCS第１０戦・埼⽟ステージレース第３ラウンド 主催 ロード 審判委員会 埼⽟県川島町

xx 欧州/オーストラリア合宿派遣事業（仮称） 派遣 強化普及委員会

xx xx ⼟ ⼤学⾃転⾞フォーラム・⼤会要項説明会 会議 東京地区

2 27 ⽇ 全⽇本学⽣RCS最終戦・第１６回明治神宮外苑⼤学クリテリウム 主催 ロード 東京都・明治神宮外苑

3 12 ⼟ 第2回評議員会/第7回理事会 会議 東京地区

※⽇程表に記載された⽇程・開催場所等は予定であり、変更となる場合があります。

凡例︓RCS:ロードレースカップ・シリーズ、TRS:トラックレースシリーズ、 ⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟

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 Intercollegiate championships

全⽇本学⽣RCS第xx戦 東海道どまんなか袋井ラウンド（中⽌）


