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Communiqué.01-1 
2022 年 6 ⽉ 2 ⽇ 

総務委委員⻑ 蛭 川 滉 太 
１．６⽉ 5 ⽇（⽇） 個⼈ロードタイムトライアル⾃転⾞競技⼤会の時程について 
   参加各校の選⼿及び⽴哨員は以下の時程で⼤会運営を⾏うのでご注意ください。 

  

  参加選⼿ ⽴哨（＊3）・競技役員 備考 
６/2（⽊）20:00〜 
 

チーム監督/代表者・感染対策チ
ーム責任者 Zoom 会議（＊1）  

６/５(⽇) 
05：30〜07：45   運営役員打合〜コース設営作業 ⼤会本部前 
7:00〜 第１駐⾞場⼊場開始  
07:45   競技役員/⽴哨員 受付 ⼤会本部前 
08：00〜08：15   競技役員/⽴哨員 打合せ ⼤会本部前 
08：15〜08：45 参加選⼿受付・ゼッケン配布 ⽴哨員 配置移動 ⼤会本部前 
08：30〜09：00 
 

試⾛（＊2）（横断⾞両有） 
 

MOTO 審判（08：30〜コースク
リア）  

08：30〜 バイク検⾞開始 ⼤会本部前 
09：30〜 ⼥⼦競技開始   スタート地点 
10：00〜 男⼦競技開始   スタート地点 
14：00〜（予定） 表彰式・閉会式 コース撤収作業 ⼤会本部前 

 
（＊1）６⽉ 2 ⽇（⽊）２０時からチーム監督/代表者・感染対策チーム責任者 Zoom 会議（リモート）を開催します。 
      リモート会議のアドレスは、エントリー書類提出者のメールアドレスに別途、事務局から送信いたします。 
（＊2）試⾛/ ⽴哨員が配置されるまでは道路上の錠⾨は開けませんので、試⾛することはできません。 
（＊3）⽴哨/  
    ● 参加各チームの⽴哨員は６⽉ 5 ⽇（⽇）の 7 時４５分、本部前に集合のこと（時間厳守）。 
    ● 本⼤会においては、⽴哨員による代輪交換は⾏わず、従来通り指定ピットにおいてのみ代輪交換ができます。⽴哨 
 員は⾞輪を持参する必要はありません。本来の業務である横断箇所での安全誘導及び事故の際の対応をよろしく 
 お願い申し上げます。（指定ピットの場所については競技系コミュニケを参照） 
    ● ⽴哨員は⾃⼒で移動するために⾃転⾞を持参して下さい。原則として⽴哨員は１か所に２名以上配置します。ト 
 イレ等の場合は１名交替でコース近傍にあるトイレに⾃⼒で移動して下さい。また、トイレへの移動の際はコース外に 
 出て、堤防上のサイクリング道路などを利⽤すること。 
    ● ⽴哨員には昼⾷の弁当と飲み物をペットボトルで 3〜4 本⽀給します。昼⾷の弁当は後から総務の⾞で配布しま 
 す。最初の移動の時に飲み物⽤にサコッシュなどの⼊れ物を⽤意してください。暑さ等により飲み物がもっと欲しいとき 
 には、お渡ししてある無線で遠慮なく総務まで請求してください。天候によっては熱中症になる危険性がありますので 
 ⼗分⽔分をとるようお願いします。追加の飲み物は適宜⾞で配布します。また、⾷べ終わった弁当ガラや飲み終わっ 
 たペットボトルはすべて回収しますので、本部まで持ち帰るか、総務の⾞が⾏った時に渡してください。 
    ● コース上の異物・⼩⽯等について存在に気が付いた場合には、⽴哨員及び競技役員の⽅は積極的にコース上から 
 排除するようご協⼒お願い申し上げます。 
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Communiqué.01-2 
２．コースについて 
   以下の通りにコースを定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．コースに関する諸注意 

（1）本⼤会は利根川スーパー堤防⼯事⽤道路を利⽤したレースで道路幅員⽚側３.５ｍ、センターラインはありますが
 中央分離帯のない全幅７ｍの道路です。選⼿の皆さんは⾛⾏中、常に前⽅を注視して下さい。 
（2） 前⾛者を追い抜く場合でもセンターラインを越える事は禁⽌です。これに違反した場合はタイムペナルティが課されま す 。
（3） この道路は普段、⼯事⽤⾞両の通⾏の為に使⽤されますので、当⽇まで試⾛は出来ません。 
（4） 東京湾河⼝から０.５ｋｍ毎に路⾯表⽰がされており、場所をわかり易く表現する為、⼤会中はこの距離表⽰を使
 ⽤します。 
（5） ウォーミングアップは、指定されたエリア内で⾏なってください。堤防上のサイクリングロードを移動する場合は、⼀般の通
 ⾏者の迷惑にならないように⼗分注意の上、低速で⾛⾏してください。 
（6） 道路上・脇で⾃転⾞の整備をするために潤滑油スプレー類を使⽤する際には、下にブルーシートを敷く等して、油分
 が路⾯に落ちないようにしてください。脱落した⾃転⾞の部品は、路上に放置したままにならぬようご注意ください。 
（7） 道路スイーパー（道路清掃⾞）によるコースの清掃はありません。 
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 Communiqué.01-3 
４. 広域アクセスマップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ● 東北⾃動⾞道・加須インターから栗橋⽅⾯へ国道１２５号線を「北⼤桑」交差点を左折 
 交差点付近：セブンイレブンあり 

 ● 県道 346 号線 砂原北⼤桑線を直進し、砂原（東）交差点を右折 
 交差点付近：看板（温泉など数枚） 

 ● 県道 60 号線 ⽻⽣外野栗橋線を直進すると、「童謡のふる⾥おおとねカスリーン公園」の看板あり、左折 
  ※「道の駅童謡のふる⾥おおとね」とは違いますので注意してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第７回 全日本学生選手権個人ロードタイムトライアル自転車競技大会 
 2022 年６⽉ 5 ⽇(⽇)   埼⽟県加須市・⽻⽣市 利根川上流河川敷南側 

 主催：⽇本学⽣⾃転⾞競技連盟         共催：(公財)⽇本⾃転⾞競技連盟  (⼀社)埼⽟県⾃転⾞競技連盟 
  協賛：(公社）全国競輪施⾏者協議会        （⼀社）⽇本競輪選⼿会          井上ゴム⼯業株式会社 
              株式会社パールイズミ       WIN AND WIN CO.,LTD(WIAWIS)       株式会社クレーマージャパン 
              セイコータイムクリエーション株式会社             
 後援：国⼟交通省利根川上流河川事務所   加須市   加須市教育委員会   ⽻⽣市   ⽻⽣市教育委員会 

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

 

                      
 

Communiqué.01-4 
 
５．会場設営図 （⼤会本部 ・ スタート/ゴール地点） ６⽉ 5 ⽇（⽇） 

 
  
６．駐⾞場について（選⼿：各校） 

（1） 選⼿およびチームの⼤会関係者については、器材搬⼊⽤の⾞は第１駐⾞場に駐⾞してください。尚、第１駐⾞場内 
 の⼊⼝テントより左側のエリアを使⽤してください。右側については⼤会役員及び来賓関係者の⾞の専⽤駐⾞エリアと 
 します。 
（2）本⼤会は第２駐⾞場が消防訓練のため、終⽇使⽤できません。⼤型⾞については、従来より第１駐⾞場への通路 
 が狭く第１駐⾞場への通⾏ができないため、第２駐⾞場に停めていました。今回は第２駐⾞場も使えないため、本 
 ⼤会は駐⾞を伴う⼤型⾞での来場を禁⽌します。 
（3）第１駐⾞場およびサポートエリアへの⼊場は、６⽉ 5 ⽇（⽇）のＡＭ７：００から開始する。それ以前は施錠され 
 ていますので⼊れません。 
（4）サポートエリア内には駐⾞はできません。レース開始前にサポートエリア内に器材を搬⼊した後、速やかに第１駐⾞場 
 に移動すること。事前に学連ＨＰよりダウンロードした「通⾏駐⾞許可証」を⾞のフロントの⾒えるところに置くこと。
 レース中は⽴哨役員の指⽰に従いコースを横切るほかは、コース内を移動することはできない。レース中の第１駐⾞場 
 からの⾞の出⼊りは、競技の妨げにならないように最⼩限に控えること。 
（5）⽻⽣スカイスポーツ公園等、指定以外の駐⾞場の使⽤は禁⽌する。また、サイクリング道路上の集団⾛⾏等、公園 
 利⽤者・⼀般客の迷惑・危険となる⾏為は絶対に慎むこと。 
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Communiqué.01-5 

７．駐⾞場について（⼤会役員及び来賓⽤⾞両について） 

（1） ６⽉ 4 ⽇（⼟）においては審判⾞両以外は、第１駐⾞場に駐⾞することとする。⼤会役員及び来賓⽤⾞両につい
 ては、第１駐⾞場内の⼊⼝テントより右側のエリアを使⽤してください。 
（2） 審判⾞両（四輪・MOTO）は本部の上流側、レースコース脇の審判⾞両⽤の駐⾞場に駐⾞してください。 
 
８．サポートエリアについて 

   今後発出されるコミュニケの指⽰に従ってください。なお、簡易テントの設営は各校１つとします。特に各校専⽤の場所 
 の指定はしませんので、お互い距離を取り、場所を譲り合ってください。前段の 6.(4)に記載のとおり、このエリアに駐⾞ 
 はできませんので、機材搬⼊後は速やかに⾞を第１駐⾞場に移動させてください。 
 
９．「旧おおとね童謡のふる⾥室」のトイレ利⽤について 

 ● 旧おおとね童謡のふる⾥室のトイレを利⽤する場合、競技⽤シューズでの利⽤は厳禁です。館内床の傷防⽌のためで 
   す。必ず学連で⽤意した備え付けのスリッパや持参した運動靴等に履き替えて利⽤すること。感染症拡⼤防⽌の観点 
   からもトイレを汚さないように利⽤することを強くお願いします。 
 ● 旧おおとね童謡のふる⾥室の建物周辺でのテント設営及び練習などは⼀切禁⽌します。                           
                                                 
      
１０．ゴミ投棄厳禁の徹底 

   ゴミは、各チームで必ず責任を持って持ち帰ること。特に本会場は、利根川上流という⾃然環境を保護すべき地であり、 
   競技中・前後を含め美観維持に努めること。会場周辺でのごみの投棄や放置が発覚した場合、3,000 円/件のペナル 
   ティを科します。 
 
 
１１. ⼤会中⽌の判断について 

   利根川上流や⼤会周辺の⼤⾬により、河川氾濫が予想される場合、⼤会の中⽌判断を⾏う。各⽇、中⽌の判断は 
    HP で周知するのでご承知おきください。 
   （学連携帯：090-2207-2369） 

 
                                                              

 


