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Communique 3-1
2022 年 8 月 18 日

大会総務 古賀岳文
1. 競技時程は既に公開済の時程表をご確認ください。
2. 練習時間について
●８月 31 日（水）午前中はフリーの練習（同時走行人数を 50 名に制限します。人数が多い場合は走行
可能になるまで待つ場合があります。）、午後からは下掲のグループ分けの練習とします。31 日の練習時間
に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します。決して行わないこと。
●開門時間は、９月１日（木） 7：00、 ９月 2 日（金） 6：00、 ９月３日（土） 6：00 です。
8/31(水）
前日練習
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開門 7：00
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Communique 3-２

3. チーム車両駐車場について（簡易テント可・大型車可）
●チーム車両は２台まで競技場敷地内「選手村」に駐車を認めます。３台目は同敷地内の指定場所に、４台目
以降は競技場外の一般駐車場に駐車してください。（敷地内の駐車可能台数は１チームにつき３台まで。）
「選手村」はチームピットとして使用を認めます。各校の駐車ゾーンは現地に明示します。
※指定されたゾーンでは管簡易テント設営、車両駐車の何れも可とします。
※簡易テント設営の場合は突風でテントが飛ばないためのウェイト設置を義務付けます。（ウェイトのないテン
トは撤去していただきます。有料貸出ウェイトには数に限りがあります。）
※スペースに限りがあるため、各校は譲り合って使用してください。所定を超えたスペースを使用している場合はペ
ナルティを科します。
※夜間に車両、自転車、機材などを置くことは妨げませんが、設営業者以外でチームが設置した簡易テントの
夜間残置は禁じます（屋根を低くした状態でも不可）。大会主催者および競技場施設側管理者は紛失・
盗難・破損等の責任は一切負いません。自己責任による管理を願いします。残置している簡易テントは撤去
を命じます。

4. その他車両について
● 競技場内のスペースの一部を身障者および緊急車両用として指定します。その場所には駐車できません。
● 競技場周辺道路の路肩駐車は緊急車両通行の妨げになりますので駐車は禁じます。
5. 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のみとします。なお、この通路には原則として物は置かないでくださ
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。雨天時も認めません。
● 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。ローラー台は審判業務上必要がある場合、１校
の使用台数が多過ぎる場合等は移動・撤収をお願いすることがあります。
ホーム・バックにある選手控テントおよび地下通路フィールド側出入口付近はバイクインスペクション・招集等の
場所になりますのでローラー台の設置は不可とします。
● インフィールド内にチームテントの設置は認めません。
● インフィールド内側はウオーミングアップおよびクールダウンのエリアとなります。走行する選手は必ずヘルメットを着
用してください。
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Communique 3-3
● インフィールド内へのチーム横断幕や旗の設置は不可とします。
６. レース出場選手の大会運営への協力義務について
 次の競技者は、前のレースの終了時点までに、次走選手控えテントで待機してください。
 次の競技者を呼び出すためのアナウンスは行いませんので、レースの進行には充分注意をしてください。相手選手
と同時にスタート位置に着かない場合、その選手のスタートを認めない（失格となる）ことがあります。 アナウンス
が聞こえなかったという理由は認められません。
 出走の 15 分前までに必ずバイクチェックを済ませてください。15 分を過ぎても未了の場合はレースから除外する
（失格となる）ことがあります。

7．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。ただし、紛失・故障・盗難等につい
て、主催者および競技場施設管理者は一切の責任を負いません。

８. ロードレースにおける計測チップの使用について
今大会のロードレースにおいては、計測チップを使用します。計測チップは補欠分も含め、ゼッケン配付に併せて配付し
ますので、レース終了後はチームでまとめて返却してください。紛失した場合は理由の如何を問わず、１個につき
10,000 円がチームに請求されますのでご注意ください。計測チップの取り付け等詳細については、別途コミュニケで通
知します。
９. 開会式および部旗等の持参について
 開会式は各校代表者１名がフィールドで参加、その他の方は場内放送で聞いてください。
 前年度総合優勝校（男子：日本大学、女子：鹿屋体育大学）は代表者１名に加え、優勝杯と優勝旗(男
子のみ)返還を行う者も、それらを持参して参加してください。
 選手宣誓校（早稲田大学）代表者はマイク近傍で待機してください。
 部旗および校歌のＣＤ（又はテープ）がある大学は、大会初日の選手受付時に大会事務局へ持参してくだ
さい。（表彰式に使用します）

レースの結果はホームページでも公開しています。
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Communique 3-４

10．閉会式について


閉会式は錦江町文化センターにおいて 13 時 より行う予定です。閉会式は当日 17 時志布志港発のフェ

リーに間に合うよう進めます。各校とも進行へご協力願います。
11. 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。会場内で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。

12. チーム代表者会議および感染対策責任者会議について
●8 月 29 日（月） 20 時 00 分 チーム監督/代表者・感染対策チーム責任者 Zoom 会議を行います。
参加チームは必ず出席してください。無断欠席にはペナルティを科し、コミュニケで公表します。
13. 観戦者向け情報
⚫ 本大会では、観客向けに迅速な情報提供を行なうため、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。応援に来る OB・OG やご家
族、友人の
皆様にお知らせください。
➢ Tiwitter アドレス ： https://twitter.com/jicf_jimukyoku
➢ ホームページ URL ： https://jicf.info/
JICF よりのお知らせメニューの「文部科学大臣杯 第 77 回 全日本大学対抗選手権自転車
競技大会の結果」でリザルトをご覧いただけます。
➢ 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】
日本学生自転車競技連盟 携帯電話

090-2207-2369

大会総務委員長 木下唯一 携帯電話 090-1081-8240

以 上
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Communique 3-５

【関係図等】
①

トラック競技場案内図
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株式会社ＮＩＰＰＯ
日本新薬株式会社
社会福祉法人白鳩会
株式会社垂水温泉鶴田
有限会社フレッシュ吹上・黒川農園
力：錦江警察署
肝属地区消防組合南部消防署
国立大学法人鹿屋体育大学
南大隅高校自転車競技部
日直商会株式会社
ブリヂストンサイクル株式会社
南九州スバル株式会社
錦江中学校
田代中学校
（順不同）

Communique 3-６

⓶ トラック競技 駐車場

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/

文部科学大臣杯 第 77 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
トラック：2022 年 9 月 1 日（木）～３日（土） ロード：９月４日（日）
主
後
協
協

トラック競技：鹿児島県 根占自転車競技場(333.33m) ロード競技：鹿児島県肝属郡錦江町及び南大隅町 特設周回コース1周2 4. 2 km
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
鹿児島県自転車競技連盟
援： スポーツ庁
鹿児島県
公益財団法人鹿児島県スポーツ協会
錦江町
南大隅町
燃ゆる感動かごしま国体錦江町実行委員会
燃ゆる感動かごしま国体南大隅町実行委員会
賛：(公財)JKA
(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）
セイコータイムクリエーション株式会社
株式会社クレーマージャパン
株式会社ＮＩＰＰＯ
日本新薬株式会社
社会福祉法人白鳩会
株式会社垂水温泉鶴田
有限会社フレッシュ吹上・黒川農園
力：錦江警察署
肝属地区消防組合南部消防署
国立大学法人鹿屋体育大学
南大隅高校自転車競技部
日直商会株式会社
ブリヂストンサイクル株式会社
南九州スバル株式会社
錦江中学校
田代中学校
（順不同）

Communique 3-７

③ ロード競技 Ｓ／Ｆ地点および駐車場

9/3（土）ロード役員事
前打合せ会場

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/

