
第５７回全日本学生自転車競技トラック新人戦 
東日本・西日本合同大会 

2023 年 3 月 25 日（土）・26 日（日） 境川自転車競技場（屋外 400m）  
主催： 日本学生自転車競技連盟 ／ 共催： 公益財団法人 日本自転車競技連盟 ／ 運営協力：山梨県自転車競技連盟 

協賛： 公益財団法人 JKA      公益社団法人全国競輪施行者協議会     一般社団法人日本競輪選手会 

井上ゴム工業株式会社  WIN AND WIN CO., LTD.（WIAWIS） 株式会社パールイズミ  株式会社クレーマージャパン 

                         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/ 

 
                   

 

大会コミュニケ-５ 

2023 年 3 月 18 日 

大会総務委員長 三浦 拓郎 

 

１．時程表 
 

 
 
  

１日目時程表
No. 開始時刻 区分 番組 ＲＯＵＮＤ

7:20 開門

0 9:00 セーフティ・ライド研修会＋ウォームアップライド
9:00にトラックバイクに乗ることができる状態で集合する
こと。9:00以前の走路の使用はできません。

11:00 セーフティ・ライド研修会＋ウォームアップライド終了

11:00 役員集合打合せ

11:10 電子計時等設営

1 11:30 男子 スプリント 予選（３名）

電子計時準備・動作確認

2 11:50 女子 ３kmインディヴィデュアル・パーシュート 決勝（１組２名）

12:00 昼食

3 12:45 男子 ４kmインディヴィデュアル・パーシュート 決勝（６組12名）

4 13:35 男子 １kmタイムトライアル 決勝（14組27名）

電子計時準備・動作確認

5 14:40 女子 500ｍタイムトライアル 決勝（２名）

6 14:50 男子 ケイリン 予選（３組20名）各組２位上がり

7 15:15 男子 ポイントレース 予選 10 km（２組26名）各組８位上がり

8 15:55 男子 ケイリン 敗者復活戦（３組）各組２位上がり

16:20 表彰式（３kmIP、４kmIP、1kmTT、500ｍTT）

17:00 第一日目終了

２日目時程表
No. 開始時刻 区分 番組 ＲＯＵＮＤ

7:00 開門

8:00 役員集合打合せ

9 8:30 女子 スプリント 決勝（１）

10 男子 スプリント 決勝（１）

11 8:40 男子 ケイリン １／２決勝（２組12名）各組３位上がり

12 8:55 男子 ポイントレース 決勝 24 km（16名）

13 9:35 女子 スプリント 決勝（２）

14 男子 スプリント 決勝（２）

15 9:45 男子 ケイリン 決勝（６名）

16 9:55 女子 スプリント 決勝（３）

17 男子 スプリント 決勝（３）

10:30

11:00 解散

第57回全日本学生自転車競技トラック新人戦 東日本・西日本合同大会  時程表

表彰式（ポイントレース、ケイリン、男女スプリント）・閉会式

https://jicf.info/
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２．開門時間について 
 
３月２５日（土） 午前７時２０分 
３月２６日（日） 午前７時００分 

 
 
３．大会前日までの練習について 
 
各大学で境川自転車競技場に申し込み手続きを行ってください。 

 
 
４．受付について 
 
受付日時 ３月２５日（土） 午前８時３０分～午前９時００分 
受付場所 受付及びゼッケンの配布は観客席階段入口で行う。 

 
 
５．トイレ、女子更衣室について 
  ①トイレ 

  競技場内、駐車場のトイレを使用してください。（競技場内２階職員用トイレは使用禁止） 
 
  ※ トイレ使用については、洗面所周りの水弾きやトイレ個室内のペーパー及び芯の散乱など 

ないように、美化清掃を各自徹底願います。 
 
②女子更衣室 
  管理棟１階の保健室をご利用ください。 

 
 
６．テント利用について 
 
①フィールド内でのテント利用は認めない。 
 
②競技場上の駐車スペースについてはテント利用を認めない。 
 
③競技場下の草地駐車場ではテントの使用を可とする。ただし、他校スペースをよく考慮し、 

    自校のみで広いスペースを占有しないよう十分注意すること。 
 
 
７． ゴミの処理について 
 
  ①処分方法 各自・各校が持ち帰り、処分すること。 
  
 ②その他 関係者への注意喚起の徹底を願います。 

  ※ 競技場内やその他施設（近隣・コンビニを含む）にゴミを投棄した場合には、 
     大会会場として今後の利用ができなくなりますので、部員、関係者に会場の 
     美化を徹底させてください。 
  

https://jicf.info/
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８．駐車場について 

 駐車場 競技場隣接駐車場、大型車両は競技場下の草地駐車場を利用のこと（※） 

 

  管理棟横の駐車場は各校１台のみとし、総務系役員・機材関係の車両の駐車を妨げないようお願いします。 

  各校２台目以降と大型車及び競技系役員の車両については、競技場下の駐車場に止めてください。 

   ※ 山梨県自転車競技連盟様に調整いただき、本大会では草地駐車場を全面使用できることとなりました。 

      また同じく山梨県自転車競技連盟様に調整いただき、笛吹市境川支所の新旧駐車場をお借りできる 

      こととなりました。競技場下の駐車場に駐車しきれない場合は、以下の注意事項を守り、 

      境川支所職員の方、近隣の住民の方、山梨車連の方にご迷惑をおかけしないよう十分注意して 

      利用ください。 

利用可能日    ： 2023年 3月 25日（土）、26日（日）  

利用可能駐車場 ： 笛吹市境川支所駐車場、及び旧支所駐車場 

               本ページに衛星写真で示した駐車エリア（それぞれ 40台及び 56台の駐車スペース） 

注意事項 

   ・白線内の駐車エリアのみを利用すること。（白線エリア外スペースへの駐車、及びその他利用禁止） 

   ・当日は支所職員、一般車両の駐車もあるので十分注意すること。 

    （26日は 16時より支所内で会議があり、出席者の車が出入りするので注意すること。） 

   ・駐車場周辺の路上駐車は厳禁。 

   ・駐車場内建物は休日のため鍵がかかっており出入りは禁止。（トイレの利用はできない。） 

   ・ゴミ等の持ち帰りを徹底し、撤収時に残留物等無いことをよく確認すること。 

 

以上 

https://jicf.info/

