
平成２６年年度度（２０１４年年） 　⽇日本学⽣生⾃自転⾞車車競技連盟 　事業実施計画案（Ver１.8） 2014.01.19b.

⽉月 ⽇日 曜 　⽇日 ⼤大 　 　会 　 　名 　 　等 区分 種別 当番校・主管 学⽣生委員（準備） 学⽣生委員（現場） 会 　 　場 　 　等
学連主催選⼿手権⼤大会等
全⽇日本学⽣生ロードレース・カップ・シリーズ
全⽇日本学⽣生トラックレース・シリーズ
JCF主催⼤大会で学連推薦参加がある、もしくは学連登録選⼿手の参加可能性が⾼高い⼤大会
その他の⼤大会
会議等

2014年年
1 12 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第11戦・埼⽟玉クリテリウム⾏行行⽥田第2ラウンド 主催 ロード 埼⽟玉⾞車車連 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
1 19 ⽇日 第四回理理事会 会議 東京地区
2 1-‐‑‒2 UCI世界選⼿手権シクロクロス CX オランダ
1 24 ⾦金金 JAPAN  TRACK  CUPS  1 JCF トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
1 25-‐‑‒26 ⼟土・⽇日 JAPAN  TRACK  CUPS  2 JCF トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
1 26 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第12戦・埼⽟玉クリテリウム⾏行行⽥田第3ラウンド 主催 ロード 埼⽟玉⾞車車連 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
2 16 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS最終戦・第⼋八回明治神宮外苑⼤大学クリテリウム 主催 ロード 東京都・明治神宮外苑
2 23 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCSオープン戦・埼⽟玉クリテリウム⾏行行⽥田第４ラウンド 主催 ロード 埼⽟玉⾞車車連 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
3 6-‐‑‒25 スペイン合宿派遣事業（仮称） 派遣
3 9 ⽇日 第⼆二回評議員会/第五回理理事会 会議 東京地区
3 15 ⼟土 チームアテンダント講習会 後援 会議 JBCF 東京地区・未定
3 16 ⽇日 ３級審判講習会 会議 審判委員会 東京地区・未定
3 21-‐‑‒22 ⾦金金・⼟土 2級審判講習会 後援 会議 東京⾞車車連 東京地区・未定
3 XX ⽇日 ⼤大会要項・競技規則変更更点説明会 会議 審判委員会 東京地区・未定
平成２６年年度度
4 5 ⼟土 全⽇日本学⽣生TRS第１戦 主催 トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
4 6 ⽇日 チャレンジ・サイクル・ロードレース ロード JCF 静岡県：⽇日本ＣＳＣ
X XX ⽇日 全⽇日本選⼿手権トライアル⼤大会 トライアル JCF
4 12-‐‑‒13 ⼟土･⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第1戦 　菜の花飯⼭山ラウンド(ヒルクライム＋クリテリウム) 主催 ロード 飯⼭山実⾏行行委員会 ⻑⾧長野県飯⼭山市
4 19-‐‑‒20 ⼟土･⽇日 全⽇日本選⼿手権トラック/全⽇日本パラサイクリング・トラック選⼿手権 トラック JCF 泉崎国際サイクルスタジアム
4 xx 競技規則・⼤大会要項説明会,3級審判講習会（⻄西⽇日本） 主催 会議 ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本地区
4 26 ⼟土 第16回 　全⽇日本学⽣生選⼿手権クリテリウム⼤大会 主催 ロード ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本学連 滋賀県東近江市ふれあい公園
5 3-‐‑‒4 ⼟土・⽇日 第34回 　⻄西⽇日本学⽣生選⼿手権トラック⾃自転⾞車車競技⼤大会 主催 トラック ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本学連 ⻄西⽇日本地区
5 10-‐‑‒11 ⼟土・⽇日 第54回 　東⽇日本学⽣生選⼿手権トラック⾃自転⾞車車競技⼤大会 主催 トラック 中央＋東学 福島県 　泉崎国際サイクルスタジアム
5 17 ⼟土 全⽇日本学⽣生TRS第2戦 主催 トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
5 17-‐‑‒18 ⼟土・⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第2戦 　第15回修善寺オープンロード+⼥女女⼦子オープンロード 主催 ロード ⽇日本⼤大学 静岡県：⽇日本ＣＳＣ  5kmサーキット
5 18-‐‑‒25 第１6回ツアー・オブ・ジャパン 　ME2.1 ロード ⼤大阪ー東京
5 22-‐‑‒26 アジア選⼿手権 　トラックレース トラック カザクフスタン
5 24 ⼟土 第53回 　全⽇日本学⽣生選⼿手権  チーム・ロード・タイムトライアル⼤大会 主催 ロード 慶應＋⽇日体⼤大 未定
5 25 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第3戦  第24回全⽇日本学⽣生個⼈人ロードTT⾃自転⾞車車競技⼤大会 主催 ロード 慶應＋⽇日体⼤大 未定
5 29-‐‑‒6/1 アジア選⼿手権 　ロードレース ロード カザクフスタン
x XX ⼟土･⽇日 2days  race  in  ⽊木祖村 後援 ロード ⽊木祖村実⾏行行委員会 ⻑⾧長野県⽊木曽郡⽊木祖村奥⽊木曽湖周回コース
5 29-‐‑‒6/1 ツール・ド・熊野 　ME2.2 ロード 和歌⼭山県

6 12-‐‑‒15 アジア選⼿手権 　パラサイクリング パラ マレーシア・クアラルンプール
6 7-‐‑‒8 ⼟土・⽇日 第30回 　全⽇日本学⽣生選⼿手権個⼈人ロードレース⼤大会 主催 ロード ⽴立立教 ⻑⾧長野県⽊木曽郡⽊木祖村奥⽊木曽湖周回コース
6 22 ⽇日 第⼀一回評議員会/第⼀一回理理事会 会議 東京築
6 27 ⾦金金 全⽇日本選⼿手権個⼈人タイムトライアルロードレース ロード JCF 岩⼿手県⼋八幡平市
6 28-‐‑‒29 ⼟土･⽇日 全⽇日本選⼿手権ロードレース ロード JCF 岩⼿手県⼋八幡平市
7 4-‐‑‒7 ワールドグランプリトラック国際⼤大会（予定） トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
7 ５−６ ⼟土･⽇日 第55回 　全⽇日本学⽣生選⼿手権トラック⾃自転⾞車車競技⼤大会 主催 トラック 東⼤大＋順天堂 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
7 5-‐‑‒6 ⼟土･⽇日 全⽇日本選⼿手権BMX BMX JCF 茨城県
7 9-‐‑‒13 世界⼤大学選⼿手権 ロード・MTB ポーランド
7 11-‐‑‒13 ⾦金金〜～⽇日 トラックジャパンカップ2014-‐‑‒1+2 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
7 13 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第4戦 　⼤大町美⿇麻ロードレース 主催 ロード ⼤大町実⾏行行委員会 ⻑⾧長野県⼤大町市美⿇麻地区
7 20 ⽇日 全⽇日本学⽣生TRS第3戦(記録会） 主催 トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
7 19-‐‑‒20 全⽇日本マウンテンバイク選⼿手権 MTB
7 22-‐‑‒27 BMX世界選⼿手権 BMX UCI オランダ
7 26-‐‑‒27 ⼟土･⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第5戦 　お台場サイクルフェスティバル湾岸クリテリウム 主催 ロード 学連 参加校 参加校 東京都江東区⻘青海
8 5-‐‑‒9 インターハイ ⼭山梨梨県笛吹市
8 2-‐‑‒3 ⼟土･⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第6戦・⽩白⾺馬クリテリウムラウンド 主催 ロード ⽩白⾺馬実⾏行行委員会 ⻑⾧長野県・⽩白⾺馬町特設サーキット
8 5-‐‑‒10 ジュニアトラック世界選⼿手権 トラック 韓国
8 9-‐‑‒10 第50回⻄西⽇日本⼤大学対抗⾃自転⾞車車競技⼤大会 後援 トラック 未定
8 16-‐‑‒17 ⼟土･⽇日 JOCトラック トラック JCF 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
8 23 ⼟土 UCIサイクルサッカー・ワールドカップ UCI ⼤大分県別府市 　別府国際コンベンションセンター
8 24 ⽇日 ACCアジア室内⾃自転⾞車車競技選⼿手権 ACC ⼤大分県別府市 　別府国際コンベンションセンター
8 24-‐‑‒26 都道府県対抗 和歌⼭山県
8 28-‐‑‒9/1 UCI世界選⼿手権パラサイクリング・ロード PARA UCI アメリカ
8 28-‐‑‒31 ⽊木〜～⽇日 ⽂文部科学⼤大⾂臣杯 　第70回 　全⽇日本⼤大学対抗選⼿手権⾃自転⾞車車競技⼤大会 主催 T＆R 早稲⽥田＋⿅鹿鹿屋 静岡県伊⾖豆市 　⽇日本CSC
8 30 ⼟土 第⼆二回理理事会 会議 静岡県伊⾖豆市 　⽇日本CSC
9 2-‐‑‒7 MTB・トライアル世界選⼿手権 MTB UCI ノルウェイ
9 3-‐‑‒17 欧州遠征事業 ロード -‐‑‒ 欧州(ベルギー＆オランダ)
9 5-‐‑‒7 全⽇日本ステージレースinいわて ロード 岩⼿手県 　⼋八幡平
9 6-‐‑‒7 ⼟土・⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第7戦・レモンアイランドレースしまなみ海道瀬⼾戸内いくちじまラウンド 主催 ロード 総務企画員会 広島県尾道市瀬⼾戸⽥田・⽣生⼝口島
9 13-‐‑‒15 ツールド北北海道2011 　ME2.2 推薦 ロード 北北海道（道東）
9 14 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第8戦・⼭山形村ヒルクライムラウンド 　 主催 ロード ⼭山形村実⾏行行委員会 東京⼯工業 京都/名古屋産業 ⻑⾧長野県⼭山形村
9 20-‐‑‒21 ⼟土・⽇日 全⽇日本学⽣生TRS第４戦(オムニアム） 福島県 　泉崎国際サイクルスタジアム
9 19-‐‑‒10/2 アジア競技⼤大会 R&T ACC 韓国・仁川

全⽇日本学⽣生室内⾃自転⾞車車競技選⼿手権⼤大会 インドア
9 20-‐‑‒28 世界選⼿手権ロードレース・ロード  タイムトライアル ロード UCI スペイン
10 5 ⽇日 第50回 　全⽇日本学⽣生⾃自転⾞車車競技トラック新⼈人戦・⻄西⽇日本⼤大会 主催 トラック ⻄西⽇日本 ⻄西⽇日本 ⻄西⽇日本 旧びわこ競輪輪場
10 5 ⽇日 第50回 　全⽇日本学⽣生⾃自転⾞車車競技トラック新⼈人戦・東⽇日本⼤大会 主催 トラック 明治+法政 ⼭山梨梨県笛吹市：境川⾃自転⾞車車競技場
10 13-‐‑‒17 国⺠民体育⼤大会 R/T ⻑⾧長崎県 　壱岐島・佐世保競輪輪場
10 18-‐‑‒24 アジアパラ競技⼤大会 R&T ACC/APC 韓国・仁川
10 18-‐‑‒19 ⽇日 ジャパンカップサイクルロードレース  ME1.H UCI ロード 宇都宮

さいたまクリテリウム  by  Tour  de  France 推薦 ロード 埼⽟玉県さいたま市
10 25 ⼟土 全⽇日本学⽣生TRS第5戦(東京都選⼿手権併催） 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
11 8-‐‑‒9 第20回⽇日韓対抗学⽣生⾃自転⾞車車競技⼤大会 共催 トラック ⾼高体連 ⽇日本/関⻄西地区
11 9 ⽇日 ツール・ド・おきなわ ロード

第28回東京六六⼤大学⾃自転⾞車車競技⼤大会 後援 トラック
11 16 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第9戦・浮城の町⾏行行⽥田クリテリウムラウンド 主催 ロード 総務企画員会 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
11 21-‐‑‒23 UCI世界選⼿手権インドアサイクリング UCI チェコ
11 22-‐‑‒23 ⼟土・⽇日 全⽇日本オムニアム・全⽇日本マスターズ トラック JCF 静岡県：⽇日本ＣＳＣ    250m屋内トラック
11 29 ⼟土 第三回理理事会 会議 東京渋⾕谷・岸記念念体育会館
12 7 ⽇日 全⽇日本学⽣生TRS第6戦 主催 トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ  250mトラック
12 6-‐‑‒7 ⽇日 全⽇日本選⼿手権インドアサイクリング インドア JCF
12 14 ⽇日 全⽇日本シクロクロス選⼿手権 CX JCF
12 14 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第10戦・埼⽟玉クリテリウム⾏行行⽥田第1ラウンド 主催 ロード 埼⽟玉⾞車車連 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
2015年年
1 11 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第11戦・埼⽟玉クリテリウム⾏行行⽥田第2ラウンド 主催 ロード 埼⽟玉⾞車車連 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
1 17 ⼟土 第四回理理事会 会議 東京地区
1 18 ⽇日 全⽇日本学⽣生TRS最終戦 主催 トラック 静岡県：⽇日本ＣＳＣ  250mトラック
1 25 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS第12戦・埼⽟玉クリテリウム⾏行行⽥田第3ラウンド 主催 ロード 埼⽟玉⾞車車連 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
2 15or22 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCS最終戦・第九回明治神宮外苑⼤大学クリテリウム 主催 ロード 東京都・明治神宮外苑
2 22or3/1 ⽇日 全⽇日本学⽣生RCSオープン戦・埼⽟玉クリテリウム⾏行行⽥田第４ラウンド 主催 ロード 埼⽟玉⾞車車連 埼⽟玉県⾏行行⽥田市
3 1-‐‑‒31 スペイン合宿派遣事業（仮称） 派遣
3 15 ⽇日 第⼆二回評議員会/第五回理理事会 会議 東京地区
3 28-‐‑‒29 ⼟土・⽇日 ２・３級審判講習会、⼤大会要項・競技規則変更更点説明会 会議 審判委員会 東京地区・未定

※「主催」と表⽰示のあるものが本連盟主催事業です。開催地・⽇日程は事情により変更更となる可能性があります。
※後援・共催事業・本連盟推薦出場者のある⼤大会、本連盟登記選⼿手の参加可能性の⾼高い他連盟主催⼤大会を段違い・細字で参考表⽰示してあります。⽇日程・開催地は変更更になることもありますので、主催者にご確認ください。

凡例例：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、 ⽇日本学⽣生⾃自転⾞車車競技連盟


