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日本学生自転車競技連盟において表記大会のロードレースに参加する選手を募集・選考する。 

下記WUC大会概要の参加資格を満たす学生(卒業生)選手であれば、日本学生自転車競技連盟登記選手で

あるか否かは問わず、本連盟主催の第 30回全日本学生選手権個人ロード(平成 26年 6月 7日・8日：長

野県木祖村) を選考大会とし、この選考大会への参加を認める。 

 

○WUC大会概要 http://www.cycling2014.com/ 

場所 ポーランド Jelenia Gora(イェレニャ・グラ)＝Wroclaw(ヴロツワフ)空港から 115km 

種目 ロード ITT(男女）・ロードレース（男女）・MTB ITT・MTB XCO（男女） 

期日 2014年 7月 9日～7月 13日 

大会スケジュール 

9. July (Wednesday) - the opening ceremony, road race individual time trial 

       10. July (Thursday)   - road race - separately for men and women 

 11. July (Friday)      - day off rest, the official training, XCO race for VIP 

 12. July (Saturday)   - MTB race (XCO)- individual time trial  

13 July (Sunday)     - MTB race (XCO) - mass start separately for men and women,  

-championship closing ceremony 

WUC 参加資格  

Ⅰ、Participation due to FISU Regulations  

―Who can participate in World University Cycling Championship: 

 a. students who are currently officially registered as proceeding towards a degree or diploma at a 

university or similar institute whose status is recognised by the appropriate national academic 

authority of their country, 

 b. former students od the institutions mentioned in a) who have obtained their academic degree or 

diploma in the year preceding the event. 

 Ⅰ、WUCへの参加資格は FISUの規定による： 

a.当該国において公式に認定されている大学又はそれに類する機関において学位・卒業証書取得のため

在籍している学生であること。 

b、その年の大会前に aに記されている機関に在籍し、学位・卒業証書を取得した者。 

Ⅱ、All competitors must satisfy the following conditions: 

 a. be a national of the country they represent, 

 b. be at least 17 and less than 28 years of age on January 1st in the year of the event. 

 c. every cyclist must have a valid UCI international amateur licence, valid for the year of the 

Championship and issued by his National federation which is affiliated with UCI. 



Ⅱ、全ての競技者は以下の条件を満たす必要がある。 

a.国の代表であること。 

b.大会開催年の１月１日現在 17歳以上 28歳未満であること 

c.自転車競技者は大会開催年に有効な UCI 認定国内連盟が発行する UCI 国際アマチュアライセンスを保

持していること。 

 

○WUC参加費用 

参加自己負担金 15~20万円程度の見込みである。(本連盟登記選手には本連盟負担により軽減がある。) 

 

○応募 

1．参加を希望する選手は、所定の様式に加え英文在学証明の写しを添付して、jicf@remus.dti.ne.jp本

連盟事務局宛て電子メールにより申し込むこと。（電子メールの到着を以て参加申込の正式受領とするが、

念のため同一内容を郵送もしくはファクシミリにて本連盟事務局に送付する事。）申込書式はJICF ウェ

ブサイトより入手できる。 

2.申込期限は、5月20日（火）必着とする。 

3.本連盟が主催する第30回全日本学生選手権個人ロードを選考大会とするため同時に参加申込すること。 

選考大会への参加申込の詳細は本連盟ホームページ http://www.remus.dti.ne.jp/~jicf/jicfrc.html に掲載

される。 

 

○選考 

期日までに応募があった選手のうち、選考大会上位より 4名を選考する。 

 

○WUCコースプロフィール 

 

 

 

 

 

 



英文在学（卒業証明）について 
 
①：氏 名 ― 姓・名の順で、パスポート標記と同じく記載すること。 
②：性 別 ― 男性はＭ、女性はＦを○で囲むこと。 
③：誕生日 ― 日、月、西暦年 の順に記載（例：１３/０１/１９９３） 
④：パスポート番号 ― パスポートを確認し、記載すること。 
⑤：大学名 ― 大学によって英語標記が異なるので、必ず大学事務局に確認してから 
⑥：学部名   記載すること 
⑦：学 年 ― 2014年 7月 9日現在の学年を記載。卒業生については、記載なし。 
⑧：学科名   
⑨：卒業日 ― 卒業した選手のみ記載。日、月、西暦年 （例：２３/０３/２０１４）の順に記載すること。

大学により卒業日が異なるので大学事務局で確認 
すること。 

⑩：本人氏名― パスポートを確認し、フルネームを記入してください。 
⑪：大学関係者名 ― 大学関係者（学長、学部長、担当教授、助教授、講師）の名前を記載すること。 
⑫：大学関係者役職名 
⑬：サイン ― 大学関係者として名前を記入した方のサインを記載すること。 
⑭：日付 ― サインをした日 
⑮：印 ― 大学印、学長印、学部長印のいずれかを押印すること。 

 


