
第 70 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 
2014年 8月 28日（木）～8月 31日（日）   

トラック競技：伊豆ベロドローム (周長 250m)  ロード競技：日本 CSC 5km サーキットコース 
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レースの結果はホームページでも公開しています。 http://www．remus．dti．ne．jp/ ～jicf/ 

Communique-1 

2014年 8月 15日 

大会総務委員長 井上武夫 

大会時呈について 

大会の時呈は以下のとおりとする。 

８月 28日 （木） 大会第１日目 

 Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

  10:00   ライセンス・コントロール＋ボディーナンバー配布   

  11:00   監督会議   

  12:00   開 会 式   

1 13:00 男子 スプリント 予選（21名） 

2   女子 スプリント 予選（９名） 

3 13:45 男子 タンデムスプリント 予選（14 チーム） 

4 14:40 女子 ３km インディヴィデュアルパーシュート 予選（６組 11名） 

5 15:15 男子 ４km インディヴィデュアルパーシュート 予選（10組 20名） 

6 16:25 女子 チームスプリント 予選（３組５チーム） 

7 16:40 男子 スプリント １／８決勝 

8 17:05 男子 ポイントレース（10 km） 予選（２組 25名） 

  17:40   競技終了予定   

          

８月 29日（金） 大会第２日目   

Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

9 8:00 男子 ケイリン 予選（４組 24名） 

10 8:30 女子 ポイントレース（20 km） 決勝（14名） 

11 9:15 男子 チームスプリント 予選（10組 19 チーム） 

12 10:05 男子 ４km チームパーシュート 予選（19 チーム） 

  12:15   表 彰 式（女子ポイントレース）   

      昼 食   

13 13:00 女子 500ｍ タイムトライアル 決勝（６組 11名） 

14 13:20 男子 １km タイムトライアル 決勝（17組 33名） 

  14:25   表 彰 式（1km・500m タイムトライアル）   

15 14:55 男子 タンデムスプリント １／４決勝 

16   女子 スプリント １／４決勝 

17   男子 スプリント １／４決勝 

18 15:40 男子 ケイリン 敗者復活戦（4組 16名） 

19 16:10 男子 ポイントレース（40 km） 決勝（16名） 

20 17:25 女子 チームスプリント ３～４位決定戦 

21   女子 チームスプリント 決勝 

  17:35   競技終了予定   
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Communique-1（続き） 

８月 30日（土） 大会第３日目 

 Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

22 8:00 男子 ケイリン １／２決勝 

23 8:15 男子 チームスプリント ３～４位決定戦 

24   男子 チームスプリント 決勝 

  8:25   表 彰 式（男子ポイントレース・チームスプリント）   

25 8:55 男子 タンデムスプリント ５～８位決定予選（2組） 

26 9:05 男子 タンデムスプリント １／２決勝【１】 

27   女子 スプリント １／２決勝【１】 

28   男子 スプリント １／２決勝【１】 

29 9:30 男子 タンデムスプリント １／２決勝【２】【３】 

30   女子 スプリント １／２決勝【２】【３】 

31   男子 スプリント １／２決勝【２】【３】 

32 10:05 女子 ３km インディヴィデュアルパーシュート ３～４位決定戦 

33   女子 ３km インディヴィデュアルパーシュート 決勝 

34 10:20 男子 ４km インディヴィデュアルパーシュート ３～４位決定戦 

35   男子 ４km インディヴィデュアルパーシュート 決勝 

36 10:35 男子 ケイリン ７～12位決定戦 

37   男子 ケイリン 決勝 

  10:50   表彰式（ケイリン・インディヴィデュアルパーシュート）   

38 11:20 男子 タンデムスプリント ７～８位決定戦 

39   男子 タンデムスプリント ５～６位決定戦 

40   女子 スプリント ５～８位決定戦 

41   男子 スプリント ５～８位決定戦 

42 11:40 男子 タンデムスプリント ３～４位決定戦【１】 

43   女子 スプリント ３～４位決定戦【１】 

44   男子 スプリント ３～４位決定戦【１】 

45 11:55 男子 タンデムスプリント 決勝【１】 

46   女子 スプリント 決勝【１】 

47   男子 スプリント 決勝【１】 

  12:10   昼 食   

48 12:45 男子 タンデムスプリント ３～４位決定戦【２】【３】 

49   女子 スプリント ３～４位決定戦【２】【３】 

50   男子 スプリント ３～４位決定戦【２】【３】 

51 13:10 男子 タンデムスプリント 決勝【２】【３】 

52   女子 スプリント 決勝【２】【３】 

53   男子 スプリント 決勝【２】【３】 

54 13:30 男子 ４km チームパーシュート ３～４位決定戦 

55   男子 ４km チームパーシュート 決勝 

  13:45   表彰式（スプリント・４km チームパーシュート）   

  14:25   競技終了予定   

  競技終了後   ロード監督会議   
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Communique-1（続き） 

８月 31日（日） 大会第４日目 

 Ｎo. 開始時間 区 分 種  目 ＲＯＵＮＤ 

56 8:00 男子 個人ロードレース 決勝（28周・140 km） 

57 8:01 女子 個人ロードレース 決勝（12周・60 km） 

  14:00   表 彰 式（ロードレース）・閉 会 式   
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Communique-2 

2014年 8月 15日 

大会総務委員長 井上武夫 

練習時間割について 

 8月28日（木）～8月30日(土)の練習時間は、グループ分けをして実施します。それ以外の時間帯は主催者

では借用をしておりません。大会主催者としては事故等において責任を負いかねます。 

 トラック競技の練習時間帯については、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、そのことを前提として了解した学校のみ、練習走行を認めることとします。 

 

8/28 (Thu) Group A Group B Group C Group D Group E Tandem 

開門 8:00 9:00 - 9:30 9:30 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 11:00 11:00 - 11:30 8:30 - 9:00 

8/29 (Fri) Group E Group D Group C Group B Group A Tandem 

開門 5:30 5:50 - 6:10 6:10 - 6:30 6:30 - 6:50 6:50 - 7:10 7:10 - 7:30 7:30 - 7:45 

8/30 (Sat) Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Tandem   

開門 5:30 6:15 - 6:35 6:35 - 6:55 6:55 - 7:15 7:15 - 7:35 7:35 - 7:50   

8/28 – 8/29  

Group A（44人） 日本、立命館、中京、東海、大阪経済、名古屋産業 

Group B（45人） 鹿屋体育、明治、京都産業、立教、大阪産業、八戸学院 

Group C（44人） 中央、早稲田、同志社、東京、関西、信州、北陸 

Group D（44人） 朝日、順天堂、環太平洋、東北学院、明星 

Group E（44人） 日本体育、法政、慶應義塾、富士、新潟、山梨学院、筑波 

Tandem 制限なし 

8/30  

Group 1（55人） 中央、早稲田、順天堂、同志社、東京、明星、北陸 

Group 2（56人） 日本、立命館、朝日、中京、東海、大阪経済、山梨学院、筑波 

Group 3（55人） 鹿屋体育、明治、京都産業、立教、大阪産業、八戸学院、東北学院、関西 

Group 4（55人） 日本体育、法政、慶応義塾、富士、新潟、名古屋産業、環太平洋、信州 

Tandem 制限なし 

 

 8 月 27 日（水）の前日練習時間は設定しません。前日練習を行う場合、参加者の自己責任で以下の通りに

練習の申請をしてください（半日 1,500 円/1 名）。 

申請方法 ： 伊豆ベロドローム メインエントランス事務所へ申請して使用料を支払ってください。 

連絡先電話 ： 0558-79-0004 

練習時間 ： 9 時 00 分～17 時 00 分（17 時退場は厳守してください） 

 

 

 

緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369） 
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Communique-3 

2014年 8月 15日 

大会総務委員長 井上武夫 

フィールド内およびフィールド外の選手待機場所について（1） 

 伊豆ベロドロームはフィールド内が狭く、すべての選手がフィールド内に待機することができません。選手の安全確保

や大会運営の都合上、以下の区域で待機してください。 

 フィールド内に指定された「各大学待機地域」（灰色部分） 

 フィールド外の外周（水色部分） 

 駐車場の指定された区域 

※ フィールド内の「各大学待機区域」の詳細は Communique-3 で、駐車場の指定された区域は

Communique-4で記載します。 

 タンデム置き場については、ホーム側裏の調整室（ホワイエ：黄緑部分）といたします。こちらについては特に学校

ごとの制限はいたしませんが、皆様のご協力の上、節度ある使用を心がけてください。なお、保管中の盗難や破損が

あった場合、主催者側では責任を負いません。 

 

 
緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369） 
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Communique-4 

2014年 8月 15日 

大会総務委員長 井上武夫 

フィールド内およびフィールド外の選手待機場所について（2） 

 フィールド内の各大学待機区域は、エントリー数（正選手のみ、男女合計）に応じ以下のように割り当てます。 

9名以上 

 

4.5×5.0(22.5㎡) 日本、順天堂、中央、法政、明治、早稲田、東海、中京 

日本体育、朝日、鹿屋体育 

4名～8名 3.5×4.5(15.75㎡) 富士、東北学院、慶応義塾、東京、立教、新潟 

京都産業、同志社、立命館、大阪経済、大阪産業、環太平洋 

男子 3名 3.5×4.5(15.75㎡) 関西、名古屋産業の２校で１マスを共用 

男子2名以下 3.5×4.5(15.75㎡) 山梨学院、信州、筑波、北陸の 4校で１マスを共用 

女子2名以下 3.0×4.5(13.5㎡) 八戸学院、明星の 2校で１マスを共用 

 すべてのトラック競技が終了した大学からスペースが消失します。 

 消失した大学のスペースは他の大学が使用してもかまいませんが、特定の大学だけで占拠する事のない

よう、譲り合いの精神でお願いします。 

 表彰台の後方は、賞典関係（賞状やメダル、花束など）を置くスペースとして使用します。 

 区域内に入らないで選手や付き添いがベロドローム内で待機をする場合は、スタンドで待機するようにしてください。 

 選手の待機所は H/B スロープ真下に椅子を設置します。自分の組の直前になったらその場所に待機し、すぐに出

走できるようにして下さい。 

 男子の更衣室は「Room5」、女子の更衣室は「Room6」です。1～2 コーナーのスロープを下りて左側にあります。

なお、隣接するシャワー室の使用は禁止とします。 

 

（フィールド内拡大図） 
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Communique-4（続き） 

 

 
 

 

緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369） 
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Communique-5 

2014年 8月 15日 

大会総務委員長 井上武夫 

フィールド内およびフィールド外の選手待機場所について（3） 

 本大会中は、以下の太枠内のスペースに選手待機用のテント設置およびローラー練習を許可します。とくに大学ご

との区域は制限しませんが、使用状況は随時チェックします。 

 駐車場は一般の方も使用します。テントの設置中は飛ばされないよう固定し、ごみが散らからないように注意してく

ださい。 

 天候の急変によりテントが吹き飛ぶ恐れがあるため、設置したテントは布部分を必ず外して脚をたたんで帰るようにし

てください。遵守できない大学にはペナルティを課します。 

 一般客の安全確保のため、駐車場内でのロード練習は禁止します。 

 

 
 

緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369） 
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Communique-6 

2014年 8月 15日 

大会総務委員長 井上武夫 

6-1. レース出場選手の大会運営への協力義務について 

 次の走者は、前のレースの終了時点までに、選手待機所で待機して下さい。 

 本件に関しての放送・アナウンスは行いませんので、レースの進捗には充分注意をして下さい。尚、他の選手と同時

にスタート位置に付けない選手のスタートを認めないことがあります。 

 また、出走の 15 分前までに必ずバイクチェックを済ませて下さい。15 分を過ぎても未了の場合はレースから除外す

ることがあります。 

 

6-2. 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。会場内でゴミのポイ捨てが発覚した場合には、3,000 円/件

のペナルティーを課します。 

 ロード競技においては補給区間においてのみ、ボトル，食料，包装紙等を道路上に置くことができます。周辺のチ

ームスタッフは、互いにその回収に協力してください。競技中に、上記区間外でのボトル，食料，包装紙などを、廃

棄した競技者には、3,000円/件のペナルティーを課します。 

 

6-3. 開会式および部旗等の持参について 

 開会式ではプラカードを主催者で用意しますので、プラカードの後方に整列してください。 

 部旗を持っている大学は、各校で大会事務局まで持参してください。校歌の CD（又はテープ）もご用意ください。

（表彰式に使用します） 

 前年度の総合優勝校（鹿屋体育大学）は、前回の優勝杯と優勝旗(男子のみ)を忘れずに持参してください。 

 

6-4. 監督会議について 

 トラック競技は8/28（木）午前11時00分より、ロードは/30（土）トラック競技終了後に、伊豆ベロドローム：

フィールド内で監督会議を行ないます。各校の監督及び代表者は出席してください。 

 

6-5. ロード競技会場（日本サイクルスポーツセンター 5kmサーキット）への入場について 

 正面ゲートより入場する際に、受付でボディーナンバーと一緒に配布する「通行証」を、係員へ提出してください。 

 入場時間は 6時 45分からとします。 

 再入場が必要な場合は「再入場証」を提示してください。 

 チーム関係者（監督、コーチや応援など）用として、「割引証」（￥820→￥520）を発行するので、受付時に必

要な旨を申し出てください。 

 

  

http://www.remus.dti.ne.jp/%20～jicf/


第 70 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 
2014年 8月 28日（木）～8月 31日（日）   

トラック競技：伊豆ベロドローム (周長 250m)  ロード競技：日本 CSC 5km サーキットコース 

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 / 運営協力：東京都自転車競技連盟 静岡県自転車競技連盟 

協 賛：(公財)JKA   （公財）日本自転車競技会  (社)全国競輪施行者協議会  （一社）日本競輪選手会    

株式会社パールイズミ  ブリヂストンサイクル株式会社  セイコータイムシステムズ株式会社  株式会社日直商会 

  
レースの結果はホームページでも公開しています。 http://www．remus．dti．ne．jp/ ～jicf/ 

Communique-6（続き） 

 

6-6. 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、特設ホームページを準備し、リザルト（競技結果）を随

時試合中に配信します。応援に来られる OB やご家族、友人の皆様にお知らせください。 

 特設ホームページ URL ： http://heckham23.sakura.ne.jp/inkare70/  

 メニューの「大会日程」から「各日程の結果」でリザルトを掲載します。 

 この特設ホームページは観客向けの情報発信を目的にしているため、選手向けの情報（コミュニケなど）

は掲載しません。 

 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。ホーム側/バック側ス

タンドの後方にもリザルトを掲示しますので、そちらもご参照ください。 

 

 

緊急連絡先：学連携帯（080-4176-2369） 
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