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Communiqué. No.06 
⼤大会チーフコミッセール 松倉 信裕 

ロード競技注意事項 
１．監督会議ならびにロードのみ参加校受付 下記の通り開催します。 
９⽉月３⽇日（⼟土） 美⿇麻トレーニングセンター ⼤大町市美⿇麻 11690-1 にて 
19：30-19：50 ロードのみ参加校受付 
  ライセンス、ジャージ持参のこと。選⼿手本⼈人以外の代理者でも可。ゼッケン等を発給します。 
20:00-20：30 ロードレース監督会議（ロード出場校全てが対象） 
  監督等、各ーム代表者１名以上参加のこと。補給所⽤用 ID を発給します。 
※コミュニケ２号で、ロード参加校受付を「もくじき荘」とご案内しましたが、上記の通り訂正します。 
２．チーム役員リストの提出 監督会議終了時に、チーム役員リストを提出のこと。 

３．サイン・バイクチェック サインシートの署名は、スタートライン近傍に於いて、⼥女女⼦子 7:15
~7:45、男⼦子 9:15~9:45 に⾏行行う。⾛走る姿（ユニフォーム・ヘルメット着⽤用、⾃自転⾞車車持参）で参集の事。 

４．スタート 下りの⼀一定区間迄はパレード⾛走⾏行行とし、正式スタートは審判⾞車車の合図によります。 

５．飲⾷食料補給 男⼦子：３周回⽬目完了時（スタート後約 37Km)から 12 周回⽬目完了時(スタート後約
151Km)、 ⼥女女⼦子：2周回⽬目完了時（スタート後約 25Km)から 3周回⽬目完了時(スタート後約 37Km) 
迄、フィニッシュ地点⼿手前の指定補給区間にて左側からのみ認めます。補給区間の開始・終了地点は
当⽇日現場にて表⽰示します。補給区間に⽴立立ち⼊入ることができるのは、チーム役員リストに記載され、か
つ ID カードを着⽤用した各校４名までの者に限ります。 

６．ゴミ 補給区間の前後においてチーム役員が拾う場合のみ、空ボトル・包装物等を地⾯面に落とすこ
とができる。それ以外の場所におけるゴミのポイ捨てには１回 3,000 円のペナルティーを科す。 

７.共通器材⾞車車   

 ニュートラルサーヴィスは、四輪⾞車車２台で⾏行行う。共通器材⾞車車⽤用のホイールは主催者にて⽤用意するが、
⾃自分の⽤用意した⾞車車輪を共通器材⾞車車に載せることを希望する学校は、状況により他の競技者により使⽤用
されることがあり得ること、共通器材⾞車車に載せられた⾞車車輪が供出者本⼈人に必ずしも渡ることは保証さ
れないことを了承のうえ、チーム名を明記し、スタート３０分前までに、サインシート台付近まで持
参のこと。 

８.チームによる器材の交換  事前に登録したチーム役員のみにより、補給ゾーン⼿手前に指定したエリ
ア内でのみ認める。器材の交換は、左側に停⾞車車して⾏行行うこと。 

９．制限時間 レース・フィニッシュにおいて先頭から１０分遅れの選⼿手は失格とする。レース途中にお
いては、先頭からの遅れが 10 分未満であっても、コミッセールが 10 分以内で完⾛走不可能と判断した
選⼿手は失格とする。失格となった選⼿手は、安全な場所で⼀一旦停⽌止し、腰ゼッケンを⾃自分ではずして⾃自
⼒力力で戻ることを原則とする。コースの逆⾛走は認められない。フレームプレートはレース終了まで外し
てはならない。⾃自ら途中棄権した競技者は、フィニッシュ地点の審判員に棄権したことを申告のこと。 

10．表彰式 帽⼦子，ヘアバンド，サングラスの着⽤用，サンダル履きは認められない。 

11.その他 ボディーナンバー，フレームプレートは⼤大会終了後に⼤大会本部まで返却すること。ボディー
ナンバー，フレームプレートの紛失、⼜又は⼤大会終了⽇日に返却できなかった者にはペナルティーを課す。 
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＜救急病院　連絡先＞
『市立大町総合病院』
〒398-0002
長野県大町市大町3130
TEL：0261-22-0415
http://www.city.omachi.
nagano.jp/hospital/

①選手・関係者駐車場
②大会受付
③検車・サインチェック
④審判・大会本部
⑤救護室
⑥アンチドーピング検査室
      （雨天時は美麻支所に変更）
⑦閉会式会場
⑧美麻支所
      （雨天時閉会式会場,S/F地点より約2km）
⑨トイレ，更衣室
⑩コミュニケボード，
 　アンチドーピング検査対象者掲示
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※「南側⼭山岳賞」の設定はありません。 
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