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Communiqué. No.01 
平成 24 年 8 月 15 日 

総務委員長 古川 利勝 

大会本部連絡先（学連事務局携帯） 080-4159-2712・・・大会期間中 

 

1. 練習時間割について 

8 月 29 日（水）～9 月 1 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。 

 

 

 根占自転車 

競技場 開門時間 
Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ 制限なし 

29 日 
午前 9 時より開門 

AM は一般開放 
13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 

12:00～13:00 

16:00～17:00 

30 日 7:30 10:15～11:00 8:45～9:30 9:30～10:15 8:00～8:45 

31 日 5:30 7:00～7:30 7:30～8:00 6:30～7:00 無 し 

1 日 5:30 6:30～7:00 7:00～7:30 7:30～8:00 無 し 

 

 

練習グループ表  

 
     

A グループ B グループ C グループ 

      

鹿屋体育大学 朝日大学 日本体育大学 

中央大学 日本大学 法政大学 

東北学院大学 明治大学 順天堂大学 

慶應義塾大学 東海大学 同志社大学 

東京大学 早稲田大学 立命館大学 

立教大学 中京大学 京都産業大学 

北陸大学 徳島大学 大阪経済大学 

名古屋産業大学 信州大学 関西大学 

環太平洋大学 松本大学 二松学舎大学 

   

 

指定グループ以外の大学が指定以外の時間帯に練習走行をして発覚した場合、当該大学に\3,000-のペナル 

ティーを課し、それ以降の練習資格を剥奪しますので、各校で秩序ある練習をする様お願いします。 
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2. 参加校受付について 

参加校受付は、30 日(木)の 10 時 00 分～10 時 45 分の間、鹿児島県根占自転車競技場内.受付で行ないま

すので競技者ライセンスとユニフォームを持ってお越しください。 

ロード競技のみに参加する選手については、トラック競技終了後9月1日（土）根占自転車競技場内大会受付

にて 15 時頃から 30 分受付けします。 

 

3.監督会議について 

   トラック競技は 8 月 30 日（木）11 時より、ロード競技は 9 月 1 日（土）15 時半から根占自転車競技場管理棟前 

   で行いますので、各校の監督並びに代表者は出席して下さい。 

 

４．鹿児島県根占自転車競技場での注意点 

大会期間中、インフィールドへの出入りは走路バックの選手入退場口のみとします。走路を横切る場合は十

分に注意して下さい。 

 

インフィールド内で声を出しての応援は禁止とします。 

 

大会期間中、女子選手の更衣室を管理棟１階に設営しますので利用して下さい。 

 

５. チーム車の駐車場について 
トラック競技期間中の車両について、鹿児島県根占自転車競技場駐車場に各校 1 台のみ駐車を認めます。 

ライセンス・コントロール＋ゼッケン配布の際に合わせて配布する「駐車許可証」を、入構時，駐車時は必ず 

見える位置に提示すること。但し、18 時 30 分以降は駐車禁止となりますので、それまでには必ず車の移動 

をして下さい。大会期間中の継続駐車は認めません。 

   ＊２台目以降については追って連絡します。 

    

なお路上駐車は、地域の関係者等に大変迷惑をきたしますので、絶対に駐車しないでください。  

こうした迷惑駐車が発覚した場合には、該当チームへ 3,000 円/件のペナルティーを課します。 

 

６. 自転車の保管について 

タンデム自転車については、29 日午後より、鹿児島県根占自転車競技場の管理建物にて預かります。紛

失、故障、盗難等 主催者、施設側は一切責任を負いません。他の自転車については、保管をすることは

できません。 

 

7. 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。また、競技終了後移動中にゴミをコンビニなどのゴミ箱に捨てな

いで下さい。 

ロード競技においては補給区間および指定された区間においてのみ、ボトル，食料，包装紙等を道路 

上に落とすことができます。周辺のチーム役員は、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、3000 円/件のペナルティーを課します。 
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８.部旗等の持参について 

開会式にて入場行進があります。プラカードは主催者で用意します。 

部旗を持っている学校は、持参してください（表彰式にも使用します）。 なお、前年度の総合優勝校 

（男子：日本大学、女子：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。 

優勝(種目別・総合とも)を予定している大学は、校歌の CD（又はテープ）もご用意ください。 

ゼッケンを付けるさいに安全ピンが必要ですので各自で用意してください。またロード競技に

出場 

する選手はフレーム・プレートをつける結束バンドを大会本部では用意しませんので、各自で

用意 

してください。 

    

9. 大会の模様を全国にネット配信の予定です。 

  ＮＴＴ、鹿児島大学、鹿屋体育大学の協力で実施します。インタビュー等受ける場合はご協力ください。 

 

１0.インカレ前のロードコース練習について地元警察から鹿児島県自転車競技連盟に以下の指

導が入っています。十分に注意して下さい。 

  ①２列並走はしない。②１列で走る場合も長い列で走らない。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

その他連絡事項 

１．先般、各大学宛にトラック競技場で使用する有料テントのご案内を郵送しました。締切日が 8 月 17 日（金）となっ

ていますが期限を 25 日（金）まで延長します。先日お送りした有料テント申込書を確認ください。ＦＡＸで申し込めま

す。競技場が高台にあり風雨などの影響を受けやすく、自前のテントより強度に優れています。また、遠方より荷

物を運ぶ負担を考慮し、鹿児島県自転車競技連盟が設営会社に交渉、サービスを提供しています。 

 

２．以前、大阪（大阪南港）～鹿児島（志布志港）のフェリーのご案内をしておりますが、競技関係者以外（家族、大学

Ｏ Ｂ ・ Ｏ Ｇ 、 取 材 の 方 ） に も 適 用 さ れ ま す 。 問 い 合 わ せ 先 を 以 下 に 記 載 し ま す の で ご 利 用 く だ さ い 。          

問い合わせ先：（株）フェリーさんふらわあ 志布志支店 099-473-0651（渡邉さん・宮田さん） 

 

３．地元企業に協力を得て各大学にミネラルウォーター（20ℓ・正登録４人に１箱）と氷を提供いただきます。氷は飲

料用ではありませんが氷を入れるクーラーボックス等は各大学でご用意ください。 

	 

                                                               以上 

 

 

 

 

 

 

 


