
1. 主　催 長野県自転車競技連盟

2. 共　催 長野県 長野県教育委員会 公益財団法人長野県体育協会
松本市 松本市教育委員会 一般財団法人松本体育協会

3. 大会役員 名誉会長 阿部　守一
大会会長 耳塚　喜門
大会副会長 小峰　烈 福島　晋一
顧　　問 垣内　基良 堀場　秀孝 原山　隆一 林  　泰章

小坂　壮太郎 児玉　幹夫 萩原　清 矢島　富士雄
参　　与 角田　道夫 菅沼　尚 内山　充栄 丸山　隆義

小林　和彦 下沢　順一郎 中川　宏昌 本郷　一彦
百瀬　智之 両角　友成 菅谷　昭 藤本　龍郎
上條　訓靖

大会委員長 淺香　英二
大会副委員長 熊谷　秀男
委　　員 小林　秀一 奥原　進治 宮﨑　岳人 藤森　信行

三澤　茂幸 松島　賢治 大石　一夫 伊藤　清朗
山岸　英治

4. 競技役員 総務委員長 奥原　進治
副総務委員長 熊谷　秀男
総務委員 田中比呂喜
競技委員長 奥原　進治
副競技委員長 田中比呂喜
競技委員 上田　剛史
審判委員長 小林　秀一
副審判委員長 三澤　茂幸 藤森　信行 伊藤　清朗 
審判委員 堀米　弘孝

5. 実施期日 平成２９年６月３日（土） ～ ４日（日）

6. 実施会場 松本市美鈴湖自転車競技場
　松本市三才山１８３０（旧浅間国際スケートセンター）

　第72回　国民体育大会　
　　　　　　　　　自転車競技会　トラックレース　長野県予選会

大会実施要綱
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8. 日　程 第１日目　６月３日（土）
競技役員集合 　　 　 ～ 競技場内管理棟会議室
会場設営   8:15 ～ 競技場内
練習時間   8:00 ～ 競技場内
選手受付  8:40 ～ 競技場内管理棟横テント内
競技役員打合せ   9:10 ～ 競技場内管理棟会議室
開会式 9:25 ～ 競技場内
競技開始 9:40 ～
競技終了予定時刻 17:00 （予定）

第２日目　６月４日（日）
競技役員集合 　　 　 ～ 競技場内管理棟会議室
会場設営   8:15 ～ 競技場内
練習時間   8:15 ～ 競技場内
競技役員打合せ   9:00 ～ 競技場内管理棟会議室
競技開始 9:30 ～
競技終了予定時刻 15:00 （予定）
閉会式 15:30 ～ 競技場内
　※詳細の競技日程については、申込〆切後に長野県自転車競技連盟HPへ掲載する。

9. 競技種目 ①少年・成年男子1Kmタイムトライアル【TT】
②女子500ｍタイムトライアル【FTT】（OP）
③少年・成年男子２００ｍフライングタイムトアライアル【FT】
④少年男子３Km・成年男子4Km個人追抜競走【IP】
⑤女子個人追抜競走【FIP】（OP）

各種目全員必ず参加とする。時間の都合上、計時種目のみで行う。
女子については、オープン競技とする。

⑥少年・成年男子スプリント
⑦少年・成年男子ケイリン
⑧少年・成年男子スクラッチ
⑨少年・成年男子ポイントレース

※少年については、県インターハイ予選を兼ねる
※①・③・④については、必須参加とし、それ以外の種目は２種目迄参加を認める

10. 参加資格 選手登録者は、平成29(2017)年度(財)日本自転車競技連盟(以下『JCF』という）の
　及び制限 登録競技者であること。

11. 表彰 個人種目 1位～３位　賞状（参加者が５名以下の場合は１位のみ）
原則として,表彰は各種目決勝終了ごとに随時行う予定。

12. 競技規則 平成29(2017)年度JCFの競技規則（以下競技規則という）及び、大会特別規則による。
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13. 注意事項 ①疾病及び負傷については応急処置の他は参加者の責任とする。健康保険証を必ず
持参すること。
②選手登録参加者は2017年度JCF登録証を受付時に提出すること。新規登録者で申請中の
競技者は必ず申請書控えを提出すること。未提出者の場合は原則出走できない。
未提出者は1､000円のペナルティ徴収するので注意のこと。
③参加競技者は、必ず各自で傷害保険に加入すること。（大会として保険には加入しない）
④参加競技者はJCF公認のヘルメットを着用のこと。
⑤検車は行わないので各自規則に抵触しない装備で参加すること。競技前に違反が
判った場合は出場を取り消す。競技中に判った場合は失格とする。
⑥受付時にプログラム、ゼッケンを配布する。ゼッケンは正しく装着のこと。
尚、ゼッケン及びそれに付属する備品は、大会終了後に返却すること。
⑦種目によりヘルメットキャップの使用を義務づける。
⑧走路保護のため、トラック内をビンディングシューズなどで歩行しないこと。
⑨自動車での来場は、役員の指示に従い駐車場に止めること。
⑩場内を散らかさないためゴミ袋持参し持ち帰りにご協力ください。
⑪エントリーの変更は、選手受付時に申し出ること。参加資格に基き認める。
但し、各種目の最大エントリー数を超える場合は認めない。

14. 参加費 成年　１名 2,000円（保険代を除く・交通費・宿泊費・昼食代は個人負担）
少年　１名 1,000円（保険代を除く・交通費・宿泊費・昼食代は個人負担）
尚、参加賞はない。
大会当日エントリーは、原則認めないが、参加人数が少ない場合は対応する。
当日エントリーの可否については、前日20:00迄に事務局に連絡し確認すること。
当日エントリーは、上記参加費1,000円増で受付をする。

15.申込方法 長野県自転車競技連盟ホームページ内の大会申込書必要事項記入の上、下記へ送付すること。
長野県自転車競技連盟　奥原　進治　迄
　〒390-1401　長野県松本市波田1643　　　　E-mail : snb11916@nifty.com

※送金先 参加費は団体で申込む場合はチーム単位、個人の場合は個人で下記口座へ送金すること。
尚、送金は参加申込締切日必着とすること。当日エントリーは、会場受付時に支払うこと。

ゆうちょ銀行　『口座記号』　11190　　『口座番号』　33293291　長野県自転車競技連盟
他金融機関から振込の場合は・・・
『店名』 一一八（読み　イチイチハチ）　『店番』 118　

『預金種目』 普通預金　『口座番号』 3329329　　長野県自転車競技連盟

16. 申込期限 ◎〆切厳守のこと。遅れた場合は、
　当日エントリーと同額になるので注意のこと。

※参加費は、送金後いかなる事由があっても返金はしない

17.レースに 長野県自転車競技連盟　奥原　進治　
関する問合せ メールでの問合せ E-mail : snb11916@nifty.com

電話での問合せ ０９０－７２６６－９８５７
電話での問合せは、業務の都合上、平日17:00～21:00、土日9:00～21:00迄とする。

◆会場案内 長野自動車道梓川SAスマートインターチェンジより13km、車で30分
　（松本トンネル有料道路経由）

平成２９年５月２６日（金）
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第１日目　６月３日（土）
競技役員集合 　　 　 ～ 競技場内管理棟会議室
会場設営   8:15 ～ 競技場内
練習時間   8:00 ～ 競技場内
選手受付  8:40 ～ 競技場内管理棟横テント内
競技役員打合せ   9:10 ～ 競技場内管理棟会議室
開会式 9:25 ～ 競技場内
競技開始 9:40 ～

①200mFTT 9:40 ～ 少年・成年
②1Km･500ｍTT決勝 11:15 ～ 少年・成年・500m
　　昼　食 12:20 ～

③IP決勝 12:55 ～ 少年・成年
④ケイリン１回戦 15:40 ～ 少年
⑤4Km速度競走予選 16:15 ～ 少年
⑥ケイリン敗者復活戦 16:50 ～ 少年

第２日目　６月４日（日）
競技役員集合 　　 　 ～ 競技場内管理棟会議室
会場設営   8:15 ～ 競技場内
練習時間   8:15 ～ 競技場内
競技役員打合せ   9:00 ～ 競技場内管理棟横テント内
競技開始 9:30 ～ 競技場内管理棟会議室

⑦スプリント 1/4決勝 9:30 ～ 少年
⑧4Km速度競走決勝 9:55 ～ 少年
⑨スクラッチ決勝 10:10 ～ 成年・少年
⑩ケイリン準決勝 10:55 ～ 少年
⑪スプリント1/2決勝 11:20 ～ 成年・少年（３回戦）
⑫ケイリン決勝 11:50 ～ 成年・少年
　　昼　食 12:00 ～

⑬チームスプリント決勝 12:45 ～ 少年
⑭ポイントレース決勝 12:55 ～ 成年・少年
⑮スプリント順位決定戦 14:00 ～ 成年・少年
⑯チームパシュート決勝 14:50 ～ 少年

閉会式 15:30 ～
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①. 本大会は、２０１７年度版（財）日本自転車競技連盟競技規則及び、下記記載の
　大会特別規則によることとする。
②. TT･IP･TS･TPは、電子計時によるカウントダウンにてスタートを行う。
　尚、スタートはホーム・バックスタートとする。
③. 200mFTTは、バックスタートの2.5周回とし、残り200mを計測する。

競　技　規　則
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