
 平成 28 年度関東高等学校自転車競技大会 

＜参 加 案 内＞ 

１．会場について 

（１）開会式 

   取手競輪場  バンク内   ※雨天時は特別観覧席 3 階 

   〒302-0023 取手市白山６－２－８ 

（２）トラック競技 

   取手競輪場 

（３）ロード競技 

   つくばウェルネスパークを起点とした特設ロードコース 〒300-4234 つくば市山木 1562 

（４）閉会式 

   つくばウェルネスパーク駐車場 特設ステージ ※雨天時はヘルスプラザ 研修室 

２．受付について 

（１）選手・監督受付 

   日 時：平成 28 年 6 月 9 日（木） 12：00～13：00 

   場 所：取手競輪場 記者席 1F 

   提出物：ライセンス（2016 年 JCF 登録証）学校単位でまとめ提出。 

       各種申請書（受付完了後、監督会議までに提出してください。） 

   ※ ロード競技のみに出場する学校も 9 日に受付をしてください。 

（２）配布物 

   ① ID カード    選手・補欠選手・監督（1 校 2 名分） 

   ② プログラム   正選手＋１部 

   ③ ゼッケン      男子 白地に黒字  ※トラック・ロード共通 

             女子 白地に赤字  ※トラック・ロード共通 

             安全ピン 

（３）ロード計測チップについて 

6 月 11 日（土）16：00  つくばウェルネスパーク駐車場にて配布する。 

３．監督会議について 

（１）日時：平成 28 年 6 月 9 日（木）14：00～ 

（２）会場：取手競輪場 記者室 1F 

   ※ 1 校 1 名必ず参加してください。 

   ※ ロード競技の監督会議も兼ねていますので、ロード競技のみに出場する学校も必ず参加し

てください。 

４．開会式について 

（１）日時：平成 28 年 6 月 9 日（木）15:30～ 

（２）会場：取手競輪場 バンク内 ※雨天時は特別観覧席３F 

（３）服装：各校学校統一のものとする。 

（４）集合：バック側広場 15:10 に各県ごとに集合してください。 



５．トラック競技表彰式について 

（１）日時：競技日程参照 

（２）場所：取手競輪場 バンク内 

（３）集合：表彰を受ける選手は 15 分前にバック側招集テント付近に集合してください。 

（４）服装：レースジャージで参加してください。 

６．ロード競技表彰式について 

（１）日時：平成 28 年度 6 月 12 日（日） 12：00～ ※競技終了時刻により変更します。 

（２）場所：つくばウェルネスパーク駐車場特設ステージ 

（３）集合：表彰を受ける選手はアナウンスするので、指示にしたがってください。 

（４）服装：ロード競技の表彰対象者はレースジャージで参加してください。 

      総合の表彰対象校は学校統一の服装で参加してください。 

（５）その他：総合などの表彰対象校はインフォメーションボードで確認してください。 

７．閉会式について 

（１）日時：ロード・総合表彰式終了後 

（２）場所：つくばウェルネスパーク駐車場特設ステージ 

（３）集合：開始時間をアナウンスいたします。 

（４）服装：学校統一の服装で参加してください。 

※ ロード競技参加校は閉会式に参加してください。 

８．トラック競技について 

（１）駐車場について  

  ①事前に郵送した「駐車証」を車のダッシュボードの見える場所に置いてください。 

  ②取手競輪場会場図を参照の上、指定した駐車エリアに駐車してください。 

（２）施設の利用について 

  ①大会期間中は ID カードの着用を義務付けます。 

  ②特別観覧席は立入禁止とします。 

  ③選手エリアには都県ごとに区切りは設けるが、必要に応じてテントの設営をエリア内のみ認め

ます。ただし、大会運営上支障がある場合や他の参加校に迷惑が生じる場合は移動をお願いする

ことがあります。 

④会場内の電源は無断での使用はご遠慮ください。 

⑤火気の使用は認めない。 

⑥発動機の使用は認める。ただし、取り扱については各校の責任のもと使用してください。 

⑦各校の横断幕は観戦の妨げにならないよう配慮し掲示をしてください。 

⑧喫煙は指定の場所でお願いします。 

（３）機材の搬入について 

  ①6 月 9 日（木）9:00～12:00 は選手エリアへの車両進入を認めます。ただし、機材搬入のみとし

搬入後は選手・監督駐車場へと移動する。  

※場内の走行は各校の責任のもと安全に十分配慮してください。 

  ②6 月 11 日（土）競技終了後は上記同様、搬出のみ進入を認める。 

（４）自転車の保管について 

  ①自転車の保管は各選手ピットまたは記者席 1F とする。機材は自己責任で管理する。 



  ②競輪場内は警備員が常駐しているが、紛失等の責任は負わない。 

  ③宿舎内への自転車の持ち込みも行わないようご協力ください。 

９．トラック競技公式練習時間について 

（１）練習時間 6 月 9 日（木）  

10：00～10：25 茨城・栃木 

10：30～10：55 埼玉 

11：00～11：25 神奈川 

11：30～11：55 東京 

12：00～12：25 群馬 

12：30～12：55 千葉・山梨 

13：00～13：25 女子のみ 

（２）都県別指定時間は男女混走可とします。 

（３）練習の際には、監督等が選手ともに入場してください。 

（４）入退場はバック側からのみとします。 

（５）練習中の事故についてはレース中の事故と同じ扱いとし、賠償等の責任は持たない。 

10．ロード会場について 

（１）交通規制について 

  ①交通規制時間  8：00～12：00 

   ※交通規制後はメイン会場への車の出し入れは出来ませんのでご注意ください。 

   ※規制後は一般駐車場をご利用ください。 

（１）駐車場について 

  ①トラックと共通の「駐車証」を車のダッシュボードの見える場所に置いてください。 

  ②ウェルネスパーク会場図を参照の上、指定した駐車エリアに駐車してください。 

（２）コースの試走について 

  ①コースの試走については大変交通量の多い道路のため、交通規制以外の時間は交通ルールを順

守した上、安全面に十分配慮し、基本的にはコース確認のみにしてください。 

  ②試走中の事故やトラブルは当事者同士で解決してください。 

  ③選手間の機材の破損トラブルについてはレース中の事故と同じ扱いとし、賠償責任は持たない

こととします。 

  ④試走中もゴミの投げ捨てを禁止します。 

（３）自転車の保管について 

  ①保管場所は特に設けておりませんので、各自の責任で管理すること。 

  ②宿舎内へ自転車の持ち込みも行わないようご協力ください。 

11．宿泊関係について 

（１）宿舎内のレーサーシューズでの歩行を禁止します。 

（２）自転車等の荷物の配送については宿泊先と事前に相談してください。 

（３）宿舎内のへの自転車の持ち込みはご遠慮ください。 

（４）取手競輪場からの移動時間はおよそ 45 分程度です。余裕をもって行動してください。 

 

 



12．お弁当の配布について 

（１）トラック会場 期  日：平成 28 年 6 月 10 日（金）～11 日（土） 11：00～13：00 

配布場所：取手競輪場 記者室 1F 

（２）ロード会場 期  日：平成 28 年 6 月 12 日（日） 11：00～13：00 

         配布場所：つくばウェルネスプラザ ヘルスプラザ前 

（３）弁当の空き容器について 

   空き容器は 14：00 までに配布場所までお持ちください。以降は各自持ち帰りください。 

13．医療機関について 

（１）大会会場での対応 

  ①トラック競技会場では、看護師が常駐しておりますが、応急手当のみの対応といたします。 

  ②ロード競技会場では、ドクターカーで医者が随行する予定です。また、会場には看護師と救急

車を配置いたします。 

（２）事故等により医療機関へ行く場合は健康保険証を必ず持参し、関係者が同行してください。 

（３）医療機関 

  ＜トラック会場＞ 

   ・JA とりで総合医療センター 

    〒302-0022 茨城県取手市本郷 2-1-1  電話：0297-74-5551 

   ・取手北相馬保健医療センター 医師会病院 

    〒302-0023 茨城県取手市野々井 1926   電話：0297-78-6111 

  ＜ロード会場＞ 

   ・いちはら病院 

〒300-3295 茨城県つくば市大曽根 3681 電話：029-864-0303 

・筑波記念病院 

〒300-2622 茨城県つくば市要 1187-299 電話：029-864-1212 

 

14．大会保険について 

  参加選手には大会受付時より閉会式終了まで障害賠償保険に加入しています。 

  ケガ等があった場合は必ず救護所の名簿に諸事項を記入してください。 

 

15．問い合わせについて 

（１）大会に関する事項の問い合わせ 

   茨城県立取手第一高等学校 （中村） TEL：0297-72-1348 FAX：0297-73-7814 

（２）大会当日の問い合わせ 090-4375-7116（中村） 

（３）宿泊に関する問い合わせ  

㈱JTB 関東 法人営業茨城南支店 TEL：029-860-2871 FAX:029-854-1664 

（４）その他大会中に変更等がある場合はインフォメーションボードや Web にアップします。 

   茨城県自転車競技連盟 Web    http://ibaraki-cf.jimdo.com/   


