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全国専門部理事会 ８月２日（木）  9:00～12:00 日本競輪学校

全国専門委員長会議 ８月２日（木）15:00～16:30 日本競輪学校

選手・監督受付 ８月３日（金）13:00～13:50 日本競輪学校

監督会議 ８月３日（金）14:00～14:50 日本競輪学校

競技役員打合せ（トラック） ８月３日（金）15:00～15:30 日本競輪学校

８月３日（金）16:00～16:15 伊豆ベロドローム

競技役員打合せ（ロード） ８月６日（月）17:00～18:00 ５キロサーキット監視塔

日　時　：　８月３日（金）１６：３０～１７：３０ 日　時　：　８月７日（火）表彰式終了後

会　場　：　伊豆ベロドローム 会　場　：　伊豆ベロドローム

次　第　： 　１．開式通告 次　第　： 　１．開式通告

　２．開会宣言 　２．国歌斉唱

　３．選手団紹介 　３．高体連の歌斉唱

　４．国歌斉唱 　４．総合成績発表

　５．高体連の歌斉唱 　５．総合成績表彰

　６．秩父宮記念杯・優勝旗・優勝杯 　６．来賓・役員紹介

　　　返還ならびにレプリカ授与 　７．あいさつ

　７．あいさつ 　８．大会旗引継ぎ

　８．来賓紹介 　９．次年度開催地あいさつ

　９．審判長注意 １０．閉会宣言

１０．選手宣誓 １１．閉式通告

１１．閉式通告

日　時　：　８月４日（土） 日　時　：　８月７日（火）１３：００～

　昼休み　表彰①（ＦＴＴ） 会　場　：　伊豆ベロドローム

日　時　：　８月５日（日） 次　第　： 　１．開式通告

　昼休み　表彰②（TS・TP） 　２．ロード・レース成績発表

会　場　：　日本競輪学校講堂 　３．ロード・レース表彰

次　第　： 　１．開式通告 　４．ロード・レース入賞校成績発表

　２．トラック・レース成績発表 　５．ロード・レース優勝校表彰

　３．トラック・レース表彰 　６．閉式通告

　４．閉式通告

日　時　：　８月６日（月）

会　場　：　日本競輪学校講堂

次　第　： 　１．開式通告

　２．トラック・レース成績発表

　３．トラック・レース表彰

　４．トラック・レース入賞校成績発表

　５．トラック・レース入賞校表彰

　６．閉式通告

＜トラック・レース表彰式＞ ＜ロード・レース表彰式＞

　競技終了後　表彰③（ＦＴＴを除くすべて

のトラック個人種目，トラック総合）

１．諸会議・式典・表彰式日程
会　議　名 日　時 会　場　名

参加選手競技講習会

＜開会式＞ ＜閉会式＞



No. 【第１日目　８月４日（土）】　9時競技開始 人数 組数 開始予定時刻

1 チーム・スプリント予選 27 14 9:00

2 4kmチーム・パーシュート予選 21 13 10:00

3 ５００ｍタイムトライアル決勝 12 6 12:00

<昼休み>（表彰　500mタイムトライアル） 12:15

4 スプリント予選 47 47 13:00

5 男子ケイリン1回戦 48 8 14:00

6 スプリント１／８決勝 12 6 15:05

7 4km速度競走予選 50 5 15:35

8 スプリント１／８決勝敗者復活戦 6 2 16:30

9 男子ケイリン1回戦敗者復活戦 32 6 16:45

No. 【第２日目　８月５日（日）】　8時30分競技開始 人数 組数 開始予定時刻

10 チーム・スプリント3-4位決定戦 2 1 8:30

11 チーム・スプリント1-2位決定戦 2 1

12 4kmチーム・パーシュート3-4位決定戦 2 1 8:45

13 4kmチーム・パーシュート1-2位決定戦 2 1

14 女子ケイリン１回戦 12 2 9:10

15 男子ケイリン１／４決勝 28 4 9:30

16 スプリント１／４決勝 8 4 9:55

17 スクラッチ予選 52 3 10:30

<昼休み>（表彰　チーム・パーシュート，チーム・スプリント） 11:15

18 2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ予選 10 5 11:45

19 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ予選 30 15 12:15

20 男子ポイント・レース予選 51 3 13:55

21 4km速度競走準決勝 20 2 15:30

22 スプリント１／２決勝（１回戦） 4 2 15:55

23 男子ケイリン１／２決勝 12 2 16:10

24 スプリント１／２決勝（２，３回戦） 4 2 16:30

No. 【第３日目　８月６日（月）】　8時30分競技開始 人数 組数 開始予定時刻

25 女子ポイント・レース決勝 15 1 8:30

26 男子ポイント・レース決勝 21 1 9:00

27 1kmタイムトライアル決勝 35 18 9:50

28 2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ3-4位決定戦 2 1 10:50

29 2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ1-2位決定戦 2 1

30 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ3-4位決定戦 2 1 11:05

31 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ1-2位決定戦 2 1

32 スプリント3-4位決定戦 2 1 11:30

33 スプリント1-2位決定戦 2 1

34 スプリント5-8位決定戦 4 1

35 4km速度競走決勝 10 1 11:55

36 スクラッチ決勝 18 1 12:10

37 女子ケイリン7-12位決定戦 6 1 12:35

38 女子ケイリン1-6位決定戦 6 1

39 男子ケイリン7-12位決定戦 6 1 12:50

40 男子ケイリン1-6位決定戦 6 1

（表彰　500mタイムトライアルを除くすべてのトラック個人種目、トラック総合）

No. 【第４日目　８月７日（火）】　7時30分競技開始 人数 組数 開始予定時刻

41 女子個人ロードレース（5km×8周＝40km） 41 1 7:30

42 男子個人ロードレース（5km×14周＝70km） 145 1 9:30

表彰式・閉会式

（表彰　個人ロード・レース，ロード総合，学校対抗総合）

競技日程



３．連絡事項（トラック競技・ロード競技共通事項）  

１ 昼食弁当について（配宿センターホームページ参照）  

（１）弁当の引換時間は11:30～13:00です。指定時間以外の引換は行いません。  

（２）弁当引換時は，学校名と弁当個数をお知らせください。  

（３）弁当は早めに摂取してください。  

（４）食べ終わった容器は，14:00までに弁当引換所に学校ごとにまとめて返却してください。  

（５）弁当の変更・取消は前日１８時までにシステムによって変更登録をお願いします。インターネ

ットが利用できない場合はＦＡＸにて配宿センターへ連絡をお願いします。 

 

２ 宿舎の利用について 

（１）貴重品の管理は各校の責任でお願いします。  

（２）宿舎内の備品・器物の破損や紛失のないように十分注意してください。  

（３）宿舎内における競技用シューズでの歩行は厳禁です。  

（４）宿舎への荷物の送付および自転車保管については、事前に各校で宿舎と調整してください。  

 

３ 大会期間中の連絡先 

    ８月２日（木）～７日（火） 

     大会本部（伊豆市実行委員会）  TEL ０５５８－８３－５４７７ 

     宿泊関係（ＪＴＢ配宿センター） TEL ０５４－２０４－２７５０ 

     大会に関する情報・連絡事項   http://www.hs-cycling.com/  

 



4．トラック競技における連絡事項  

１ 競技会場へのアクセスについて 

（１） 自動車でのアクセス 

国道136号バイパス大仁中央ＩＣ・県道19号線経由＜8.7km・13分＞ 

伊豆スカイライン亀石峠ＩＣ・県道19号線経由＜4.0km・５分＞ 

（２） 鉄道でのアクセス 

伊豆箱根鉄道駿豆線 修善寺駅よりバスあり。 

２ 駐車場の利用について 

（１）日本競輪学校正門から入場していただきますが，正門前で必ず一時停止をしてください。 

（２）日本競輪学校正門から入場し，係員の指示に従って選手・監督用駐車場(別紙図面参照)に駐 

車してください。駐車場内での長時間アイドリングは禁止します。 

（３）駐車許可証をダッシュボードの見える場所に置いてください。  

（４）駐車許可証は，1校あたり選手・監督６人以上の参加校には２枚，5人以下の参加校には 

1枚配布します。 

３ 会場の使用について 

（１）日本競輪学校敷地内では，自転車に乗って移動することを固く禁止します。自転車は肩に担 

ぐか，押して歩いて移動するよう徹底してください。 

（２）今大会は日本競輪学校に多大なご支援をいただいたうえに成り立っています。立ち入り禁止 

を定めたエリア(看板などで指示)には，絶対に入らないでください。 

（３）会場内の設備・備品については、勝手に使用したり、移動したりしないでください。  

（４）走路保護のため，アップオイル等を体に塗ることを禁止します。  

（５）レーサーシューズでの走路の歩行を禁止します。 

（６）走路の外周路（犬走り）への進入は固く禁止します。 

（７）選手村以外でのピット設営は禁止します。 

（８）会場内でコンロ等の火気使用は禁止します。 

（９）各校持込が予想される発電機・コンプレッサーの設置場所を主催者側で準備します。 

具体的な場所は監督会議で指示します。 

（10）横断幕の設置について 

参加校が持参する横断幕（１枚のみ）については，８月３日(金)の練習時間終了後，13 時 

15 分から 14 時までに各校で設置してください。場所はバンクの犬走りに沿ったフェンスの 

み，既設のオフィシャルスポンサー等の横断幕を避け，先着順で設置してください。多くの学 

校が設置できるようご協力ください。会場が小さいため，のぼり旗はバンク外周には付けない 

でください。撤去についてはトラック競技各日の昼休みまたは競技終了後に撤去してください。 

上記（６）に準じ，競技中は犬走りへの進入を固く禁止します。 

（11）敷地内は禁煙です。喫煙は，正門外の指定喫煙所以外では固く禁止させていただきます。 

（12）会場の「開門時間」および「練習時間」については下記の表を参照してください。  

開門時間および練習時間一覧表 

期  日 開門時間 練習時間 

８月１日（水） ― 会場設営のため，選手村・バンクとも使用できません。 

８月２日（木） 7:00～18:30 班別指定練習 8:30～17:25 



８月３日（金） 7:00～16:30 班別指定練習 8:30～13:00 

８月４日（土） 7:00～18:30 練習なし 

８月５日（日） 6:30～18:00 練習なし 

８月６日（月） 6:30～15:00 練習なし 

 

４ 機材の搬入・搬出 及び保管について 

（１） 機材は駐車場より搬入・搬出してください。 

（２） 体育館を自転車保管庫として借用しております。８月２日（木）～８月６日（月）競技終了

時まで，夜間は施錠、競輪学校正門には警備員がおりますが，盗難・紛失などの責任は負え

ませんので，各校で責任をもって管理してください。 

５ 会場での練習について  

（１）競走路への入退場口はホーム側とします。練習にはＩＤカードを携行し，色別ヘルメット 

シールを貼付けて，必ず監督または引率責任者が付き添ってください。  

（２）安全確保のため，エアロヘルメットでの練習は不可とします。 

（３）指定練習日は班別指定です。詳細は別紙を参照してください。 

女子については女子だけの時間枠を設けていますが，所属校男子の時間枠で一緒に練習して

も構いません。いずれの場合も安全に行ってください。 

（４）会場設営準備のため練習を中断する場合があります。  

（５）練習中のトラブルは、当事者同士で解決してください。接触・落車等による機材の破損につ

いては、レース中の事故と同じ扱いとします。賠償等の責任は持ちません。  

（６）走路保護のため，アップオイル等を体に塗ることを禁止します。  

（７）レーサーシューズでの走路の歩行を禁止します。 

６ 宅配便  

今年度は【宅配受付】を設置いたしません。自転車などを各校から宅配する場合，8月2日(木)

～8月6日(月)，【日本競輪学校正門前】にて各校で責任もって受け取りをしてください。 

 

７ トラック種目別およびトラック総合表彰式について 

（１） 表彰は，日本競輪学校講堂において実施します。対象競技者は指定された時間の15分前ま

でに登録された競技用ジャージ着用で，式典にふさわしい容姿で参加してください。ただし、

座席で待機している間はトレーニングウエア等の着用を認めます。 

(表彰は無帽で臨むこと。ヘッドバンド，サングラスの着用及びサンダル履きは禁止する。) 

（２）チーム種目の1位～3位は出走者全員，4位～8位は代表者1名が出席してください。 

トラック総合優勝校は３名、２位以下は代表１名が出席してください。  

女子は１～３位の入賞選手に表彰を行います。 

８ 救護 

（１）医師・看護師が待機します。（８月2日～８月６日） 

救護所で応急手当を行い，医療機関に搬送する必要がある場合は救急車等で搬送します。そ

の場合は監督やチーム関係者が必ず付き添ってください。 

（２）医療費や交通費などにかかる諸経費は，初診から受診者本人の負担となります。各自，被保

険者証を必ず持参してください。 

 



９ 交通規則遵守と安全走行について 

（１） 宿舎と競技会場間の移動およびロード練習では，常に交通規則を遵守するとともに，必ず 

ヘルメットを着用してください。 

（２）選手は十分に整備された自転車で練習及びレースに出場してください。また，走行中はハン

ドサインや声をだすなどして，お互いの安全を確保した走行を心がけてください。 

引率責任者及び監督は，選手への安全走行指導をお願いします。 

１０ その他 

   『駐車許可証』『色別ヘルメットシール』は，参加校宛に事前送付します。 

忘れた場合，駐車及び，練習に参加できませんのでご注意ください。 

IDについては受付時にお渡しします。 



月　日 曜　日 区　分 都道府県 男女合計人数 参加校数

8月2日 木 1 赤 8:30 ～ 9:10 北海道・青森・岩手・宮城 41 17

午前 2 黄 9:15 ～ 9:55 秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬 42 15

3 緑 10:00 ～ 10:40 埼玉・千葉・東京 42 21

4 銀 10:45 ～ 11:25 神奈川・山梨・愛知・三重 39 16

5 金 11:30 ～ 12:10 岐阜・静岡 41 10

12:15 ～ 12:55

木 6 青 13:00 ～ 13:40 新潟・富山・石川・長野・福井・京都 39 17

午後 7 白 13:45 ～ 14:25 大阪・兵庫・奈良・和歌山 40 16

8 茶 14:30 ～ 15:10 鳥取・島根・岡山・広島・山口 42 16

9 空 15:15 ～ 15:55 徳島・香川・愛媛・高知・福岡・長崎 41 10

10 黒 16:00 ～ 16:40 熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 43 9

11 桃 16:45 ～ 17:25 女子選手 49 37

8月3日 金 11 桃 8:30 ～ 8:50 女子選手 49 37

午前 10 黒 8:55 ～ 9:15 熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 43 9

9 空 9:20 ～ 9:40 徳島・香川・愛媛・高知・福岡・長崎 41 10

8 茶 9:45 ～ 10:05 鳥取・島根・岡山・広島・山口 42 16

7 白 10:10 ～ 10:30 大阪・兵庫・奈良・和歌山 40 16

6 青 10:35 ～ 10:55 新潟・富山・石川・長野・福井・京都 39 17

5 金 11:00 ～ 11:20 岐阜・静岡 41 10

4 銀 11:25 ～ 11:45 神奈川・山梨・愛知・三重 39 16

3 緑 11:50 ～ 12:10 埼玉・千葉・東京 42 21

2 黄 12:15 ～ 12:35 秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬 42 15

1 赤 12:40 ～ 13:00 北海道・青森・岩手・宮城 41 17

※333mバンクであることを鑑み，安全管理のために例年より1班あたりの人数を減らし，班の数を増やしました。

※女子選手は該当都道府県の時間帯でも練習しても構いません。

※色識別ヘルメットシールはヘルメットの左右両側に貼り付けてください。

平成30年度全国高校総体自転車競技大会トラック競技

トラック競技　班別指定練習　日程表　（県単位で１班４０人程度、１０班編成＋女子枠で実施）

色識別 開始時間　 ～　 終了時間

昼休憩昼休憩



1 赤
3 緑 2 黄
5 金 4 銀
7 白 6 青
9 空 8 茶

11 桃 10 黒

私道

記録本部

競技役員控所

備品置場

６．日本サイクルスポーツセンター333メートルトラック、日本競輪学校　公式練習時の入退場方法

↑333メートルトラック↑

役
員
用
階
段

水

道

場

バンク in and out

通告席・決勝審判台

医務室

競技本部

招集・検車場

バンク in and out

男性役員
トイレ

バリア
フリー
トイレ

・・・役員用エリア

「奇数」グループ
待機場所・荷物置き場

「偶数」グループ
待機場所・荷物置き場

円滑に交代をするため、公式練習時は図のように、階段～水道場の左右で 

「奇数」「偶数」グループごとに待機し、自転車に乗車してバンクへ入ってください。

(雨天の場合に荷物を濡らさない対策も兼ねています) 



バンク out

　

７．日本サイクルスポーツセンター333メートルトラック、日本競輪学校　競技時の入退場方法

役
員
用
階
段

水

道

場

↑333メートルトラック↑

次走選手控所

バンク in
通告席・決勝審判台

医務室

競技本部

招集・検車場

男性役員
トイレ

バリア
フリー
トイレ

・・・役員用エリア

医療・救護用通路

私道

記録本部

競技役員控所

備品置場

円滑な出入りを実現するため、 

招集・検車場 → 次走選手控所 → in → 競技 → out 

という動線をたどっていただきます。 



S/FinishS/Finish

仮設観覧席仮設観覧席

1F1F

表彰式会場
受付・監督会議会場
表彰式会場

受付・監督会議会場

自転車保管庫自転車保管庫
選手村選手村

役役

員員

駐駐

車車

場場

選手・監督
駐車場
選手・監督
駐車場

選手・監督
駐車場

選手・監督
駐車場

教室教室

1F1F
建物内
3F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

受付・案内所
弁当引換所
運営役員控所
運営補助員控所
喫煙所
救護所
招集・検車所
オフィシャルメカニック
記録速報板（選手・監督用）
サンプリングコーナー
駐車場係控所
一般観覧席
報道・視察・来賓控所
通告員席
競技役員・補助役員控所
写真判定所
表彰式会場
入賞選手集合場所
大会本部
記録本部
決勝審判台
選手村
ローラー練習所
電子時計員操作席
場内競技役員控所
次走選手控所
インタビュースペース
女子更衣室
仮設トイレ
IDチェック
自転車保管庫
売店
食堂

■　場所不明のため要確認

6坪テント

ゾーニング

報道撮影エリア報道撮影エリア

報道撮影エリア報道撮影エリア

競輪学校
関係者
駐車場

競輪学校
関係者
駐車場

競輪学校
関係者
駐車場

競輪学校
関係者
駐車場

来賓・役員
駐車場
来賓・役員
駐車場

駐車場送迎車
発着所

駐車場送迎車
発着所

食堂食堂
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選手監督団トラック競技駐車場案内図 

選手・監督団駐車場 

競輪学校正門にて 

必ず一時停止 

してください。 

公道 

競輪学校取付道路 



北海道
/青森

岩手 宮城
宮城
/秋田
/山形

茨城
/栃木

福島
福島
/群馬

東京

埼玉 埼玉
千葉
/神奈川

神奈川

山梨
新潟
/富山

石川
/長野

愛媛 福岡 熊本
静岡
/岐阜

静岡 静岡

大分
長崎
/宮崎

鹿児島
/沖縄

岐阜 福井 京都 大阪
愛知
/三重

兵庫 奈良 鳥取 岡山
岡山
/島根
/和歌山

広島
/山口

徳島
/香川
/高知

トラック競技　選手村図面

ローラー練習場

ローラー練習場

※パワーマックス

や電動バイクなど、

ローラー以外の設

備の使用を固く禁

止する。 



シャッター口から退出します 

最前列に松山城南高校及び選手宣誓選手。 
2列目から北海道、青森・・・の順で着席。 
詳細は現地で指示します。 

監督・チームサポートの方は選手と一緒にインフィールドに入ってください。 
応援・観戦の方は正面から入っていただき、観覧席に座ってください。 

正面入口から入ってください 

９．開閉会式会場図 



１０．ロード競技における連絡事項 

１．会場へのアクセスについて  

（１）選手・監督の皆様へ 

8月7日(火)ロード競技当日に限り，選手・監督は，各校1台に限り，5キロサーキット内に

駐車可能です。但し，大型車の乗り入れはできませんので，大型車は大駐車場へお願いします。 

朝6時から誘導します。動線は別紙「8月7日(火)ロード競技 選手・監督団の車両 会場入

場方法」図面に従い，大駐車場に沿った直線上に並んでください。誘導に従わず動線外から勝

手に入る行為は絶対にしないでください。 

誘導時間は7時までです。それ以降は5キロサーキットに乗り入れできません。 

 

5キロサーキットへの車両乗り入れを以て選手村とさせていただきます。 

尚，駐車券は，ロード競技参加校へ1枚ずつ事前に送付させていただいております。 

 

5キロサーキットへ車両乗り入れする場合，男子個人ロード・レースの競技終了後まで5キ

ロサーキットから出られませんので，予めご了承ください。その点を考慮のうえ5キロサーキ

ットに乗り入れしない場合は，サイクルスポーツセンター大駐車場に駐車してください。 

 

大型車及び2台目以降の車両の駐車については，サイクルスポーツセンター大駐車場に駐車 

してください。8月7日(火)ロード競技当日，サイクルスポーツセンターの開門は 6 時となり 

ます。サイクルスポーツセンターを利用する一般のお客様の迷惑にならないよう，奥から駐車 

してください。(別紙「開会式 及び ロード競技時の応援・観戦者、各学校の2台目以降 駐 

車場位置図」参照)。 

選手・監督・チームサポートの方は，入場ゲートで選手・監督のＩＤを提示すれば，無料で 

入場できます。 

 

２．サイクルスポーツセンター大駐車場について  

（１）上記のとおり，大駐車場を利用する場合は図面に従い奥から駐車願います。 

（２）大駐車場及びその周辺で自転車に乗ってアップをすることを固く禁止します。 

 

３．サーキットにおける選手の動線について  

安全のため，選手はサーキットコースを絶対に横断しないでください。観戦スタンド(8月6日)

および選手村(8月7日)からサーキットへ入る際，必ず地下通路を通って入るようにしてください。 

詳細は別紙「選手の動線について」を参照してください。 

 

４．選手村について 

（１）8月6日(月)試走の際は，上述のサーキットへの車での入場・設営はできません。8月7日(火) 

 ロード競技当日のみ設置可能です。 

（２）5キロサーキット内の1校1枠を厳守してご利用ください。2枠以上を占拠する行為は固く禁 

じます。 

（３）自転車の保管庫はありませんので，各校で管理をお願いします。 

（４）テント，タープなどの設置は安全管理の観点から禁止します。ただし，観戦スタンド側の芝 

生上のエリアのみ可とします。競技運営及び他校の迷惑にならない範囲でご利用ください。 

（５）選手村は，コンロ等の火気使用は厳禁です。 



５．試走について 

（１）大会特別規則にあるように，5キロサーキットでレースに参加したことのない選手に試走を 

義務付けています。 

（２）試走は8月6日(月)13時～16時30分です。8月6日(月)の13時以前及び16時30分以降は， 

設営・コースチェック・役員打ち合わせを行いますので，立ち入らないでください。 

（３）8月6日(月)試走の際は，サイクルスポーツセンター入場ゲートから徒歩で入場してください。 

選手・監督・チームサポートの方は，入場ゲートで選手・監督のＩＤを提示すれば，無料で 

入場できます。 

 

６．宅配便  

今年度は【宅配受付】を設置いたしません。自転車などを各校から発送する場合，日本サイクル

スポーツセンター大駐車場にて各校の責任で宅配会社へ自転車などを預けてください。 

 

７．表彰式・閉会式 

（１）表彰式・閉会式は，伊豆ベロドロームで行います。 

（２）対象競技者は指定された時間の15分前までに登録された競技用ジャージ着用で，式典にふ

さわしい容姿で参加してください。ただし、座席で待機している間はトレーニングウエア等の

着用を認めます。 

(表彰は無帽で臨むこと。ヘッドバンド，サングラスの着用及びサンダル履きは禁止する。) 

（３）ロード総合優勝校は２名，２位以下は代表１名が参加してください。 

学校対抗総合優勝校は出場選手全員，２位以下は代表１名が出席してください。 

 

８．救護について 

（１）7時から競技終了まで医師・看護師が待機します。救護所で応急手当を行い，医療機関に搬 

送する必要がある場合は救急車等で搬送します。 

その場合は監督やチーム関係者が必ず付き添ってください。 

（２）医療費や交通費などにかかる諸経費は，初診から受診者本人の負担となります。各自，被保 

険者証を必ず持参してください。 

 

９．その他 

（１）ゴミは各校でお持ち帰りください。 

（２）競技観戦の際は，役員・係員の指示に従い、走路へ進入・横断しないように各チームより応 

援者へ事前に周知徹底してください。 

（３）関係者は常に熱中症対策に心がけてください。 



ロード競技会場図 





サーキットコース サーキットコース

ゴロリンエリア
サイクルスポーツセンター売店

芝　生芝　生

5キロサーキット
観戦スタンド

選手・監督駐車場　兼　選手村
※8月7日(火)のみ

選手・監督駐車場　兼　選手村
※8月7日(火)のみ

地  下  通  路 

サイクルスポーツセンター 

入場ゲート 

おもしろ自転車エリア 

ジャングルジム 

地下通路 

出入口 

地下通路 

出入口 

監視塔・大会本部 

(地上) 

 

招集・検車場 

(地下) 

地上へ 
8/6(月) 

試走へ 

8月6日(月)ロード競技試走 

8月7日(火)ロード競技当日 

選手の動線について (説明) 

安全のため、選手はサーキットコースを絶対に

横断しないこと。サーキットへ入る際、必ず地

下通路を通って入るようにすること。 

 

8月6日(月)ロード競技試走時 

サイクルスポーツセンター入場ゲートから入場

し、観戦スタンドに荷物を置き、スロープから

地下通路を通ってサーキットへ入ること。 

 

8月7日(火)ロード競技当日 

選手村から地下通路を通って招集・検車を受け、

サーキットへ入ること。 



長者ヶ原：関門所 

補給員の移動経路 
「補給員」IDを着用した選手・監督・チームサポート以外進入禁止。 
※必ず走路の右側を通行し、絶対に走路を横断しないこと。 

補給エリア：審判・看板 
の指示を厳守すること。 

2号橋 

応援・観戦エリア 「スタンド」・「第6区間～第8区間」 
応援・観戦は、スタンドか、スタンド地下通路よりマウンテンバイクエリアを通過して、
2号橋過ぎの「第6区間」から長者ヶ原の「第8区間」までのエリアで応援してください。
その他エリアは、競技運営と安全確保の観点から立ち入り禁止とします。 
※サーキット内で応援する場合、必ず走路の左側を通行し、絶対に走路を横断しないこと。 

ロード競技の補給と応援・観戦について 

スタンド 

「第6区間～第8区間」 



8月7日(火)ロード競技当日 選手・監督団の車両 会場入場方法 (※各校1台のみ) 

 

 

 

 

  

先頭車両の停車位置 

 

青線に従って並んでください。 

誘導員の指示に従って進んでください 

（午前６時誘導開始予定） 

５kmサーキット進入位置 

 

交通整理員の指示に従ってください。 

道路を横断するため十分注意してください。 



ロード競技 

応援・観戦者 

各学校の2台目以降 

駐車場 

開会式 及び ロード競技当日の応援・観戦者、各学校の2台目以降 駐車場位置図 

 

 

 



１２．トラック・レース【応援・観戦】の皆様へ 

１ 日本競輪学校へのアクセス  

１－（１）お車でのアクセス 

国道136号バイパス大仁中央ＩＣ・県道19号線経由＜8.7km・13分＞ 

伊豆スカイライン亀石峠ＩＣ・県道19号線経由＜4.0km・５分＞ 

 

その場合、駐車場の利用について 

日本サイクルスポーツセンターの大駐車場には，絶対に駐車しないでください。 

日本サイクルスポーツセンター併設の「合宿所サイテル」の側道から入場していただき、観

客・応援者駐車場(日本競輪学校内の「水平走路」および「1kmサーキット」)へ入っていただ

きます。案内看板及び係員の指示に従ってください。日本競輪学校正門からは入場できません

のでご注意ください。駐車場における盗難・事故などについて，実行委員会は一切の責任を負

いませんので，予めご了承ください。 

駐車可能台数が極めて少なく、混雑が想定されますので、下記１－（２）にある無料シャト

ルバスをご利用いただくことを強くお勧めいたします。 

 

１－（２）公共交通機関でのアクセス 

伊豆箱根鉄道駿豆線 修善寺駅 より 日本競輪学校正門 まで、無料シャトルバスを運行

いたします。是非ともこちらをご利用ください。 

運行スケジュールは別紙「無料シャトルバス運行時刻表」をご覧ください。 

 

２ 会場ついて 

（１）日本競輪学校敷地内では，自転車に乗って移動することを固く禁止します。ロードバイ 

クなどでご来場いただいた場合，押して歩いて移動するよう徹底してください。また，駐 

輪場の準備はございませんので，各自で管理を徹底してください。盗難・紛失・破損など 

について，実行委員会では一切の責任を負いません。 

（２）今大会は日本競輪学校に多大なご支援をいただいたうえに成り立っています。立ち入り 

禁止を定めたエリア(看板などで指示)には，絶対に入らないでください。 

（３）会場内の設備・備品については、勝手に使用したり、移動したりしないでください。  

（４）会場内は観客席として、日よけ付きのスタンド及び仮設スタンドを設置しております。 

日中は直射日光をできるだけ避けてご観戦ください。テントやタープを持ち込んで設置す 

ることは禁止させていただきます。ご了承ください。 

（５）会場周辺は、コンビニやスーパーなどがありません。昼食時には日本競輪学校の食堂を 

ご利用いただけます(有料)。その他、お土産・大会グッズの販売、自転車パーツ・ウエア 

のショップを設置予定です。 

 

３ 写真・動画の撮影 

会場ではご自由に写真や動画を撮影していただいて結構ですが，SNSや動画サイトへ動画を

アップロードする行為は厳に謹んでください。インターネット上への動画配信は，インハイTV

が独占権を所有しておりますので，ご了承ください。 



トラック競技 応援・観戦者用 駐車場のご案内 

駐車場 

進入路 

公道 

説明 

トラック競技が行われる8月4日(土)～8月6日(月)の3日間、上記のように日本競輪学校内 

①水平走路 及び ②1kmサーキット を応援・観戦者用駐車場といたします。そのうえで、①②

の駐車場から競技会場である３３３メートルトラックへ、ジャンボタクシーを運行いたします。 

前頁に記載の通り、駐車可能台数が極めて少なく、混雑が想定されますので、無料シャトルバス

を利用していただくことを強くお勧めします。 

トラック競技会場 

333メートルトラック 

伊豆 

ベロドローム 

サイクルスポーツセンター大駐車場には

駐車しないでください。 

 

進入路・公道には駐車しない

ようお願いします。 

駐車場②1kmサーキット 

駐車場⇔競技会場は無料ジャン

ボタクシーが巡回しますのでご

利用ください。 

 

進入路・駐車場は、曲がりくねり

狭いため、係員、看板の指示に従

い十分注意して通行してくださ

い。 

 

駐車場①水平走路 

駐車場⇔競技会場は無料ジャンボタ

クシーが巡回しますのでご利用くだ

さい。 

 

大仁・亀石方面より 

修善寺方面より 



１３．ロード・レース【応援・観戦】の皆様へ 

１ 日本サイクルスポーツセンターへのアクセス  

１－（１）お車でのアクセス 

国道136号バイパス大仁中央ＩＣ・県道19号線経由＜8.7km・13分＞ 

伊豆スカイライン亀石峠ＩＣ・県道19号線経由＜4.0km・５分＞ 

 

その場合、駐車場の利用について 

日本サイクルスポーツセンターの大駐車場に駐車してください。但し、一般の営業も並行し

ておりますので、別紙図面のように区画の奥から駐車してくださいますようご協力をお願いし

ます。その他の場所への進入・駐車は固く禁止させていただきますので、ご了承ください。 

 

１－（２）公共交通機関でのアクセス 

伊豆箱根鉄道駿豆線 修善寺駅 より 日本サイクルスポーツセンター まで、無料シャト

ルバスを運行いたします。是非ともこちらをご利用ください。 

運行スケジュールは別紙「無料シャトルバス運行時刻表」をご覧ください。 

 

２ 会場ついて 

（１）会場内は観客席として、日よけ付きのスタンドです。また，地下通路を通り，一部区間 

においてサーキット上で見学していただくことも可能です。詳細は別紙「ロード競技の補 

給と応援・観戦について」を確認していただき，観戦可能エリアを守っていただきますよ 

うご協力をお願いします。日中は直射日光をできるだけ避けてご観戦ください。テントや 

タープの持ち込み・設置は禁止させていただきます。ご了承ください。 

（２）会場周辺は、コンビニやスーパーなどはありません。 

昼食時にはサイクルスポーツセンター内の食堂をご利用いただけます(有料)。 

 

３ 写真・動画の撮影 

会場ではご自由に写真や動画を撮影していただいて結構ですが，SNSや動画サイトへ動画を

アップロードする行為は厳に謹んでください。インターネット上への動画配信は，インハイTV

が独占権を所有しておりますので，ご了承ください。 

 



修善寺駅 修善寺駅 修善寺駅 修善寺駅

発 着 発 着 発 着 発 着

【バスＡ】 9:00 9:15 9:20 9:40 【バスＡ】 9:00 9:15 9:20 9:40

【バスＢ】 9:30 9:45 9:50 10:10 【バスＢ】 9:30 9:45 9:50 10:10

【バスＡ】 10:00 10:15 10:20 10:40 【バスＡ】 10:00 10:15 10:20 10:40

【バスＢ】 10:30 10:45 10:50 11:10 【バスＢ】 10:30 10:45 10:50 11:10

【バスＡ】 14:30 14:45 14:50 15:10 【バスＡ】 14:30 14:45 14:50 15:10

【バスＢ】 15:00 15:15 15:20 15:40 【バスＢ】 15:00 15:15 15:20 15:40

【バスＡ】 15:30 15:45 15:50 16:10 【バスＡ】 15:30 15:45 15:50 16:10

【バスＢ】 16:00 16:15 16:20 16:40 【バスＢ】 16:00 16:15 16:20 16:40

【バスＡ】 16:30 16:45 16:50 17:10 【バスＡ】 16:30 16:45 16:50 17:10

【バスＢ】 17:00 17:15 17:20 17:40

修善寺駅 修善寺駅 修善寺駅 修善寺駅

発 着 発 着 発 着 発 着

【バスＡ】 9:00 9:15 9:20 9:40 【バスＢ】 7:30 7:50 7:55 8:20

【バスＢ】 9:30 9:45 9:50 10:10 【バスＡ】 8:00 8:20 8:25 8:50

【バスＡ】 10:00 10:15 10:20 10:40 【バスＢ】 8:30 8:50 8:55 9:20

【バスＢ】 10:30 10:45 10:50 11:10 【バスＡ】 9:00 9:20 9:25 9:50

【バスＢ】 9:30 9:50 9:55 10:20

【バスＡ】 12:00 12:15 12:20 12:40 【バスＡ】 10:00 10:20 10:25 10:50

【バスＢ】 12:30 12:45 12:50 13:10

【バスＡ】 13:00 13:15 13:20 13:40 【バスＡ】 12:00 12:15 12:20 12:40

【バスＢ】 13:30 13:45 13:50 14:10 【バスＢ】 12:30 12:45 12:50 13:10

【バスB】 14:05 14:25 14:30 14:50

１４．平成30年度全国高等学校総合体育大会　自転車競技
無料シャトルバス運行時刻表

駐車可能台数に限りがあり、ご不便をおかけします。無料シャトルバスを是非ともご利用ください！

TR①
日本競輪学校

TR②
日本競輪学校

TR③
日本競輪学校

8月4日(土)トラック競技1日目 8月5日(日)トラック競技2日目

8月6日(月)トラック競技3日目 8月7日(火)ロード競技

RR
伊豆ベロドローム



１５．医療機関について（会場・宿泊地付近医療機関一覧） 
 

  掲載している医療機関は、田方医師会の資料を基に作成しています。 

詳細は、次のアドレスhttp://www.tagata-ishikai.jp/hospital.htmlまたは、「田方医師会」

で検索しご確認ください。 

  今大会期間中は、伊豆市近隣はお盆にあたり、医療機関によっては平日も休診していること

があります。 

受診の際は、電話等で確認したうえでご利用ください。 

 

医療機関名 住 所 電話番号 診療科目 

伊豆赤十字病院 
伊豆市小立野 

100 
0558-72-2148 内・小・外・整・泌・産婦 

診療時間 休診日 

8：30～11：30  

小児科=月・火・木・金 17：00～19：00 
土・日・祝祭 

 

医療機関名 住 所 電話番号 診療科目 

伊豆保健医療センター 
伊豆の国市田京 

270-1 
0558-76-0111 

内・外・泌・整 

呼木（ＰＭ）・脳金（ＡＭ） 

診療時間 休診日 

8：30～11：00 日・祝祭 

 

医療機関名 住 所 電話番号 診療科目 

JA静岡厚生連 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

中伊豆温泉病院 

伊豆市上白岩 

1000 
0558-83-3333 

内・外・整・リウ・内視鏡・ 

リハ・皮・泌・脳外 

診療時間 休診日 

8：00～11：30 第2,4,5土・日・祝祭 

 

医療機関名 住 所 電話番号 診療科目 

順天堂大学附属 

静岡病院 

伊豆の国市長岡 

1129 
055-948-3111 

内・循・心外・呼外・外・整・

形成・脳外・脳内・眼・耳鼻・

麻・皮・泌・産婦・小・精  

診療時間 休診日 

6：00～11：30 11：00～14：30 第2土・土（ＰＭ）・日・祝祭 

http://www.tagata-ishikai.jp/hospital.html




１７．タクシー・レンタカーのご案内 

 

修善寺地区タクシー会社一覧 

会社名 住所 電話番号 

伊豆箱根交通タクシー㈱ 

修善寺配車センター 

静岡県伊豆市柏久保631-21 0558-72-1811 

㈱寺山タクシー 静岡県伊豆市柏久保621-5 0558-72-2129 

 

レンタカー会社一覧 

会社名 住所 電話番号 

㈱トヨタレンタリース静岡 

修善寺駅前店 

静岡県伊豆市柏久保620-10 0558-74-0100 

日産レンタカー修善寺駅前店 静岡県伊豆市柏久保字新町1362 0558-72-2332 

 



（独）  





平成３０年度全国高等学校総合体育大会における 

個人情報及び肖像権に関わる取扱いについて 

 

公 益 財 団 法 人 全 国 高 等 学 校 体 育 連 盟  

平成３０年度全国高等学校総合体育大会開催県実行委員会  

（三重県・岐阜県・静岡県・愛知県・和歌山県） 

平成３０年度全国高等学校総合体育大会会場地市町実行委員会 

 

 公益財団法人全国高等学校体育連盟、平成３０年度全国高等学校総合体育大会開催県実行委員会（以下「県実行委員会」

という。）及び平成３０年度全国高等学校総合体育大会会場地市町実行委員会（以下「会場地市町実行委員会」という。）

は、大会参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取扱いに関して以下のとおり対応します。 

 

１ 参加申込書に記載された個人情報の取扱い 

（１）大会プログラムに掲載されます。 

（２）競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 

（３）競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。 

（４）組合せ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがあります。 

(５) 氏名・学校名・学年については、報道の正確性を期すため、大会開催前に報道機関に提供することがあります。 

 

２ 競技結果（記録）等の取扱い 

（１）三重県実行委員会が設置する記録センターを通じて公開されます。 

（２）公益財団法人全国高等学校体育連盟、県実行委員会及び会場地市町実行委員会又はこれらに認められた報道機関等

により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

（３）大会プログラム掲載の個人情報とともに、県実行委員会及び会場地市町実行委員会が作成する大会報告書（以下「報

告書」という。）に掲載されます。 

（４）新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることがあります。 

 

３ 肖像権に関する取扱い 

（１）競技者及び指導者は、本大会の参加申込書の提出により、公益財団法人全国高等学校体育連盟が定めた肖像権取扱

規程を承諾したものとします。 

（２）公益財団法人全国高等学校体育連盟、県実行委員会及び会場地市町実行委員会又はこれらに認められた報道機関等

によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

（３）公益財団法人全国高等学校体育連盟、県実行委員会及び会場地市町実行委員会又はこれらに認められた報道機関等

によって撮影された映像が、中継・録画放映及びインターネットにより配信されることがあります。また、ＤＶＤ等

に編集され、配付されることがあります。 

（４）この他、公益財団法人全国高等学校体育連盟及び県実行委員会等に許可を受けた写真撮影企業等によって撮影され

た写真等が販売されることがあります。 

 

４ 県実行委員会、会場地市町実行委員会の対応 

（１）取得した個人情報を前記利用目的以外に使用することはありません。 

（２）参加申込書の提出により、前記取扱いに関する御承諾をいただいたものとして、対応させていただきます。 

（３）大会役員、競技役員、運営役員、その他各種委員や補助員、県実行委員会及び会場地市町実行委員会と大会に関す

る契約をしている者、大会運営関係者及び会場に来られた観客の皆様につきましては、前記取扱いに関する御承諾を

いただいたものとして対応させていただきます。 

（４）個人情報等の掲載又は公開等に関しての御質問は、以下の事務局まで御連絡ください。 

 

連絡先・問い合わせ先 

        公益財団法人全国高等学校体育連盟事務局  ０３－６２６８－００２７ 

        平成３０年度全国高等学校総合体育大会 

         三重県実行委員会事務局         ０５９－２２４－２８３８ 

         岐阜県実行委員会事務局         ０５８－２７２－１１１１ 

静岡県実行委員会事務局         ０５４－２２１－３７８４ 

         愛知県実行委員会事務局         ０５２－９５４－６８１９ 

         全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会 

         和歌山県実行委員会事務局        ０７３－４４１－２９２７ 

 


