
平成２５年度全国高等学校選抜自転車競技大会 

＜参 加 案 内＞ 
平成２６年２月４日 

（公財）全国高体連自転車競技専門部 

 

１ 交通規則の遵守について 

宿舎と競技会場間の移動及びロード練習では、常に交通規則を遵守するとともに

ヘルメット着用を義務づける。引率責任者、監督は責任を持って指導すること。 

 

２ 受付について 

（１）選手監督受付  

日時：３月２０日（木） ９：００～１１：００ 

   場所：北九州市メディアドーム アリーナ入口 

（北九州市小倉北区三萩野 3-1-1） 

① ライセンス（２０１３年ＪＣＦ登録証）は、学校単位で受付時に確認する。 

② ロード・レースのみに出場する学校も、選手受付・監督会議に出席すること。 
 
（２）配付物 

①ＩＤカード    正選手のほか２名まで(引率責任者・監督・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ) 

             ※大会プログラムに記載されている者のみが対象。 

②プログラム    各校２部  

③ゼッケン     トラック競技 男子  黒文字 （白地） 

 女子  黒文字 （白地） 

         ロード競技  男子  濃い青文字 （白地） 

                 女子  黒文字 （黄地） 

   ④ヘルメットシール トラック練習 男子 班表示（１～４） 

 ロード競技  男子  濃い青文字 （白地） 

⑤フレームプレート ロード競技  男子 
  
なお、ロード競技の計測チップ、女子のヘルメットカバーはロード会場で配付 

する。詳細は、「参加案内 ９ ロード・レース会場について」を参照すること。 
 

（３）選手変更・欠場申請書、引率責任者・監督・チームサポート変更申請書、プロ

グラム記載事項訂正申請書、その他申請書類は全国高体連自転車専門部ＨＰから

ダウンロードし、選手受付時に提出すること。 

  

３ 監督会議について 

（１）日時：３月２０日（木） １３：００～ 

（２）場所：メディアドーム アリーナ 控室３・４ 



（３）監督会議ではＩＤカードによる監督の受付確認を行う。 

 

４ 開会式について 

（１）日時：３月２０日（木） １４：００～ 

（２）場所：メディアドーム アリーナ 

（３）服装：各都道府県又は学校統一のものとする。 

開会式（セレモニー）には、大会参加者全員参加すること。 

 

５ トラックレース表彰式 

（１）日時：競技日程を参照  

（２）場所：メディアドーム アリーナ 

（３）集合：表彰を受ける選手は１５分前に集合・待機し、式典委員の指示に従う 

こと。 

（４）服装：登録されたユニフォームとする。 

 

６ ロード・レース表彰・閉会式について 

（１）日時：３月２３日（日） １３：３０～ 

（２）場所：菊鹿公民館 

（３）集合：表彰を受ける選手、学校は１５分前に集合・待機し、式典委員の指示に

従うこと。 

（４）服装：入賞者は登録されたユニフォーム、入賞校は登録されたユニフォームま

たは学校統一のウェアとする。その他の参加者は各都道府県又は学校統

一のものとする。 

（５）その他：総合成績の結果をインフォメーションボードで確認すること。 

表彰式・閉会式会場は土足禁止とする。スリッパ等を持参すること。 

 

７ メディアドームの使用について 

（１）駐車場について 

① 監督会議の際に「選手・監督用駐車証」を各校２枚配布するので、ダッシュボ

ードの見える場所に置くこと。 

② ３月１９日（水）のメディアドーム駐車場利用は駐車証なしで、１１時～１８

時の間とする。 

③ 全国高体連自転車専門部ＨＰの案内図を参照の上、指定駐車場を利用すること。 

④ 係員の誘導に従って駐車し、指定以外の場所や路上は駐車厳禁とする。 
 

（２）メディアドーム内の施設の使用について 

① アリーナの入退場は、ＩＤカードの提示を義務づける。 

② ドーム内の通路およびアリーナ内での自転車の走行は禁止する。 

③ 立入禁止区域には、絶対に入らないこと。 

④ 選手ピットはアリーナに各都道府県単位で指定する。特に中央通路に、はみ出

さないこと。 

⑤ アリーナ内の電源の使用、火気の使用及び発電機の使用は禁止する。 

⑥ 女子の更衣は、アリーナ内更衣スペース（バックスタンド下付近）を利用する

こと。 

⑦ ＩＤカードを持たない応援者はホーム側メインタンドを利用すること。 



  メインスタンドへは、建物の外にあるメインゲートから入場すること。 

⑧ メインスタンド及びロールバック席での飲食は禁止する。 

飲食可能な場所は、アリーナとコンコース（メインスタンド外側）とする。 

   ⑨アリーナ内に張り出すチーム応援横断幕、幟等は総務委員長の指示された場所に 

     限定する。 

（３）自転車の保管について 

 ３月１９日～２２日まで、各都道府県指定ピットを自転車保管場所として利用で

きる。夜間はドーム全体を施錠するが、機材は自己責任で管理すること。 

 

８ トラック会場の練習について 

（１）練習時間（ブロック指定時間帯は男子のみとする） 

   ３月１９日（水）開場１２：３０ 

          １３：００～１４：３０（男子フリー） 

          １４：３０～１５：００（女子フリー） 

１５：００～１６：３０（男子フリー） 

          １６：３０～１７：００（女子フリー） 

   ３月２０日（木）開場 ７：３０ 

９：００～ ９：２５（女子） 

９：３０～１０：１０（３班 関東・北海道 ﾌﾞﾛｯｸ） 

（４班 東海・九州ﾌﾞﾛｯｸ） 

１０：１５～１０：５５（１班 四国・中国・北信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

（２班 東北・近畿ﾌﾞﾛｯｸ） 

１１：００～１１：４０（３班 関東・北海道 ﾌﾞﾛｯｸ） 

（４班 東海・九州ﾌﾞﾛｯｸ） 

１１：４５～１２：２５（１班 四国・中国・北信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

（２班 東北・近畿ﾌﾞﾛｯｸ） 

１２：３０～１２：５０（女子）            

  ３月２１日（金） 開場 ６：３０   

                ７：００～ ７：２０（１班 四国・中国・北信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

                      ７：２５～ ７：４５（２班 東北・近畿ﾌﾞﾛｯｸ） 

            ７：５０～ ８：１０（３班 関東・北海道 ﾌﾞﾛｯｸ） 

            ８：１５～ ８：３５（４班 東海・九州ﾌﾞﾛｯｸ） 

８：４０～ ９：００ 

（女子）                         

３月２２日（土）開場  ６：３０ 

                        ７：２０～ ７：５５ （男子） 

            ８：００～ ８：２０ （女子） 
 
（２）練習の入場の際にはＩＤカードを提示し、監督またはチームサポートが選手と

ともに入場すること。 

（３）練習の入退場について 

入場はホーム側から、退場はバック側からに限定する。 

※役員の指示に従って速やかに移動し、走路に入るまで乗車禁止とする。 

（４）練習中の接触・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

いとする。 ※賠償等の責任は持たない。 

（５）３月１９日（水）は、会場設営等のため練習を中断することがある。 



（６）３月１８日（火）まではメディアドームでの練習はできない。 

 

 

９ ロード・レース会場について 

（１）ロード会場にて配付されるもの 

① ロード用計測チップ（男子、女子） 

② へルメットカバー  （女子） 

配付場所はスタート・フィニッシュ地点の本部テント、日時は２２日（土）１４：

００～１８：００とする。 

 ※ フレームプレート・計測用チップ・女子ロードのヘルメットカバーは、レース

終了後、大会本部に返却すること。紛失した場合は実費を請求する。 
 
（２）駐車場について 

①駐車証はトラック会場と共通である。ダッシュボードの見える場所に置いて 

くこと。 

②全国高体連自転車専門部ＨＰの案内図を参照の上、指定駐車場を利用すること。 

③ 係員の誘導に従って駐車し、指定以外の場所や路上は駐車厳禁とする。 
 

（２）コース試走について 

① 試走中は、道路交通法を遵守すること。 

② 試走中の事故等のトラブルは、当事者同士で解決すること。 

③選手間の接触・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

いとする。※賠償等の責任は持たない。 

④試走中でも、レース中と同様にゴミの投げ捨て等を禁止する。 
 

（４）自転車の保管について 

 保管場所については、特に指定しないので各校の責任で保管すること。 

※機材紛失等のトラブルについて大会本部では責任を負わない。 

 

１０ 宿泊関係について 

（１）貴重品管理は各校の責任とする。 

（２）宿舎内の備品・器物の破損や紛失がないよう、充分注意すること。 

（３）宿舎内は、レーサーシューズでの歩行は禁止する。 

（４）宿舎での自転車保管については、宿舎と調整すること。 

※宿舎内での自転車整備や、部屋への自転車の持ち込みは禁止する。 

（５）常に整理整頓を心掛けること。 

 

１１ 荷物輸送について 

（１）荷物を送る場合は、事前に宿舎と調整すること。 

（２）競技会場（トラック・ロード会場共に）での、荷受けは行わない。 

（３）競技終了後の荷送りについては、受付時に希望調査を行う。なお、現時点では

下記の通り対応する予定。 

  ・トラック会場：北九州メディアドーム１階 アリーナ入口付近 

   受付 ２１日１５：００～１８：００、２２日９：００～１５：００  

・ロード会場：あんずの丘 売店横 

 受付 ２３日１２：３０～１５：００  

                   



１２ 昼食弁当の配布について 

  ・トラック会場  

３／１９（水）～２２（土）１１：００～１２：００    

           配布場所 北九州メディアドーム １階 アリーナ入口付近 

  ※希望の引換時間がある場合は、西鉄旅行に相談すること。 

    ・ロード会場 

 ３／２２（土）１０：００～１１：３０ 

３／２３（日）１０：００～１１：３０ 

配布場所 あんずの丘 売店横 

※トラック・ロード会場とも弁当引換券と交換になり、弁当の空き容器は 

１３：３０まで、配布場所で回収する。 

 

１３ 医療機関について 

（１）事故等により医療機関へ行く場合は、「健康保険証」（コピー不可）を必ず持参

し、関係者が同行すること。 

（２）医療機関   

 ・トラック会場   

 三萩野病院  TEL 093-931-7931 

       〒802-0065 北九州市小倉北区三萩野 1-12-18 

診療受付時間 平日 8：30～12：00 13：00～16：30 土曜 8：30～12：00 

    テレホンセンター TEL 093-522-9999（24 時間） 

（診療を受けられる医療機関を紹介している。） 

夜間休日急患センター TEL 093-522-9999  

〒802-0077 北九州市小倉北区馬借一丁目 7番 1号総合保健福祉センター1階 

診療時間 平日・土曜 19：30～23：30   休日 9：00～23：30   

 

・ロード会場 

   山鹿市民医療センター  TEL 0968-44-2185 

    〒861-0593 山鹿市山鹿 511 

    救急対応のみ 
 
   保利病院    TEL 0968-43-1212 

〒861-0533 山鹿市古閑 984 

受付時間 8:30～11:30 13:00～17:00 日祝休 

 

１４ 宿舎・会場までの交通手段について 

 主催者側での計画輸送は行わない。 

 宿舎から会場までの所要時間については宿泊の案内を参照すること。各地から宿舎、

宿舎から会場までの移動手段を申し込む場合は、西鉄旅行に問い合わせること。 

 

１５ その他 

（１）参加選手には、３月２０日受付時から閉会式終了まで傷害賠償責任保険に加入

しているが、保険の申請は医務室に備えている受診者名簿により行うので、けが

をした場合は必ず医務室で受診すること。 

（２）選抜大会に関する情報・連絡事項は、全国高体連自転車専門部ＨＰを利用する

こと。 



http://www.hs-cycling.com/ 

（３）連絡先  

大会本部  【（公財）全国高体連自転車専門部 事務局】 

TEL０９０－１４４２－３１１６ 《大会期間中のみ》  

 

         宿泊関係 

・トラック会場 【西鉄観光：井手上】 

TEL ０９３－５６２－３０９１  FAX ０９３－５６２－３００８ 

・ロード会場  【名鉄観光：堀川、近藤】 

TEL ０９６－３５４－４３５１ FAX ０９６－３５４－４３５９ 


