学校長 殿

２０１８年１０月４日
愛知県高等学校体育連盟
自転車競技専門部

２０１８年度愛知県高等学校新人体育大会
兼

全国高等学校選抜大会愛知県予選会
自転車競技

実施要項

首題の競技大会を下記開催要項に依り開催致しますので、多数選手諸君の参加をお
願いします。
１．主

催

愛知県高等学校体育連盟

２．共

催

愛知県教育委員会

３．後

援

愛知県体育協会、愛知県自転車競技連盟

４．期日及び
会
場

２０１８年１１月 ４日（日） 豊橋競輪場
２０１８年１１月１１日（日） 犬山リトルワールド

５．日

１０月３０日（火） １７：００
１１月 ４日（日）
９：００
１０：００
１１月１１日（日）
６：００
６：１５
７：００

程

組合せ会(桜丘高等学校会議室)
受付、役員試合準備
開始
開門
受付、役員試合準備
開始

６．競技種目

個人種目（トラック・レーサー）
（ア）タイムトライアル（男子 1km．女子 500m）
（イ）インディヴィデュアル・パーシュート（男子 3km．女子 2km）
（ウ）フライング 200m タイム・トライアル（男女）
個人種目（ロード・レーサー）
（エ）インディヴィデュアル・ロードレース（男女）

７．参加資格

（１）本年度全国高等学校体育連盟自転車競技専門部加盟校の生徒
で競技者登録が完了している１，２年生競技者。
（２）学校長の出場認知証明のあるもの。
（３）全国高等学校選抜大会の県予選会を兼ねるため、下記の参加
資格を有すること。
ア．年齢は４月２日を起算とし、１８歳未満の者とする。
ただし同一学年での出場は１回限りとする。
イ．転校後６か月以内のものは出場できない。

ウ．当該競技団体登録者であること。
８．参加制限

（１）トラック競技について、男子は（ア）を含む１人３種目まで、
女子は（ア）または（イ）を含む１人３種目までとする。
（２）高体連自転車競技専門部に登録したジャージ着用のこと。

９．競技規則

（財）日本自転車競技連盟規則および、大会特別規則に準拠する。
トラック競技は検車を行わないので、各校にて点検をして来ること。
ロード競技は６位までギア比チェックを行う。

10．採点方法

男子のトラック競技の得点は、１位（９点）から８位（１点）、
ロード競技の得点は、１位（９点）から８位（１点）を与える。
ただし、女子の得点は採点しない。
学校対抗総合順位は、得点合計によって決定する。

11．表

優勝校には、優勝楯を授与し、１．２．３位には、賞状を授与する。

彰

12．参 加 料

１人

13．申込方法

組合せ会に所定の申込書（高体連用紙）に必要事項を記入し、組合
せ表と同時に持参または、下記にメールか郵送で送付すること。
（送付の場合組合せ日の前日必着のこと。メールは 17:00 まで）

７００円

14．参加上注意 ・競技中の疾病、障害などの応急処置はするが、その後の治療は
本人負担とする。また、各自スポーツ安全保険等に加入しておく
こと(全国大会等も同様)。
・ 出場チームの選手は、教員によって引率されなければならない。
また選手のすべての行動に対する責任は当該学校において負うも
のとする。
15．全国選抜大会出場選手の選考
・新人大会の結果をもとに、全国選抜大会に出場する選手を決める。
トラック出場者全員が（ア）にエントリーし，
（イ）または（ウ）のい
ずれか，もしくは（イ）および（ウ）の両方にエントリーする。
必須種目の（ア）に加えて，
（イ）または（ウ）のいずれか１種目を選
択し，２種目の順位の合計が少ない選手から順に，選抜大会トラック
出場人数に達するまで，選抜大会トラック出場種目を選んで，選抜大
会出場候補者となる。総計順位が同じ場合は，
（ア）の上位者を優先す
る。
二次登録までの１・２年生の全国登録人数により各県の出場枠が
決定するので、愛知県の出場人数に対して、別紙の選考方法により、
トラック競技出場選手・ロード競技出場選手を決定する。
・女子は、全国選抜大会の要項により申し込みはできるが、（ア）
または（イ）の記録により出場が出来ない場合があるので了承して
おいてください。

16．全国選抜大会特別枠について
・前年度の選抜大会入賞者・本年度の全国高校総体及び国民体育大
会の個人種目において入賞した選手には全国選抜大会への出場資
格が与えられる。トラック競技・ロード競技両方出場が認められる。
17．その他

＜共通＞
（１）２０１８年度（財）日本自転車競技連盟規則を熟知の上、
参加すること。
（２）競技結果も含め個人情報の取り扱いに注意すること。
＜トラック競技＞
（１）練習は、競技役員の指示に従うこと。
（２）開会式及び閉会式は、運動靴で参加のこと。
（３）チームのピットは、検車場を利用してください。
（４）入退場の時は、地下通路を通り、出入り口では左右を確認
してから入退場をすること。
（５）走路をレーサーシューズで歩かないこと。
（６）応援の方は、観客席で応援をすること。
（７）豊橋競輪場内の駐車場スペースには限りがあるため、これ
を制限する。乗り入れ及び駐車は各校１台までとする。
（８）競輪場内の写真や動画の撮影は禁止です。
＜ロード競技＞
（１）開門（６時）まえにゲートの中に入らないこと。
（２）保護者の駐車場は、一般駐車場の白線内に駐車すること。
駐車料金８００円は、各校顧問の先生が徴収すること。
（３）応援者は競技中にコースを横断しないこと。
（４）その他、競技役員の指示に従い競技運営の妨げにならない
よう注意すること。
（５）応援の方は、指定された場所で応援をすること。
（６）写真や動画の撮影は許可しますが、ＳＮＳ等、個人情報保
護方に抵触しないよう取り扱いに留意すること。

18．申込先

〒440-8516

豊橋市南牛川２丁目１－１１
桜丘高等学校
自転車部顧問 牧野 聡
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ sakuragaokacycle@yahoo.co.jp
電話 ０５３２－６１－６４２１

２０１８年度愛知県高等学校新人体育大会自転車競技組合せ表
学校名

（ 男 ・ 女 ）

トラック種目

選 手 名

記入

例

ロード種目

（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ
(TT)
男子 1km
女子 500m

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱ
ﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ(IP)
男子 3km
女子 2km

ﾌﾗｲﾝｸﾞ 200m
ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ
(F200TT)
男女共通

ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･
ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ(IRR)

1‘23“45

3‘45“67

12“34

○

男女共通

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※用紙不足は、コピーして記入すること。
※トラックは出場種目の参考ﾀｲﾑを記入し、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ出場者は○印を記入すること。
※参考タイムのないものは○印を記入すること。
※申し込みの際は組合せ表のみをコピーし、直接組合せ会場に記入して持参するか、
郵送またはメールで送付すること(メール、郵送の場合は組合せ前日の 17 時までが
期限とします)。

平成３０年度 愛知県高等学校新人体育大会

大会特別規則
愛知県高体連自転車競技専門部
【共通】
・２０１８年度（財）日本自転車競技連盟規則、および大会特別規則で実施する。
・高体連専門部に登録されているジャージのみ許可する。
・Ｕ１７カテゴリーに該当する選手のギア比制限はジュニアカテゴリーのギア比制
限を適応する。
【トラック競技】
・ＪＣＦ公認条件に「タイムトライアル系の競技においてのみ使用できる物」と注釈が付
いている製品は競技時のみ使用を認める。
・招集時間は各自出走予定時刻の１５分前までとする。
・１km タイムトライアルは１ラウンドとする。
（第 69 条 5 改）
【ロード競技】
・ヘルメットカバーを使用するので、装着できるヘルメットを準備すること。
・招集場所で装備の確認とサイン・シートに氏名を署名すること。
・男子 2.5km×15 周＝37.5km、女子 2.5km×7 周＝17.5km で実施する。
天候等により、周回数を少なくする場合もある。
・安全上の理由により、１コーナー過ぎまでパレードスタートとする。パレード中は隊列
を崩さず走行すること。
（追い越し禁止）
・飲食物の補給はなし。
・ボトルやゴミの投棄は認めない。
・ニュートラリゼーションは設けない。
（第 89 条 12 改）
・機材交換はロータリー付近のみ認める。
・関門所をロータリー付近に設置する。
・周回遅れが予想される競技者を除外する。
（原則として 8 位を含む集団から約 2 分）失格
になった競技者は関門審判員にヘルメットカバーを渡す。（第 89 条 7 改）
・主集団の後尾に追いついた競技者は、１周先行したとみなす。また、周回数はこの追い
ついた競技者を基準とする。
（第 89 条 8）

【別紙】

2018 年 10 月 4 日

全国選抜大会出場選手の選考方法について
愛知県高等学校体育連盟
自転車競技専門部
委員長 牧野聡
≪男子≫
二次登録での各県登録人数に基づく割り当て人数に応
じて，トラック競技とロード競技を半々に分ける。人数枠
が奇数の場合や，重複で候補を繰り上げる場合は，トラッ
クを優先し，その後はロード→トラック→ロード→トラッ
クというように，交互とする。
１校の参加人数の上限は６名であり、さらにロード競技
のみの人数にも上限があり、１校最大３名で、各県で４名
までである。（平成 29 年度選抜大会）

枠

トラック

ロード

１

１

０

２

１

１

３

２

１

４

２

２

５

３

２

６

３

３

７

４

３

●トラック競技
８
４
４
＜新人大会トラック競技種目＞
９
５
４
（ア）1km タイムトライアル
１０
６
４
（イ）3km インディヴィデュアル・パーシュート
（ウ）フライング 200m タイムトライアル
＜選抜大会トラック競技種目＞
（１）1km タイムトライアル
（２）3km インディヴィデュアル・パーシュート
（３）スプリント
（４）ポイント・レース
（５）ケイリン
（６）スクラッチ
・新人大会（選抜予選会）ではトラック出場者全員が（ア）をエントリーし、
（イ）か
（ウ）のいずれかを選択しエントリーする。
・２種目の順位の合計が少ない選手から順に，選抜大会トラック出場人数に達するま
で，種目を選んで選抜大会出場候補者となる。合計が同点の場合は，
（ア）の上位者
を優先する。
●ロード競技
・新人大会インディヴィデュアル・ロードレースの上位者から順に，選抜大会ロード
出場人数に達するまで，選抜大会出場候補者となる。
●重複がある場合
・ロードのみで候補者となり，トラックで候補者がいない種目がある場合，上位者か
ら順にそのトラック種目の候補者となることができる。
・トラックのみで候補者となり，ロードが県内出場人数に満たない場合，上位者から
順にロードの候補者となることができる。

●繰り上げ等
・候補者決定後，学校内での種目変更は可能（選抜大会申し込みまで）とする。
・ケイリンについては各県の出場人数制限があるので注意すること。
・各学校の人数制限を超えた場合は，人数枠決定方法にしたがって，順に候補者を繰
り上げる。
※ この方法で決められない場合には，顧問会議において決定する。

≪女子≫
●トラック競技
＜新人大会トラック競技種目＞
（ア）500m タイムトライアル
（イ）2km インディヴィデュアル・パーシュート
＜選抜大会トラック競技種目＞
（１）500m タイムトライアル
（２）2km インディヴィデュアル・パーシュート
（３）ケイリン
（４）スクラッチ
・新人大会（選抜予選会）ではトラック出場者全員が（ア）か（イ）もしくは両方に
エントリーする。
・選抜大会申込みとともに（ア）
（イ）の出場した種目のタイムを申請し、全国高体連
の集計により上位の者が選抜大会出場候補者となる。選抜大会の（１）～（４）の種
目は全国高体連より決定される。
●ロード競技
・トラック選抜大会出場候補者がロード出場候補者となる。
以上

