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令和２年度愛知県高等学校

自転車競技大会

実施要項
県下高等学校生徒にスポーツ実践の機会を与え、健康の増進と強靭な意志の育成をはかる。
１．主
催
２．共
催
３．後
援
４．期日及び
会
場
５．日
程

愛知県高等学校体育連盟
愛知県教育委員会
愛知県自転車競技連盟
２０２０年７月１８日（土）
ロード競技
モリコロパーク
２０２０年７月２６日（日）
トラック競技
豊橋競輪場
７月 ７日（火）
１７：００ 組み合せ会
桜丘高等学校
７月１８日（土）
８：００ 受付、監督試合準備
９：００ ロード競技開始
７月２６日（日）
９：００ 開門・受付・監督試合準備
１０：００ トラック競技開始
６．競技種目＜男子＞
トラック 個人種目 （ア）１km タイムトライアル
（イ）フライング２００ｍタイムトライアル
（ウ）３km インディヴィデュアル・パーシュート
（エ）ケイリン
（オ）スクラッチ・レース
トラック 団体種目 （カ）チーム・スプリント
（ケ）４km チーム・パーシュート
ロード
個人種目 （コ）インディヴィデュアル・タイムトライアル
＜女子＞
トラック 個人種目 （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
（ウ）フライング２００ｍタイムトライアル
ロード
個人種目 （エ）インディヴィデュアル・タイムトライアル

７．参加資格

（１）愛知県高等学校体育連盟加盟校の生徒であること。
（２）学校長の出場認知証明のあるもの。
（３）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部の県予選会を兼ねる可
能性もあるため、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、１９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。
エ．全国高体連自転車競技専門部加盟校であること。
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８．参加制限

トラック個人種目は、男子１人（ア）を含む、３種目までとする。
女子１人（ア）
（イ）を含む３種目までとする。
トラック団体種目は、１人１種目とする。
ロード個人種目は運営上、学年制限（人数制限）を設ける場合がある。
９．参加条件
（１）参加生徒及び部活動顧問の健康管理について
①学校長の出場認知証明のあるもの。
②生徒及び顧問は、感染者及び濃厚接触者でないこと。また、校
内で新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者が判明した場合
は、保健所等の指示を受けること。
③生徒及び顧問は、大会当日検温を行い 37.5℃以上あるものは会
場へ入場できない。
（引率顧問は責任をもって検温結果を確認す
ること）
④倦怠感、息苦しさ、咳、咽頭痛等の自覚症状のあるものは会場
へ入場できない。
（引率顧問は体調管理に努め、受付時に報告す
ること）
10．競技規則
（財）日本自転車競技連盟規則に準拠する。
ロード競技参加者全員のギア比チェックを行う。
11．採点方法
男子、女子ともには個人戦とする。
12．表
彰
各種目１．２．３位に賞状を授与する。
13．参加料
１人 ７００円（組合せ会または大会当日に徴収、または振込み）
14．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
表と同時に組み合わせ会場に持参または、下記に郵送かメールをする
こと。
（郵送またはメールでの申し込みは、組合せ会前日までに必着のこと。
その場合、参加料は大会当日に持参してもよい。
）
15．参加上注意 （１）出場チームの選手は、必ず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。
（２）トラック団体種目は、中止する場合があります。
（３）各競技の受付時に救護記録表を提出すること。
（４）別紙に示す、感染対策等を厳守すること。
（５）新型コロナウィルスの影響で大会を中止する場合もあります。
16．その他
＜トラック競技＞
（１）開門の９時以前に敷地内に入らないこと。
（２）練習やローラーでのウォーミングアップは、競技役員の指示に
従うこと。
（３）会場内の移動は運動靴を使い、走路をレーサーシューズで歩か
ないこと。
（４）チームのピットは、検車場近く駐車場を利用してください。
（５）入退場の時は、左右を確認してから入退場をすること。
（６）会場内は選手・役員・引率教員のみとし、無観客試合とする。
（７）保護者等は常に、連絡を取れる状態であること。
（８）豊橋競輪場内の駐車場は役員のみの使用とします。引率・保護
者等の駐車場は一般駐車場をご利用ください。
（９）開会式及び閉会式は実施しませんので競技終了次第、速やかに
退場をお願いします。
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＜ロード競技＞
（１）開門の８時以前に敷地内に入らないこと。
（２）駐車場を含んだ敷地内での自転車の乗車やローラーでのウォー
ミングアップは禁止です。
（３）会場内は選手・役員・引率教員のみとし、無観客試合とする。
引率・保護者の方は、競技役員の指示に従い、応援は控えること。
（４）父兄の駐車場は、一般駐車場の白線内に駐車すること。
（駐車料
金５００円）
16．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
牧野 聡
電話 ０５３２－６１－６４２１
メールアドレス：sakuragaokacycle@yahoo.co.jp
愛知県高等学校体育連盟が開催する各種体育大会への参加する生徒の個人情報をプログ
ラムに記載いたします。また、大会の成績上位者や東海大会・全国大会への出場者の個人
情報も報道機関へ情報提供するとともに、選手団名簿やホームページにも掲載することを
予定しています。
このため、各学校では、生徒の個人情報の公表について、本人及び保護者の同意を得て
おいてください。同意が得られない生徒については、高体連から学校に送付されている「個
人情報公表に同意が得られない生徒名簿」を参加申込書とともに提出してください。提出
がない場合は、同意がえられているものとして取り扱わせていただきます。
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令和２年度愛知県高等学校 自転車競技大会 組合せ表
学校名
種

男・女

目

タイムトライアル
男子 1km
女子 500m

インディヴィデュアル
パーシュート
男子 3km
女子 2km

選 手 名
‘

“

‘

“

‘

“

‘

“

‘

“

‘

“

‘

“

‘

“

フライング
200mTT

“

“

“

“

ケイリン
スクラッチレース

チーム
スプリント

チーム
パーシュート

インディヴィデュアル

タイムトライアル
※1km ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ・ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ・ﾌﾗｲﾝｸﾞ 200mTT は参考ﾀｲﾑを併記すること
※用紙不足は、コピーして記入すること。
※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、ま
たはメール等で送付すること。(メール、郵送の場合は組合せ会前日の 16 時までが期限)
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大会当日検温

救護記録票

度

【選手基本情報】

分

学校名

ふりがな

学年

選手氏名
ふりがな
住所
生年月日

西暦

性別

和暦

年
―

電話番号
保険証

月

種類

血液型

歳 男・女

日
―

固定・携帯

電話

国保 ・ 健保組合 ・ 協会けんぽ ・ 共済組合

記号番号

既往歴等
常用服用薬

【保護者緊急連絡先】※大会当日に連絡できること
選手との続柄

ふりがな
保護者
氏名

父 ・ 母
―

電話番号

他(

―

)
固定・携帯

電話

【引率者緊急連絡債】※大会当日、引率される先生
ふりがな
引率者
氏名

―

電話番号

―

◎個人データについては、利用目的達成に必要な範囲内で保管期間を定めるように努め、当該等保存期間経過後または利
用目的達成後、速やかに廃棄処分いたします。

愛知県高等学校体育連盟 自転車競技専門部

・・・・・・・・・・・・・・・ 以下記載不要です
【救護用記録】
/
（
）
：
病状・症状 等

医療機関への搬送
/

・・・・・・・・・・・・・・・

有（ 救急車 ・ その他の手段 ）
（
）
：

・

無

有（ 救急車 ・ その他の手段 ）

・

無

病状・症状 等

医療機関への搬送
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【別紙 １】

令和２年度愛知県高等学校 自転車競技大会

大会特別規則
愛知県高体連自転車競技専門部
【共通】
・２０２０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。
※ 新規作成等、大会当日にジャージが間に合わない場合は事前に委員長に連絡の事。
・全国高体連自転車競技専門部への加盟登録に不備あった場合はオープン参加とし、
賞典外及び全国大会等への出場は認められないものとする。
・各会場や施設利用に関して選手・関係者共に厳守すること。
【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）
・インディヴィデュアル・パーシュートは順位決定戦を行わない。
・全国大会開催時のトラック競技・男子の選考は（ア）と（イ）または、
（ア）と（ウ）
の２種目で行う。
【ロード競技】
・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。
・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救護記録表を提出し、サイン・シートへの署名の代わりとする。
（今大会のみ、新型コロナウィルス感染防止のため）
・男女とも１周回 5.0 ㎞のタイムトライアルにて実施する。
・前走選手に追いついた場合、速やかに追い抜くこと。追走（ドラフティング）は禁止する。
（タイム計測競技のため、追いつかれても最後まで走ること）
・競技中の飲食物の補給は認めない。
・今大会のみ機材交換を認めない。
・ボトルやゴミの投棄は認めない。
・天候等により、中断・再発送の場合もある。
・今大会は新型コロナウィルス感染防止のため公式練習を設けないため、事前にコースの確
認をしておくこと。その際には平常営業のモリコロパーク・サイクリングコースの使用ル
ール等を厳守すること。なお、高速走行は禁止です。
【感染症対策】
・各競技ともに会場内ではマスクの着用を厳守の事。
・手洗い・うがいの励行します。
・ロード競技・トラック競技ともに開会式、閉会式を中止します。
・ロード競技では、サイクリングターミナル付近への入場制限を設けます。
・トラック競技では、バンク内への入場制限を設けます。また検車場出入りの際、必ず手の
消毒を実施すること。
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【別紙 ２】

令和２年度 （公財）全国高体連自転車競技専門部 加盟登録

愛知県高等学校体育連盟自転車競技専門部
〆切 及び 注意事項 等
全国高体連自転車専門部ＨＰにアップされている 登録に関する連絡は「愛知県登録校を
一括してまとめる委員長の期限」等になっておりますので、期限や送付先、振込先等は
以下の注意事項に従ってご準備下さい。
顧問の先生は必ず事前に専門部委員長まで電子メール【sakuragaokacycle@yahoo.co.jp】
を送り、パスワード（※１）発行を受けてください。

○登録に必要となるもの
①加盟校登録名簿の電子データ（Excel）
②加盟校登録名簿原本（①よりプリントアウトしたもの）
③学校負担金等（１９，０００円/学校 と １，０００円/選手）
○登録の手順【〆切】
1. ① を専門部委員長まで電子メールにて送付する。
【７/３(金)１７：００まで】
2. <専門部委員長は送付された①のチェックを行う>
3. ① の内容確認の連絡をうけ、②を作成・郵送する。
【７/１４(火)まで】
4. ③ を振り込む【７/１４(火)まで】

○登録に関する注意事項【送付先】
①加盟校登録名簿の電子データ（Excel）
【sakuragaokacycle@yahoo.co.jp】
・事前にＪＣＦ（日本自転車競技連盟）にて選手登録を行い、選手番号の発行を受
けてください。登録には選手番号が必要です。
・Excel を開く際、必要なパスワードは顧問の先生にお伝えしたものです。
（※１と共通）
・マクロを消さないようにご注意ください。
・教職員名簿登録は引率の可能性ある先生も入力ください。
・都道府県「部長」名は 『渡邊 学』です。
・ファイル名は「 東海_愛知_学校名(※2) 」です。※2 略称で入力して下さい。
②加盟校登録名簿原本（①よりプリントアウトしたもの）
【〒440-8516 豊橋市南牛川二丁目１-１１ 桜丘高等学校 牧野聡】
・①の Excel の手順中より「印刷」して下さい。
・学校長の公印・押印をお願いします。
・大会当日に直接提出して下さっても大丈夫です。
③学校負担金等（１９，０００円/学校 と １，０００円/選手）
【三菱ＵＦＪ銀行 汁谷出張所(店番 098)普通００７５４６４
口座名義人 ｼﾞﾃﾝｼﾔｷﾖｳｷﾞｾﾝﾓﾝﾌﾞ ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀ】
・振り込み手数料はご負担ください。
・県総体の参加費と合算して振込みも可とする。
④本年度のみの特別措置
・３年生の登録について
本年度に限り、３年生は登録時の選手数×1000 円の負担金（徴収金）を免除する。
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【別紙３】

高等学校体育連盟(高体連)と㈶日本自転車競技連盟の規則について
愛知県高体連自転車競技専門部
全国高等学校体育連盟内の、全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 に加盟・登録した学
校及び生徒には 「全国高等学校体育連盟」と「㈶日本自転車競技連盟(JCF)」のルール・規
定を順守が求められます。顧問の先生、生徒ともに周知・徹底をお願い致します。
※参考資料
「全国高等学校体育連盟」 のルール・規定
・公益財団法人全国高等学校体育連盟競技者及び指導者規程（別紙 1）
https://www.zen-koutairen.com/pdf/kyougishaoyobi.pdf
・競技者に関する別途規定（別紙 2）
https://www.zen-koutairen.com/pdf/bettokitei.pdf
「㈶日本自転車競技連盟(JCF)」のルール・規定（高等学校体育連盟にある種目のみ）
・ロード競技
https://jcf.or.jp/road/rule

・トラック競技
https://jcf.or.jp/track/rule

UCI(国際自転車競技連合)
サッカー等

JCF(日本自転車競技連盟)

ﾌﾟﾛﾂｱｰﾁｰﾑ等

他競技

全国高等学校体育連盟

JBCF 等
他団体
△チーム

愛知県高体連
●●高校
〇〇高校

全国高等学校体育連盟自転車競技専門部
（高体連主催の自転車競技に出場したい高校生が加盟・登録する）
※高体連の規定で高体連主催の大会で所属校（〇〇高校）のジャージの着用の規定があるだ
けでなく、JCF 登録選手として競技に参加する際、所属チーム（〇〇高校）のジャージの着用が義
務付けられたりします。
改めまして、顧問の先生、生徒ともに「全国高等学校体育連盟」と「㈶日本自転車競技連盟
(JCF)」のルール・規定の熟知、順守徹底をお願い致します。
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