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会 場 滋賀県東近江市栗見新田町 東近江ふれあい運動公園特設コース １周 2．0 ㎞（予定） 標高差 0m
大会主旨 本大会は、当該年度・日本学生自転車競技連盟（以下、「本連盟」という）に登記した全国の学生選手によるクリテリウ
ム優勝者を決める大会とする。
競技種目 クリテリウム 男子予選 20.0 ㎞（10 周） 男子決勝 40.0 ㎞（20 周） 男子クラス３決勝・女子決勝 24.0 ㎞（12 周）
参加資格 当該年度に有効な、（公財）日本自転車競技連盟（以下、「JCF」という）登録競技者のうち、本連盟加盟校の登記選手
とする。なお、「２０１５アジア大学選手権ロード」参加資格を有する本連盟が認めた大学卒業生及び学連登記以外の
大学生・大学院生（後記参照）も参加できる。
参加申込
1.参加を希望する選手は、各大学単位で所定の様式に参加料振込用紙の控えの写しを添付して、大会事務局まで申し込むこ
と。参加料は、男子 1 名につき 4,000 円、女子 1 名につき 4,000 円とする。電子メールの到達を以て正式エントリーの受領とす
るが、同一の内容を郵送にて下記の大会事務局アドレス宛、期限内に送付すること。申込書式は、JICF ウェブサイトより入手
できる。
2.申込期限は４
４ 月 7 日 (火)必着とする。
男子予選については、
必着
男子予選に ついては、クラ
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およびクラス２の選手のみエントリーできる。クラス３の
選手は男子クラス３決勝でのエントリーとする。なお、４月 18 日・19
日・19 日開催の全日本学生ＲＣＳ第１戦においてクラス２に昇格
した選手は自動的に男子予選にエントリーされる。女子は、すべての選手を受け付ける。申し込みは、hiro-i@st.ritsumei.ac.jp
した選手は自動的に男子予選にエントリーされる。
にメール添付で申し込むこと。
3.参加料の送金は、
参加料の送金は、４月
参加料の送金は、 ４月 7 日（火）までに、下記の口座に学校単位で振り込むこと。
日（火）までに、下記の口座に学校単位で振り込むこと。 送金名義人について、振込元に、学校名と
参加人数が分かるように記入すること。
京都中央信用金庫 桂坂支店 普通･0306883 口座名義 全日本学生選手権クリテリウム大会 事務局 石井 洋（イシイ ヒロシ）
4.一旦入金された参加料は如何なる理由があろうとも返金しない。正当な理由なき欠場者には参加料と同額のペナルティーを
課す。
選手受付
1.11 時 30 分から 12 時 30 分の間にライセンス（または、登録手続き中であることを証明する書類）を提示してゼッケンを受け取
ること。
2.選手は、競技開始 15 分前までにスタート・チェックシートに出走サインを自署すること。
賞典・式典
賞典： 男子決勝 優勝者：チャンピオンジャージ・賞状・賞品、第２－３位：賞状・賞品、第４－８位：賞状。
女子決勝 優勝者：チャンピオンジャージ・賞状・賞品、第２－３位：賞状・賞品。
男子クラス３決勝：優勝者－８位：賞状
表彰式： 上記対象者について、原則として決勝終了直後に、特設ステージにて行う。 クラス３決勝の出走者上位５％以内の
者はクラス２に昇格する。ただし、クラス３はロードレースシリーズのポイントは付与されない。
事故措置
1.競技中発生した事故等の処理は、JCF 競技規則第 6 条による。主催者にて応急処置の範囲の体制は準備するが、以降は各
自の責任と費用負担において対応のこと。
2.各選手は、各自の責任において傷害保険に加入し、健康保険証を必ず持参すること。
競技規則
JCF 競技規則による他、詳細は本大会特別規則を定め適用する。
【アジア大学選手権ロード出場選手の選考について】
本大会は 2015 年 7 月 24・25 日に開かれているアジア大学選手権ロードへの代表チーム選手選考大会の一つとなって
いる。
http://www.remus.dti.ne.jp/~jicf/ または http://jicf.info/category/renraku/ にある「第１回アジア選手権
ロードのご案内」のとおり 3 月 25 日までに本連盟に対し、アジア大学選手権ロードの代表選考に参加意志表示をした選
手が対象である。

第１6 回全日本学生選手権クリテリウム大会

特 別 規 則

第 1 条（競技）
1. 男子は完走周回数と、中間スプリントで与えられる得点を基に最終順位を決定する。周回数において同等の場合は、得点の
多寡による。周回、得点において同等の場合は、中間スプリントの勝数による。以上においても同等の場合は、最終スプリン
トの順位による。中間スプリントとして、男子予選は毎周回、男子決勝については２周回に１回、フィニッシュラインを通過した
先頭から５点
５点，
５点，３点，
３点， ２点を与える。最終ゴールは通常の２倍の得点を与える。
２点
2. 女子および男子クラス３決勝は、最終周回の着順によって順位を決定する。
3. 正式スタートは最初のコーナーを過ぎてからの移動審判の指示による。
4. 男子は予選各組上位 25 名が、決勝に進出する。なお、男子予選参加者が 70 名未満の場合は予選を行わない場合もある。
5. 飲食料の補給は認めない。

6. 代車・代輪の交換は、認められる事故の場合に指定されたピットにおいてのみ認められる。
7. ピット監察員によって確認された認められる事故の場合、最後の２周を除き１周のニュートラリゼーションが与えられる。
ニュートラリゼーション適用後最初の中間スプリントでは、ポイントを獲得することができない。
第２条（失格・棄権）
1. 原則として、先頭より 1/2 周回遅れた選手は失格とする。
2. 競技を中止した選手は、コースから出て、速やかにゼッケンを外すこと。
第３条（その他）
1. ジュニア選手のギア比の制限は行わない。
※なお、郵送での参加申込、大会運営などについての具体的なお問い合わせは、下記宛てにお願いいたします。
全日本学生選手権クリテリウム大会 事務局
〒6010-1101 京都市西京区大枝北沓掛町４－１０－５ 石井 洋 方 e‐mail hiro-i@st.ritsumei.ac.jp
TEL ０９０－８３８４－０７０４
注意：大会要項は諸事情により変更される場合があるので、
注意：大会要項は諸事情により変更される場合があるので、JICF
項は諸事情により変更される場合があるので、JICF ウェブサイトを随時チェックすること。
ウェブサイトを随時チェックすること。
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会 場 滋賀県東近江市栗見新田町 東近江ふれあい運動公園特設コース １周 2．0 ㎞（予定） 標高差 0m
大会主旨 本大会は、当該年度・日本学生自転車競技連盟（以下、「本連盟」という）に登記した全国の学生選手によるクリテリウ
ム優勝者を決める大会とする。
競技種目 クリテリウム 男子予選 20.0 ㎞（10 周） 男子決勝 40.0 ㎞（20 周） 男子クラス３決勝・女子決勝 24.0 ㎞（12 周）
参加資格 当該年度に有効な、（公財）日本自転車競技連盟（以下、「JCF」という）登録競技者のうち、本連盟加盟校の登記選手
とする。
参加申込
1.参加を希望する選手は、各大学単位で所定の様式に参加料振込用紙の控えの写しを添付して、大会事務局まで申し込むこ
と。参加料は、男子 1 名につき 4,000 円、女子 1 名につき 4,000 円とする。電子メールの到達を以て正式エントリーの受領とす
るが、同一の内容を郵送にて下記の大会事務局アドレス宛、期限内に送付すること。申込書式は、JICF ウェブサイトより入手
できる。
2.申込期限は４月 7 日(火)必着とする。 男子予選については、クラス１およびクラス２の選手のみエントリーできる。クラス３の
選手は男子クラス３決勝でのエントリーとする。なお、４月 18 日・19 日開催の全日本学生ＲＣＳ第１戦においてクラス２に昇格
した選手は自動的に男子予選にエントリーされる。女子は、すべての選手を受け付ける。申し込みは、hiro-i@st.ritsumei.ac.jp
にメール添付で申し込むこと。
3.参加料の送金は、４月 7 日（火）までに、下記の口座に学校単位で振り込むこと。送金名義人について、振込元に、学校名と
参加人数が分かるように記入すること。
京都中央信用金庫 桂坂支店 普通･0306883 口座名義 全日本学生選手権クリテリウム大会 事務局 石井 洋（イシイ ヒロシ）
4.一旦入金された参加料は如何なる理由があろうとも返金しない。正当な理由なき欠場者には参加料と同額のペナルティーを
課す。
選手受付
1.11 時 30 分から 12 時 30 分の間にライセンス（または、登録手続き中であることを証明する書類）を提示してゼッケンを受け取
ること。
2.選手は、競技開始 15 分前までにスタート・チェックシートに出走サインを自署すること。
賞典・式典
賞典： 男子決勝 優勝者：チャンピオンジャージ・賞状・賞品、第２－３位：賞状・賞品、第４－８位：賞状。
女子決勝 優勝者：チャンピオンジャージ・賞状・賞品、第２－３位：賞状・賞品。
男子クラス３決勝：優勝者－８位：賞状
表彰式： 上記対象者について、原則として決勝終了直後に、特設ステージにて行う。 クラス３決勝の出走者上位５％以内の
者はクラス２に昇格する。ただし、クラス３はロードレースシリーズのポイントは付与されない。
事故措置
1.競技中発生した事故等の処理は、JCF 競技規則第 6 条による。主催者にて応急処置の範囲の体制は準備するが、以降は各
自の責任と費用負担において対応のこと。
2.各選手は、各自の責任において傷害保険に加入し、健康保険証を必ず持参すること。
競技規則
JCF 競技規則による他、詳細は本大会特別規則を定め適用する。
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1. 男子は完走周回数と、中間スプリントで与えられる得点を基に最終順位を決定する。周回数において同等の場合は、得点の
多寡による。周回、得点において同等の場合は、中間スプリントの勝数による。以上においても同等の場合は、最終スプリン
トの順位による。中間スプリントとして、男子予選は毎周回、男子決勝については２周回に１回、フィニッシュラインを通過した
先頭から５点，３点，２点を与える。最終ゴールは通常の２倍の得点を与える。
2. 女子および男子クラス３決勝は、最終周回の着順によって順位を決定する。
3. 正式スタートは最初のコーナーを過ぎてからの移動審判の指示による。
4. 男子は予選各組上位 25 名が、決勝に進出する。なお、男子予選参加者が 70 名未満の場合は予選を行わない場合もある。
5. 飲食料の補給は認めない。
6. 代車・代輪の交換は、認められる事故の場合に指定されたピットにおいてのみ認められる。
7. ピット監察員によって確認された認められる事故の場合、最後の２周を除き１周のニュートラリゼーションが与えられる。
ニュートラリゼーション適用後最初の中間スプリントでは、ポイントを獲得することができない。
第２条（失格・棄権）
1. 原則として、先頭より 1/2 周回遅れた選手は失格とする。
2. 競技を中止した選手は、コースから出て、速やかにゼッケンを外すこと。
第３条（その他）
1. ジュニア選手のギア比の制限は行わない。

※なお、郵送での参加申込、大会運営などについての具体的なお問い合わせは、下記宛てにお願いいたします。
全日本学生選手権クリテリウム大会 事務局
〒6010-1101 京都市西京区大枝北沓掛町４－１０－５ 石井 洋 方 e‐mail hiro-i@st.ritsumei.ac.jp
TEL ０９０－８３８４－０７０４
注意：大会要項は諸事情により変更される場合があるので、JICF ウェブサイトを随時チェックすること。

