２０２０ＪＣＳＰＡジュニアサイクルスポーツ大会 全国大会
令和２年度 全国高等学校総合体育大会自転車競技大会中止に伴う全国大会
ver.20200824

実 施

要

項

１．主

旨

サイクルスポーツを日本のメジャースポーツ・文化にする為、次世代の自転車競技選手
発掘・育成を通じ、競輪場を自転車競技の普及拠点として広く発信する

２．主

催

一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会【JCSPA】
公益財団法人 日本自転車競技連盟【JCF】

３．後

援

公益財団法人 全国高等学校体育連盟

４．主

管

公益財団法人 全国高等学校体育連盟自転車競技専門部

５．協

賛

大塚製薬株式会社、株式会社クレーマージャパン、株式会社オージーケーカブト、
株式会社リキデン、株式会社岩井商会、株式会社ミクシィ、株式会社 MLJ、
クラブコング株式会社、西鉄旅行株式会社、前田製菓株式会社 他

６．協

力

京都府自転車競技連盟、
（一社）日本競輪選手会・京都支部、
近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部、ジャパンサイクリングアカデミー株式会社

７．会

場

京都向日町競輪場（周長４００ｍ）

８．期

日

令和 2 年９月１１日（金）～１３日（日）
（３日間）
【第 1 日目】9 月 11 日（金）
◎団体種目出場チーム
公式練習 １１時００分～１２時００分
選手受付 １２時１５分～１２時４５分
監督会議 １３時００分～１３時３０分（団体種目および個人種目に関する内容）
競
技 １５時００分～１６時２０分
◎個人種目出場チーム
公式練習 １２時００分～１４時３０分（団体種目に参加しないチーム対象）
選手受付①１１時４５分～１２時１５分（南関東・四国・九州）
②１２時４５分～１３時１５分（中国・北信越・東海・近畿）
③１３時１５分～１３時４５分（北海道・東北・北関東）
監督会議 １６時４５分～１７時１５分（個人種目に関する内容）
◎競技役員打ち合わせ
１３時４０分～１４時２０分
【第２日目】9 月 1２日（土）
競技役員打合せ ８時００分～
競
技
９時００分～１７時１５分
【第３日目】9 月 1３日（日）
競技役員打合せ ８時００分～
競
技
９時００分～１３時０５分

９．競技種目

男子（個人種目）
(1)1km ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ (2)スプリント (3)ケイリン (4)3km ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ
(5)スクラッチ (6)ポイント・レース
男子（団体種目）
(1)チーム・パーシュート【TP】

(2)チームスプリント【TSP】

女子（個人種目）
(1)500m ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ (2)2km ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ (3)ケイリン（ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ）
１０．競技規則

（公財）日本自転車競技連盟競技規則２０２０年版および大会特別規則に則り競技を実施
する。

１１．引率責任者・監督・チームサポート
（公財）全国高等学校体育連盟主催大会に準じる
(1)引率責任者は、校長の認める学校の職員とする。校長から引率を委嘱された「部活
動指導員」
（学校教育法施行 規則第 78 条の 2 に示された者）も可とする。
(2)監督は、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、加盟校名簿に記載
されており、傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険等)必ず加入することを条件と
する。
(3)引率責任者が監督を兼ねる場合はチームサポート（校長が認める加盟校名簿に記載
された指導者及び生徒)を起用することができる。その際、正選手が 3 人以上の場合
は 1 名、5 人以上の場合は 2 名起用できる。
(4)男女の引率責任者および監督・チームサポートは兼任することができる。
１２．参加資格

次にあげるすべての条件を満たす者。
(1)（公財）日本自転車競技連盟 2020 年競技者登録者。
(2)令和２年度（公財）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部加盟校所属・登録選手。
(3)令和元年度第 43 回全国高等学校選抜自転車競技大会実施要項に基づき、同大会参加資格を有していた者。

１３．参加制限

(1)個人種目については、令和元年度第４３回全国高等学校選抜自転車競技大会の出場
資格を得ていた種目にエントリーできる。補欠の起用はできない。
(2)男子ロードのみ参加資格を得ていた選手は、スクラッチまたはポイント・レースに
エントリーできる。
(3)女子でケイリンまたはスクラッチの 1 種目のみに参加資格を得ていた選手は、
500m ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙまたは 2km ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄのいずれかにエントリーでき
る。また、同一校からの同一種目参加人数制限は設けない。
(4)団体種目については、各校１種目のみエントリーできる。ただし、「１１．参加資格」
を満たした者のみでチーム編成すること。
(5)女子ケイリン（ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝ）は、本大会 500m ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ結果を基に、成績上位６名を
選抜して実施する。ただし、女子ケイリンへのエントリーを希望しないものは除外
し、出場者の繰り上げをおこなう。

１４．参加申込

(1)申込方法
学校毎に取りまとめ学校長公印を押印した原本を JCSPA 事務局へ郵送すること。
また、電子データをメールにて送信すること。
(2)送付先
原本送付先 〒102-0071 東京都千代田区富士見 2 丁目 4 番 11 号
（一財）日本サイクルスポーツ振興会
２０２０ＪＣＳＰＡジュニアサイクルスポーツ大会 全国大会事務局
電子データ送信先 hs.cycling.touroku@gmail.com
(3)提出期限
参加申込原本
令和２年８月１７日（月）
電子データ
令和２年８月１４日（金）

１５．参 加 料

(1)金額
個人種目 4,000 円 団体種目 12,000 円（ＴＳＰ） 16,000 円（ＴＰ）
(2)納入
参加料については、指定口座への振込とする。
(3)振込先
北陸銀行 木田支店（４０５） 普通６０４６９１０
全国高校自転車競技大会実行委員会
(4)納付期限 令和２年８月３１日（月） 着金

１６．表

彰

個人種目および団体種目の第１位にはチャンピオンジャージ・メダル・賞状を、第２・
３位にはメダル・賞状を第４位から第８位には賞状を授与する。
なお、コロナ感染拡大予防に配慮した形で表彰を行う。

１７．宿

泊

(1)大会期間中の宿泊は、コロナ対策の関係から必ず指定された旅行業者に申し込み、指
定された宿舎に宿泊すること。（別途案内）
※指定宿泊期間：令和２年９月１０日（木）～１３日（日）
(2)宿泊・昼食については「宿泊・弁当の案内」（別途）に基づき、参加校単位で申し込むこと。

１８．連絡事項

(1)引率責任者は、選手の全ての行動について責任を負うものとする。
(2)競技中の疾病および負傷については、主催者側で応急処置をするが、その後の治療
費については初診料より本人負担となるため、必ず健康保険証等を持参すること。
(3)競技中および練習中の事故については、原則として、主催者側はその責任を負わな
い。また、不可抗力の事故に対しての賠償責任は認めない。

(4)本大会は晴雨にかかわらず実施するが、天候等の影響で内容変更する場合がある。
(5)本大会参加にあたって体調管理は各自の責任において行うこと。
(6)予定通り開催、無観客で開催、中止を 9 月 4 日（金）に決定する。ただし、その後
の社会情勢によっては、開催の中止もあり得る。
(7)開催が中止となった場合でも個人種目参加料については返金しない。その場合、大
会プログラム、ゼッケン、参加賞を送付する。なお、団体種目参加料については、
振込手数料などを差し引き返金する。
(8)今後、諸事情で運営について変更となる場合があるので常に最新版を（公財）全国
高等学校体育連盟自転車競技専門部ＨＰおよび大会 Facebook を確認すること。
１９．個人情報の取扱い
(1)大会プログラムに掲載される。
(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る。
(3)競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。
(4)中継または録画で放映されることがある。
(5)別途、テクニカルガイドに掲載の個人情報取扱規程に準ずる。
２０．肖 像 権

(1)主催者、実行委員会より認められた報道機関等が撮影した写真が、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る。
(2)主催者、実行委員会より認められた報道機関等が撮影した映像が、中継または録画
で放映されることがある。また、ＤＶＤ等に編集後、配布されることがある。

２１．競技結果

(1)競技結果の張り出し等は行わない。Web 上で公開する。
(2)主催者、実行委員会により認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホー
ムページで公開されることがある。
(3)競技結果の速報を（公財）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部記録速報 twitter
で配信するがあくまでも、速報であり訂正される場合がある。
https://twitter.com/hscyclingresult/

２２．映像配信

京都向日町競輪場 youtube チャンネルにて Live 配信を行う。
https://www.youtube.com/channel/UCdBuL72WRnKDIvAekxS2NxQ

２３．観戦者対応

(1)観戦については、事前申請した参加選手の保護者・親族のみとするが、できるだけ
選手１名に付き２名までとする。
（体調管理表兼観戦に関する同意書の提出を義務付
ける。
）
(2)体調管理表兼観戦に関する同意書と引き換えに観戦券を発行する。観戦券の無い者
は観戦できない。
(3)現段階では(1)の対応であるが、無観客での開催となる場合もある。
※ 競輪場の入場に際してマスク着用を義務付け、サーモグラフィカメラによる検温
を実施する。

２４．視察者対応

(1)主催者が認める大会視察者を事前申込にて受け付ける。
主な視察受入れ関係者：大会協賛各社、自治体関係者、大学関係者
(2)視察観戦に関する同意書の提出を義務付ける。
(3)視察者は主催者が認める場所のみで観戦が出来る。選手ゾーン・観戦者ゾーンに立
ち入ることはできない（別途、視察者案内を参照）

２５．新型コロナウイルス感染症予防対策
(1)京都向日町競輪場および（公財）日本自転車競技連盟が定めるガイドラインに則り
対策を行う。
（詳細はテクニカルガイド新型コロナウイルス感染予防対策に記載。
）
(2)大会に参加するすべての関係者（選手・引率責任者・競技役員・観戦者）は大会２
週間前より検温を実施し、体調管理表を提出するものとする。
(3)大会終了後、参加者から感染者が発生した場合は、参加者の症状確認および保健所
などの聞き取りに協力する。
(4)参加選手および観戦者は主催者が指定した場所以外は立ち入らないこと。
(5)参加選手は走行中以外はマスクを着用し、こまめに手洗いアルコール消毒を行う。
(6)体調不良・発熱がある者は入場を認めない。
２６．連 絡 先

(1)【総合的な問合せ】
（一財）日本サイクルスポーツ振興会
〒102-0071 東京都千代田区富士見 2 丁目 4 番 11 号
MAIL info@jcspa.or.jp
担当者名 多田、吉澤

(2)【学校からの問い合わせ、エントリー・競技運営に関する問い合わせ】
（公財）全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 事務局長 阿部貴宏
〒157-0066 東京都世田谷区成城９丁目２５番１号
TEL 080-2171-0430 FAX 03-6667-5415
MAIL hs.cycling.jimu@gmail.com
２７．そ の 他

現地交通機関については、京都向日町競輪場ＨＰを参照のこと。
http://www.mukomachikeirin.com/
大会 Facebook ページ：https://www.facebook.com/JCSPAJr.cycle

この大会はＪＫＡ公益補助事業として競輪の補助金を受けて実施しております。

