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平成２３年度全国高等学校選抜自転車競技大会 

＜参 加 案 内＞ 
平成２３年１２月１１日 

（財）全国高体連自転車競技専門部 

 

１ 受付について 

（１）選手受付  

日時：３月２２日（木） ９：００～１１：００ 

   場所：北九州市メディアドーム 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（２０１１年ＪＣＦ登録証）は、学校単位で提出して下さい。 

② 大会で着用するユニフォームを持参して下さい。  

（２）配布物 

①ＩＤカード    監督、引率教諭、コーチ、メカニシャン、選手 

          ※公式プログラムに記載されている者のみが対象です。 

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  赤文字 （白地） 

         ロード競技  男子  黒文字 （黄地） 

                 女子  黒文字 （桃地） 

   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  黒文字 （黄地） 

⑤フレームプレート 

⑥ロード用計測チップ 

⑦ヘルメットカバー （女子 個人ロード・レース） 

 ※ フレームプレート・チップ・女子ロードのヘルメットカバーはレース終了後、 

大会本部に返却して下さい。 

（３）選手変更・欠場申請書、引率責任者・監督・コーチ変更申請書、プログラム記

載事項訂正申請書、その他申請書類は専門部ホームページからダウンロードし、

選手受付時に提出して下さい。 

  

２ 監督会議について 

（１）日時：３月２２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ないます。 
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３ 開会式について 

（１）日時：３月２２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）へは必ず参加して下さい。参加者の義務です。 

 

４ 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）服装：登録されたユニフォームとする。 

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って下さい。 

 

５ ロード・レース表彰・閉会式について 

（１）日時：３月２５日（日） １２：００～ 

（２）場所：菊鹿公民館 

（３）服装：入賞者は登録されたユニフォーム、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。 

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って下さい。 

表彰式・閉会式会場は土足禁止となっています。スリッパ等をご持参願います。 

 

６ メディアドームの使用について 

（１）駐車場について 

① 駐車証については監督会議の際に「選手・監督用駐車証」を各校２枚配布しま

すので、ダッシュボードの見える場所に置いて下さい。 

② ３月２１日のメディアドーム駐車場は１１：００～１８：００まで駐車券無し

で利用できます。 

③ ＨＰの案内図をご覧いただき、指定駐車場を利用して下さい。 

④ 係員の誘導に従い、その他の場所や路上には絶対駐車しないで下さい。 

（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ます。 

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します。 

③ 立入禁止区域を設けています。 

④ 選手ピットはアリーナに各都道府県単位で指定しています。  

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します。 

⑥ 女子の更衣はアリーナ内更衣スペース（４コーナー下付近）を利用して下さい。 

⑦ ID カードを持たない方、応援の方はホーム側メインタンドをご利用下さい。 

  メインスタンドへは、建物の外からの入場になります。 

   ⑧ メインスタンド及びロールバック席での飲食は禁止します。 

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）になります。 

  ⑨ 夜間はドーム全体を施錠します。（器材は自己責任で管理して下さい。） 
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７ トラック練習について 

（１）練習時間  

   ３月２１日（水）開場１３：００ 

          １３：００～１７：００ （フリー） 

   ３月２２日（木）開場 ９：００ 

９：００～ ９：２５（女子） 

９：３０～１０：１０（３班 関東・北海道ﾌﾞﾛｯｸ） 

（４班 四国・中国・北信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

１０：１５～１０：５５（１班 近畿・九州ﾌﾞﾛｯｸ） 

（２班 東北・東海ﾌﾞﾛｯｸ） 

１１：００～１１：４０（３班 関東・北海道ﾌﾞﾛｯｸ） 

（４班 四国・中国・北信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

１１：４５～１２：２５（１班 近畿・九州ﾌﾞﾛｯｸ） 

（２班 東北・東海ﾌﾞﾛｯｸ） 

１２：３０～１２：５０（女子）            

  ３月２３日（金） 開場 ７：００               

                      ７：２０～ ７：４０（１班 近畿・九州ﾌﾞﾛｯｸ） 

            ７：４５～ ８：０５（２班 東北・東海ﾌﾞﾛｯｸ） 

            ８：１０～ ８：３０（３班 関東・北海道ﾌﾞﾛｯｸ） 

８：３５～ ８：５５（４班 四国・中国・北信越ﾌﾞﾛｯｸ） 

９：００～ ９：２０（女子）                         

３月２４日（土）開場  ７：００ 

                        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、監督またはコーチが選手とともに入

場すること。 

（３）練習の入退場について 

入場→ホーム側のみ  退場→バック側のみ 

※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です。 

（４）練習中の接触・落車等による器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２１日（水）は会場設営及び走路の周長測定のため、練習を中断していた

だくことがあります。 

 （６）３月２０日まではメディアドームでの練習はできません。 

 

８ ロード・レース会場について 

（１）駐車場について 

①  駐車証はトラック会場と共通です。ダッシュボードの見える場所に置いて下

さい。 

②  ＨＰの案内図をご覧いただき、指定駐車場を利用して下さい。 

③ 係員の誘導に従い、その他の場所や路上には絶対駐車しないで下さい。 

（２）コース試走について 

① 一般公道ですので各校監督の責任のもと交通規則を遵守し、コース状況を確認  

して下さい。 
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② 試走中の事故等のトラブルは、当事者同士で解決して下さい。 

③ 選手間の接触・落車等による器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・レース中を含めゴミの投げ捨て等を禁止します。 

 

９ 宿泊関係について 

（１）貴重品管理は各校の責任でお願いします。 

（２）宿舎内の備品・器物の破損や紛失のないよう充分注意して下さい。 

（３）宿舎内は、レーサーシューズでの歩行は厳禁です。 

（４）宿舎での自転車保管については、宿舎と調整して下さい。 

※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です。 

（５）常に整理整頓を心掛けて下さい。 

 

１０ 荷物輸送について 

（１）荷物を送る場合は、事前に宿舎と調整して下さい。 

（２）競技会場（トラック・ロード会場共に）での、荷受は受付けません。 

（３）競技終了後の荷送りについては下記の通り対応予定です。 

   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 ２３日１５：００～、２４日終日 

 ロード会場：あんずの丘 売店横 

 受付１４：００まで  

                   

１１ 昼食弁当の配布について 

   トラック会場  

３／２１（水）ＪＲ九州旅行にご確認下さい。 

３／２２（木）～２４（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 

ロード会場 

 ３／２４（土）１０：００～１１：３０ 

３／２５（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、弁当の空きガラは、 

１３：３０まで、配布場所で回収します。 

 

１２ 自転車格納について 

（１）トラック競技会場 

  北九州メディアドーム アリーナ内 （３月２１日～２４日） 

※車立て等は準備しておりませんが、各都道府県指定ピットに保管可能です。 

（２）ロード競技会場 

  各校責任のもとで保管して下さい。 

※機材紛失等のトラブルについて大会本部では責任を負いません。 

 

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
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し、関係者が同行して下さい。 

（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ます。） 

 

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 

   山鹿市立病院  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設けておりません。 

 詳細は宿泊の案内をご覧下さい。 

 

１５ その他 

（１）参加選手には３月２２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

ています。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医務室に

申し出て下さい。 

（２）トラック競技期間中、アリーナ内において九州共立大学アスレチックトレーナ

ーのサポートを受けることができます。（予定） 

（３）選抜大会に関する情報・連絡事項は、専門部ＨＰをご利用下さい。 

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

（４）連絡先  

大会本部  【（財）全国高体連専門部 事務局】 

TEL０９０－４９７５－０１３２ 《大会期間中のみ》  

         宿泊関係 

トラック会場 【ＪＲ九州旅行：永江、勝良、実藤】 

TEL ０９３－５６２－３０９１  FAX ０９３－５６２－３００８ 

ロード会場  【名鉄観光：野田、堀川、服部】 

TEL ０９６－３５４－４３５１ FAX ０９６－３５４－４３５９ 


