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第５６回中国地域自転車道路競走大会

令和３年度中国地域高等学校対抗自転車道路競走大会

監督会議資料

監督会議　１５：００～１５：３０　　奥出雲町サイクリングターミナル　１Ｆ大広間

１　参加県・参加校　１　参加県・参加校　１　参加県・参加校　１　参加県・参加校　

　　一般　　鳥取県・岡山県・広島県・山口県・島根県　　　　　　　　　　 ５県

　　高校　　岡山県・・・岡山工・興陽・水島工　　　 ３校

　　　　　　広島県・・・広島城北・広島市工・広島山陽・宮島工・崇徳 ５校

　　　　　　鳥取県・・・倉吉総産・倉吉西高・鳥取湖陵・倉吉東　　　　　　　　　４校

　　　　　　山口県・・・誠英　　　　　　　　　　 １校

　　　　　　島根県・・・出雲工・松江北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　あいさつ２　あいさつ２　あいさつ２　あいさつ

島根県自転車競技連盟会長　：　國谷成彦

　　　　  島根県高等学校体育連盟　自転車専門部　部長　：　佐々木雅典

３　優勝旗・優勝杯返還３　優勝旗・優勝杯返還３　優勝旗・優勝杯返還３　優勝旗・優勝杯返還

４　参加選手の確認４　参加選手の確認４　参加選手の確認４　参加選手の確認

５　競技について５　競技について５　競技について５　競技について

　　　コース　　　　さくらおろち湖自転車競技周回コース８６．１ｋｍ（１２．３ｋｍ×７周）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子３６．９ｋｍ（１２．３ｋｍ×３周）

　　　スタート位置　最前列を前年度８位までの選手。

一般 金田（鳥取）、皿谷・吉木（広島）、元山（山口）

高校 田村（崇徳）、福永（市立広島工）、釜田（倉吉総産）、

山内（興陽）、林原（倉吉東）、天野（広島城北）、上田（崇徳）

開催県はその後ろに整列。以後はフリーとする。　　　　

　　　　　　　交通規制を行うが、緊急車両が進入する場合がある。左側通行を走行する。

　　　スタート　　　一般　９：００スタート、　高校　９：０３スタート、　女子は高校の後方

                   スタートで、いずれも４ｋｍ地点までは、パレードスタートとする。

                  ①パレードスタートは審判長車を追い抜いてはならない。

                  ②正式スタート地点まではレッドフラッグで、正式スタート地点

                       でグリーンフラッグを出す。

　　　関門　　　　　自転車競技本部施設スタートフィニッシュ地点

　　　　　　　　　　①一般は８位選手から５分で打ち切りとする。

　　　　　　　　　　②高校生は１５位選手から５分遅れた場合打ち切りとする。

　　　　　　　　　　③一般・高校・女子選手間で共謀（追走、牽引）があった場合、

　　　　　　　　　　　　一回目警告、二回目失格とする。

　　　　　　　　　　④競技を終えた選手は計測チップを競技役員に返却する。

　　　補給            ①３周回完了前から６周回完了前を補給周回とする。

　　　　　　　　　       　フィニッシュ地点周回板の４、３、２、１周回

                      ②補給ゾーンはフィニッシュ地点前３００ｍから５０ｍ付近とし、

                      　　看板で表示する。

　　　　　　　　　　　③進行方向左側からの補給のみとする。　　　

　　　　　　　　　　　④機材補給も認める。　　　

　　　　　　　　　　　⑤移動機材補給

COM2、COM4、COM5は各県・各代表選手のホイールを搭載できる。

先行選手に対応するが、他県選手へ補給となる場合がある。

当日8：00までに各車両に相談して預ける。

一般と高校にニュートラルカー及びモトによるホイール補給がある。

RB-F-QR ・ RB-R11s-QR 　 

DBΦ160-F-Φ12*100 ・ DBΦ140-R11s-Φ12*142　

を配備するが十分ではない。

一般と高校のモト計４台にニュートラルカーによる補給がある。

ホイール仕様はニュートラルカーと同じ



　　　ユニフォーム    （公財）日本自転車競技連盟規則・全国高体連規則

　　　ギアチェック　　高校フィニッシュ後　フィニッシュ地点で　１５位までの選手

　　　　　　　　　　　高校女子　１０位までの選手

　　　フォトフィニッシュ　　　フォトフィニッシュは、コース左側から行う。

ボデーナンバーは左から写るように装着のこと。（下図）

女子はフィニッシュ時に一般及び高校と重なる場合は左側を走行すること。

　　　計測チップ　　　タイム計測は自動計測装置を使用し、前ホークに計測チップを装着する。

　　　　　　　　　　　レース終了後は大会本部へ返却すること。未返却の場合は実費を請求します。　

      その他　　　　　事故に備えて監督は本部施設付近で待機・応援すること。

      　　　　　　　　補給ゾーン以外での走行中の投げ捨てはペナルティーを科す。

６　タイムスケジュール６　タイムスケジュール６　タイムスケジュール６　タイムスケジュール

　　　夕食　　　　　　　１８：００～　　選手、監督　 各宿舎レストラン

　　　朝食　　　　　　　サイクリングターミナルは6：30～、多根博物館は6：45～です。

　　　　　　　　　　　　その他の宿舎は　６：００～ですが、 宿舎と相談してください。

　　　駐車場開門：　　　　６：３０～８：００　（選手・関係者・役員）一般観客は入場できません。

　　　サインシート：　　　８：１５～８：４５　さくらおろち湖自転車競技本部施設横芝生広場。

　　　スタート地点整列　　８：４５～　

　　　一般スタート　　　　９：００　

　　　高校スタート　　　　９：０３　　女子は高校の後方でスタート　

　　　表彰式　　　　　　１３：００ごろ予定　さくらおろち湖自転車競技本部施設広場

                               

７　その他  ７　その他  ７　その他  ７　その他  
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（競輪補助事業）

この大会は競輪の補助を受けて開催します。

https://jka-cycle.jp
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

名称名称名称名称 広報車 オープニング・モト１ コミッセールカー２

チーフ・コミッセール

カー1

モト２

ニュ－トラルカー1一

般

モト３ モト４ モト５

（区分）（区分）（区分）（区分） （共通） （一般） （一般） （一般） （一般） （一般） （一般） （一般） （高校）

氏名1氏名1氏名1氏名1 渡部　 豊(D) 谷口　武史 田中　謙治 高橋　真 三好　聡（D） 陰山 玄交 来須　幸二 小椋　多恵 見崎　仁郎

氏名2氏名2氏名2氏名2 - - 田中 修次(D) 日野広和(D) 福間　壮一郎 伊藤　秀治(D) - 見崎　通代

役割・位置・備考役割・位置・備考役割・位置・備考役割・位置・備考 広報 先導マーカー 代表ホイール＋水

コムモト兼BB・落車対

応

メイン集団の後方

RB-F-QR×3本

RB-R11s-QR×3本

DBΦ160-F-Φ

12*100

DBΦ140-R11s-Φ

12*142

落車対応

コムモト兼インフォモ

ト・落車対応

ニュートラルホイー

ル。・落車対応

RB-F-QR

RB-R11s-QR

DBΦ160-F-Φ

12*100

DBΦ140-R11s-Φ

12*142

高校COMモト、BB

10 11 12 13 14 15 16 17 18

名称名称名称名称 コミッセールカー４

高校・コミッセール

カー３

高校ニュートラルカー

２

モト６ モト７

女子オープニング・モ

ト８

女子コミッセールカー

５

アンビランス

（救護車）

サグワゴン

（区分）（区分）（区分）（区分） （高校） （高校） （高校） （高校） （高校） （女子・高校） （女子） （共通) （共通)

氏名1氏名1氏名1氏名1 永井　伸次 河田　拓也 西村　健太郎 西村 均 久篠　美佳 森脇　佐美一 山根　由美子 福場　咲枝 嘉本　翔

氏名2氏名2氏名2氏名2 佐々木　恒輔(D) 新井　嘉文(D) 大野　晴夫(D) - - - 岡田　真(D) 三島　邦治(D) 柳原　竜大(D)

備考備考備考備考 代表ホイール＋水

メイン集団の後方

RB-F-QR

RB-R11s-QR

DBΦ160-F-Φ

12*100

DBΦ140-R11s-Φ

12*142

落車対応

コムモト兼インフォ・落

車対応

ニュートラルホイー

ル。コムモト兼イン

フォモト。

RB-F-QR×2本

RB-R11s-QR×2本

ニュートラルホイー

ル。コムモト兼イン

フォモト。女子フィニッ

シュ後は追い上げて

高校に入る。

RB-F-QR

RB-R11s-QR

DBΦ160-F-Φ

12*100

DBΦ140-R11s-Φ

12*142

代表ホイール＋水

応急処置・収容・運

搬。女子フィニッシュ

後は後ろからの高校

を待って入る。

機材回収/落者対

応。女子フィニッシュ

後は後ろからの高校

を待って入る。



救急搬送先病院資料

施 設 名 町立奥出雲病院

住 所 〒６９９－１５１１

島根県仁多郡奥出雲町三成1622-1

電 話 番 号 0854-54-1122

施 設 名 雲南市立病院

住 所 〒699-1221

島根県雲南市大東町飯田96-1

電 話 番 号 0854-43-2390


