
第 82 回全日本自転車競技選手権大会ロードレース
兼 2013 年ロード世界選手権自転車競技大会代表候補選手選考参考大会

2013年 6月 22日（土）—23日（日）

大分県県民の森 平成森林公園周辺特設ロード・レースコース (15.0km/周)

主催：（公財）日本自転車競技連盟 共催：大分市 主管：大分県自転車競技連盟
後援：大分県 豊後大野市 大分県教育委員会 大分市教育員会 豊後大野市教育員会 公益財団法人 JKA 大分商工会議所 豊後大野市商工会

野津原商工会 （社）ツーリズムおおいた 大分市観光協会 豊後大野市観光協会 大分合同新聞社 NHK 大分放送局 (株)大分放送 (株)テレビ大分

大分朝日放送(株) 大分ケーブルテレコム(株) (株)エフエム大分 （一財）日本自転車普及協会 朝日新聞社 日刊スポーツ新聞社
協賛：（社）全国競輪施行者協議会 （公財）日本自転車競技会 （一社）日本競輪選手会 協力：大分県警察本部 大分南警察署 豊後大野警察署 大分市消防局 豊後大野市消防本部

Communiqué - 2

１. コミセール・パネル･メンバー

チーフコミセール 菊池  津根徳 UCI
コミセールパネル 森尻  展充 UCI
コミセールパネル 藤森  信行 UCI
コミセールパネル 岡和田 真治

コミセールパネル 山本 正英

２. ドーピング･コントロール･インスペクター （DCO）

リード DCO 中野 功一朗

DCO 倉光 千夏

DCO 安永 昭

DCO 西河 英隆

３. 肖像権についての同意書について

受付時に配布した「肖像権についての同意書」は，出走サインチェック時に提出すること．  

４. 補給について

フィニッシュ･ライン手前側，チーム駐車場近傍に補給ゾーンを設定し，表示する．各カテゴリの 3 周回完了

時（約 45km）より，最終回（残り約 15km）まで，補給ゾーンの右側からのみ補給を許可する．

補給員の制限については，ライセンス･コントロールあるいは監督会議（ライダーズ･ミーティング）時に，発

表する．

なお、レース中のゴミ捨てについて補給ゾーン前後の指定区間内で行うこと． それ以外のコースでのゴミ

捨てに対してはペナルティを科す．

補給ゾーンを含めて，コース上にゴミを散らかさないことを厳守すること．   

５. ジュニアのギヤ比制限について

ジュニアのギア比制限の確認については，出走サインチェック時に全員を対象に実施する．

上位 6 名（表彰状対象者）については，フィニッシュ･ライン先の左側にて再確認する．

６. 表彰式について

表彰式は，フィニッシュ後速やかに行うので，各カテゴリ上位 3 位までの対象者は表彰エリアにて待機する

こと．
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Communiqué - 3
平成 25 年 6 月 18 日

＜第82回全日本自転車競技選手権大会ロードレース＞

ドーピング検査について（コミュニケ）

1. 本競技大会は、「日本ドーピング防止規程」（以下、JADA Code）ならびに

財団法人日本自転車競技連盟競技規則集第 23 章ドーピング・コントロー

ル」（JCF 競技規則）に基づき、検査を実施いたします。

2. 検査対象競技者：出走した競技者全員が対象となります。競技途中で失格・

棄権となった競技者もドーピング検査の対象に含まれます。

3. 検査対象競技者への通知：以下に指定した掲示場所に検査対象競技者のゼ

ッケン番号を掲示します。あわせてシャペロンによる通知も行います。

4. 掲示場所および掲示のタイミング：検査対象競技者は、以下のタイミング

および場所で掲示します。ドーピング検査対象者の掲示を確認することな

く競技会会場を離れ、ドーピング検査に対応する事ができなかった場合に

は、ドーピング防止規則違反と判断され、制裁を受けることになります。

掲示のタイミング

先頭の競技者（ライダー）がゴールする前に

以下の指定場所へ掲示をします。

掲示場所（複数の場所に掲示しています）

・メインコミュニケボード （メインインフォメーション付近）

・フィニッシュライン付近
・ドーピング検査室前 （のつはる少年自然の家 宿泊棟２階研修室）
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5. 検査実施場所：ドーピング検査室設置場所は、上記ドーピング検査対象者

の掲示とともに掲示します。

6. ドーピング検査室への出頭：検査対象となった競技者は、検査対象者の掲

示確認後可能な限り速やかにかつ競技会終了後 30 分以内に、ドーピング検

査室に出頭してください。その際、写真付身分証明書（例：写真付ライダ

ーズライセンス、運転免許証、パスポートなど）を持参してください。

7. ドーピング検査対象者の掲示がなされていない場合には、ドーピング検査

は実施されません。ドーピング検査対象者の掲示がなされているか否かは

メインコミュニケボードで確認してください。

8. 摂取医薬品リスト提出：受付（ライセンスコントロール）、本監督会議（ラ

イダーズミーティング）時に受領した摂取医薬品リストは、競技参加前に

記入し、出走サインをする際に提出してください。薬物の使用が無い場合

でも“なし”と記入し、提出してください。提出の際は、競技者に連絡のつ

く連絡先を必ず明記してください。
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摂取医薬品リスト （国内大会用）  (JCF 規則第 99 条 31.)

競技大会名
第82回全日本自転車競技選手権大会ロードレース

競技大会日 平成 25 年 6 月 日 カテゴリー （             ）

チーム名

チームドクター名

レースのスタート前 72 時間以内に，下記の競技者が，以下に示す医薬品を摂取し，あるいは，

下記の治療を受けたことを申告する:

競技者 医薬品または治療（用量および製造業者を示す）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

チーム責任者氏名並びに署名（この書類に関する責任者）

日 付                       

氏 名                           署 名                       

チーム責任者携帯番号    -     -    

注意 ： そのレースに参加するチーム／クラブのすべての競技者を列挙し，該当しない場合には，

"none" （なし）と記載してください


