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COMMUNIQUÉ 1-1 

 
OFFICIALS/大会役員 

 

 
 

 

  

President of Commissaires Panel 久保 国恵 (JCF）

Member of Commissaires Panel 宮城 力（JCF） 白石 角也（JCF） 岩佐 千穂（JCF)

Secretary 藪下 基（岐阜）

Finishing Judge 白石 角也（JCF） 後藤 喜隆（岐阜）

高木 朋治（岐阜） 辻 正明（岐阜）

Lap /Time keeper 加藤 明人（愛知） 浅井 靖夫（愛知）

Usher/80% 岩佐 千穂（JCF) 伊左治 真司（愛知）

神戸 逸史（愛知） 福手 功樹（岐阜）

80% zone 和田 修（岐阜） 野村 武彦（岐阜）

Pit 宮城 力（JCF） 高木 浩志（岐阜）

中川 有吾（愛知）

計測 脇田 哲志（WAKITA Soft）

Technical Delegate 三船 雅彦（JCFシクロクロス部会）

Medical 日比 亨（三重） 伊神 和史（岐阜）

関 このみ（愛知）

新型コロナウイルス感染症対策担当 日比 亨（三重）

リードDCO 齊藤 直人

   DCO 落合 公也 齋藤 怜子 小川 敦 新井谷 里奈

NF-REP 政田 一樹

MC 丸山 由起夫

JCF シクロクロス部会 三船 雅彦 古原勝己 田中比呂喜 横野明子

JCF 事務局 佐藤勝喜 貝塚直子 黄 稟彧

総務委員⾧ 山田 冨美雄（岐阜）

主管代表 蜂須賀 智也（東海シクロクロス実行委員会）

NF広報 織田 達 中村賢二 井上大平

大会当日連絡先：090-9935-1103（総務/山田）

 ※欠場・会場での体調不良者の発生などの報告は上記連絡先まで
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COMMUNIQUÉ 1-2 
 

Doping Control（ドーピング検査） Communiqué 

 

1. 本大会は、日本アンチ・ドーピング規程（Japan Code）により検査を実施する。 

2. ドーピング検査は、スタート地点に近くに準備するJADA車両を使用し行う。 

3. 2022年4月14日に改定されたUCIアンチ・ドーピング規則により、検査対象競技者の掲示は、一切行

わない。対象者への通告はDCOまたはシャペロンによってのみ行われる。 

4. 検査対象となった競技者は、DCOまたはシャペロンに通知され次第、可能な限り速やかにドーピン

グ検査室に到着しなければならない。その際に、写真付ライセンスまたはその他の写真付き身分証明

書を忘れず持参すること。 

5. 検査対象の選手は、表彰式への参加、メディア対応、同伴者または通訳との合流などの合理的な理由

によりDCOまたはシャペロンの許可を得た場合は、ドーピング検査室への到着を遅らせるまたは一

時的に検査室を離れることできる。しかし、DCOまたはシャペロンの許可なくドーピング検査室へ

の到着が遅れる、または離れた場合にはアンチ・ドーピング規則違反と判断される可能性がある。 

6. 「使用医薬品等に関する調査」ご協力のお願い 

本年度から上記調査を行っていますので、ご協力をお願いいたします。詳細については、次ページ

をご覧ください 

 

 

 

本大会ドーピング検査に対する参加者のご協力をお願い申し上げます。 

JCF アンチ・ドーピング部会 

NF-Rep 政田一樹 
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日本自転車競技連盟 登録競技者 各位 

 

 

【調査依頼】「使用医薬品等に関する調査」ご協力のお願い 

 

 

日本自転車競技連盟               

医事委員会アンチ・ドーピング部会 

問合せ先：kusuri@jcf.or.jp 

 

 

日頃はアンチ・ドーピング教育啓発事業にご協力頂きありがとうございます。 

2022 年度より、医事委員会アンチ・ドーピング部会では、選手の医薬品ならびにサプリメントの使用

動向を把握し、適切な医薬品等の使用についての指導を目的に、アンケート調査を実施することに致し

ました。本調査結果は日本自転車競技連盟個人情報保護管理規則に基づいて適切に取り扱います。 

 2022 年度アンケート調査は 2022 年 4 月から 2023 年 3 月まで実施しますので、随時、ご回答頂けます

ようお願い致します。所要時間は 10～15分程度です。 

また、薬やドーピングに関するご質問についても適宜回答させて頂きますので、アンケート調査にご記

入ください。 

アンケートへの参加は任意ですが、可能な限りご協力くださいますようお願い致します。 

 

＜アンケート調査回答＞ 

 以下の URL もしくは QR コードからアクセスしてください。 

 

https://forms.gle/FVJoESd9NtfToWvB8 
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COMMUNIQUÉ 1-3 
 

General Information/一般情報 

 

1. チームマネージャーズミーティングについて 

(1) 1月14日（土）18:00より開始（10分前よりアクセス可能） 

(2) 1月15日（日）に出走する全ての競技者またはその代表者（監督）は必ず参加すること。 

(3) 利用するオンライン会議ツールはZoom 

(4) スマートフォンやタブレット利用の場合は事前にアプリをダウンロードしておくことを推奨する。 

ダウンロードページ：https://zoom.us/download 

(5) アクセスURL、ミーティングID、パスコードはエントリー時に登録された代表者E-mailアドレスへ1月6

日にメールにて通知する。E-mailアドレスの不具合等により受信できない場合はライセンスコントロール

時に情報を入手する事が出来る。 

※会議参加時は表示名を「カテゴリー_ゼッケン番号_名前」に設定すること 

例：WE_30_鈴木 良子 

 

2. チームピットパスの受け取りについて 

(1) ピットパスは実施要項の通り事前登録されたスタッフに対してライセンスコントロール時に配布する。 

(2) ピットパスは実施カテゴリー毎に下記表の通り運用する。 
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3. 第28回全日本自転車競技選手権大会シクロクロスコース概念図（全カテゴリー共通） 

コースプロフィール：周⾧2500ｍ スタート区間300ｍ 標高差 15ｍ 

 

 

4. 会場利用時の注意事項（下記エリア別会場図も参照のこと） 

(1) 会場内はブースエリア以外火気使用禁止となります。 

(2) 無料テント設置エリアにテントを設置する際はウインドサーフィン、SUPなどの利用者にご迷惑を掛け

ないようお願い致します。 

(3) 会場は強風が吹くためテント設置の際はお気を付けください。トラブルがあった場合に大会側は一切の

責任は負いかねますのでご理解のほどよろしくお願い致します。 

(4) 大会会場は、日本に３か所しかない河畔型砂丘『祖父江砂丘』です。希少な植物や砂丘を保全するた

め、禁止エリアでの自転車進入は絶対にしないようお願いします。 

(5) 開門は、午前6時10分です。開門前の待機は他の通行の障害となりますご遠慮ください。 

(6) 駐車場でのローラーアップは、禁止します。駐車場以外で行ってください。 

(7) 会場近くに、絶滅危惧Ⅱ類の「ビロードテンツキ」の植物があります。ここへは、絶対に入らないでく

ださい。場所は会場にて、掲示しています。 

(8) 水上バイク、ウインドサーフィン等の利用者様様に、河畔駐車場の一部を占有しますので、駐車場警備

員の指示に従ってください。 

(9) 公園内は徐行(10km/h以下)で運転お願いします。 
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(10) 会場には多くの方が来場するので、サイクリストとしてモラルをもって行動してください。 

(11) 来た時よりも美しく！ 

 
 

 

5. 新型コロナウイルス感染症対策 

(1) 会場内ですべての関係者・参加者はマスクを着用し、受付時など順番待ちの列では十分な間隔を空ける

ようにする。こまめに手洗いアルコール消毒を行う。競技選手は走行中以外にマスクを着用すること。

大声発声をしないこと。 

(2) 体調不良・発熱のある者は来場しないこと。 

(3) 感染防止ガイドラインを参照し自ら感染予防に努める事。 

https://jcf.or.jp/download/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80

%e8%a7%a3%e9%99%a4%e5%be%8c%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%82%ac%

e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b320210905/?wpdmdl=68514&refresh=614

982c67da0b1632207558 
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7. その他 

(1) ボディーナンバーを留める安全ピンは各自でご用意ください。また脱落しない様にしっかりと取り付け

をお願いします。 

(2) ワイルドネイチャープラザ周辺道路工事に伴う進入経路について 

ワイルドネイチャープラザ周辺道路工事に伴う通行止めにより、 令和5年1月6日～令和5年3月31日の

期間（予定）、南側から公園に出入りできません。北側からは出入りが可能ですので、こちらをご利用

ください。  

 

以上 


