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3rd Tour de Tochigi 
第3回ツール･ド･とちぎ 

 
【EVENT DIRECTOR / 大会ディレクタ】 

KIDANI Tatsuo / 喜谷 辰夫 
 

【RACE DIRECTOR / レース・ディレクタ】 
ONOGUCHI Hiroaki / 小野口 裕朗 

 

【President of Commissaires’ Panel / チーフ・コミセール】 
LOHITNAVY Nuthapong (THA) / ロヒトナヴィ・ナタポン 

 

【Member of Commissaires’ Panel / コミセール・パネル・メンバー】 
MATSUKURA Nobuhiro / 松倉 信裕, MORIJIRI Hiromichi / 森尻 展充 

 

【Doping Control NF Representative /･ドーピング･コントロール･NF 代表（NF Rep.）】 
HONDA Shoji / 本田 昭二 

 

【Doping Control Officer /･ドーピング･コントロール･オフィサー（DCO）】 
SATO Takahide / 佐藤貴英, FURUKAWA Masataka / 古川雅貴, Otsu Shigeo / 大津成夫 

 
【START / スタート】 
1. The starting time of stage 1 (22nd March) is 13:40 

The starting time of stage 2 (23rd March) is 10:00. 
The starting time of stage 3 (24th March) is 10:00. 
ステージ 1 (3 月 22 日)のスタート時刻は 13 時 40 分である. 
ステージ 2 (3 月 23 日)のスタート時刻は 10 時 00 分である. 
ステージ 3 (3 月 24 日)のスタート時刻は 10 時 00 分である. 

 
2. After the ceremonial start of each stage, the race must be neutralized until the real starting point (0 KM Mark). 

Stage 2: 2.3 km point from ceremonial start 
Stage3: 3 km point from ceremonial start 
各ステージスタート後，正式スタートまでの区間は，特に交通の安全を図るためパレード走行とする． 
ステージ 2: セレモニースタートから 2.3 ㎞ 
ステージ 3: セレモニースタートから 3 ㎞ 

 

 
3. Honorary starters for each stage are as follows: 

各ステージにける名誉スタータは以下の者が務める． 
 

Stage 1: Mr. ISHIZAKA, Shinichi, The Mayor of Moka city 
Stage 2: Mr. MURAKAMI, Masayuki, The Superintendent of education of Yaita city 
Stage 3: Ms. KAWAMATA, Junko, The mayor of Nasu-karasuyama city 
第1ステージにおいては，真岡市長 石坂 真一 氏 
第2ステージにおいては，矢板市教育長 村上 雅之 氏 
第3ステージにおいては，那須烏山市長 川俣 純子 氏 

 
【TEAM CARS / チームカー】 
4. Each team can display on two whiteboards in their designated positions attached to the both sides of rear doors 

of the team car, other than the team name and other information displayed by the organizer. 
主催者が貸与するチームカーには，主催者が表示するチーム名と車列番号の表示の他，各チームは後ろドア両側

の指定した部分を利用できる． 
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5. The team car must be refuelled at designated gas stations only with the refuelling cards (Gasoline Coupon), 
which will be given out beforehand. 
チームカーの燃料補給は，予め配付された給油券を使用し，指定給油所で行うこと． 

 
 
6. When driving in the race convoy and parking at the starting/finishing area, all drivers in charge must respect 

instructions of race administration and commissaires, officials and organizing persons. When vehicles are 
parked at designated starting position for motorcade, the drivers shall not leave these vehicles. 
In the event of disregard of these instructions, 6.3 of article 2.12.007 of the UCI regulation are applied and are 
assigned to a penalty. 
レース車列内での車両の運行，スタート／フィニッシュ・エリアでの駐車については，競技運営上の指示や，コミセー

ル，役員，運営担当者からの指示を尊重しなければならない．スタート時の車列内指定場所に車両を停めたなら，そ

の運転者は車両を離れてはならない． 
この指示に従わない場合は，UCI 規則 2.12.007 の 6.3 項が適用され，ペナルティが科せられる． 

 
7. All radio equipments of the team cars lent from the organizers should be removed at the parking lot of Kiyohara 

central park, the finishing area of Stage 3，Moka, on 25th March.  
主催者が貸与するチームカーの無線を，3 月 24 日，ステージ 3 のフィニッシュ地点，足利総合運動公園駐車場にお

いて取り外す． 
 
【ASSISTANCE / 補給】 
8. Supply of refreshments in massed start stage.  

各ステ―ジにおける飲食料の補給について 
 

The other regulations besides Article 11 of the Specific Regulations are the follows 
大会特別規則第 2 部競技事項第 11 条の規定の他は次の通りとする． 
 
* The order at the feeding zone is free, however team personnel shall comply instructions by officials. 
* Feeding staff of each team shall receive AD cards from the headquarters. The feeding staffs are no more 

than two for each team. 
* The feeding staff must carry their AD card when they go to the feeding zone by the bus from the starting 

area of each stage. If staff cannot go to the feeding zone by the bus prepared by organizer by any reasons, 
the staff must inform the headquarters it. 

* The bus starts on each stages as below; 
24th March. STAGE 3: 

 9:40 Start from “Nasu Sports Center” to “Awano Athletic Park”, Kanuma-city. 
* The official from headquarters will check the AD card at the feeding zone. 
* At the feeding zone, there is not water bottle supply from the organizer. 
* Abolition after feeding shall be done in the designated “feed zone” and “Green Zone (=waste zone)” only, in 

accordance with UCI 2.2.025. 
* During Stage 2, feeding from team vehicles are prohibited. 
＊ 各チームの補給区域は､指定場所の範囲内で、原則はフリーであるが大会役員の指示に従う事。 
＊ 各チームは予め補給員の AD カードを大会本部から受け取ること．1 チーム 2 名までとする． 
＊ 補給員は AD カードを身に付け，本部より指定されたバスに乗り補給所に行くこと．本部指定のバスで補給所に

行けない場合は，本部補給役員に申し出て，了解を得ること． 
＊ バスの出発時間は，下記のとおりである． 

3 月 24 日 第 3 ステージ 
 9 時 40 分 烏山駅前 （FZ･鹿沼市・粟野総合運動公園行き） 

＊ 補給場所で補給員は，大会役員による AD カードチエックを受けること． 
＊ 補給場所において主催者からの水補給はない． 
＊ 補給後の不用物は UCI 規則 2.2.025 に従い，指定された補給区間とグリーン･ゾーン以外において投棄すること

は禁止されている． 
＊ ステージ 2 において，チームカーからの飲食料補給は禁止される． 
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【LIAISON / ステージ間の移動】 
9. The foreign team riders and officials can take buses between their hotels and the starting or finishing lines of 

each stage. The list of departure times will be distributed at the reception for teams on 21st March. The current 
and following day departure times will be displayed every morning in front of headquarters near the finish line.  
各ステージのスタート地点，フィニッシュ地点と宿泊場所の国外チームの選手・役員の移動には，バスを用意する．バ

スの出発時間の一覧表は 3 月 21 日のチーム受付時に配布する．また，毎日，フィニッシュ本部の前に当日の出発時

間を掲示する． 
 
10. Baggage (containing items necessary for the race, excluding valuables) for foreign riders and staff members 

will be carried between hotels by baggage cars provided by the organizer. The riders and staff members 
wishing to use this service are requested to attach color tags, which will be distributed beforehand by a team 
official in charge, to each baggage item. The baggage must be kept together and left in the hotel lobby and you 
must inform to a hotel about it. 
海外チームの選手，スタッフの荷物（競技に必要なもの，貴重品は除く）は，専用の荷物運搬車を用意し，ホテルから

ホテルへ移送できるようにする．希望する選手，スタッフは，朝，予めチーム担当役員より配付されるチーム専用の色

荷札を荷物一個一個につけホテルのロビーにまとめて置くこと．その際ホテルの係員にその旨を忘れずに伝えるこ

と． 
 
11. After the completion of each stage, information desk will be prepared at the lobby of hotel for foreign teams. 

各ステージ終了後，インフォメーション・デスクを国外チーム滞在ホテルロビーに用意する． 
 
【NUMBER CARDS / ゼッケン】 
12. Instruction of fixing the identification numbers. 

ゼッケンの取り付け方 
 
 

Attention: Don’t wash the identification numbers with 
clothing 
注意：ゼッケンを衣類と一緒に洗濯しないこと 

 
 
 
 
【OTHERS / その他】 
13. Schedule of TV broadcasting: 

テレビ放映の予定：  
22nd March  Fresh! Cycle Road Race TV Stage 1 Live (https://freshlive.tv/roadrace)* 
23rd March  Fresh! Cycle Road Race TV Stage 2 Live (https://freshlive.tv/roadrace)* 
24th March  Fresh! Cycle Road Race TV Stage 3 Live (https://freshlive.tv/roadrace)* 
22nd March 23:30~24:00 Tochigi TV (Local) Stage 1 Digest 
23th March 23:00~23:30 Tochigi TV (Local) Stage 2 Digest 
24th March 23:00~23:30 Tochigi TV (Local) Stage 3 Digest 
* This site can be access from Japan domestic only. 

3 月 23 日  Fresh!サイクルロードレース TV ステージ 1 生中継（https://freshlive.tv/roadrace）* 
3 月 24 日  Fresh!サイクルロードレース TV ステージ 2 生中継（https://freshlive.tv/roadrace）* 
3 月 25 日  Fresh!サイクルロードレース TV ステージ 3 生中継（https://freshlive.tv/roadrace）* 
3 月 23 日 23:30~24:00 とちぎテレビ ステージ 1 ダイジェスト番組  
3 月 24 日 23:00~23:30 とちぎテレビ ステージ 2 ダイジェスト番組  
3 月 25 日 23:00~23:30 とちぎテレビ ステージ 3 ダイジェスト番組  

* このサイトは日本国内からのみアクセスできる． 
 

14. Official WEB SITE: http://www.tourdetochigi.com 
公式 WEB サイト： http://www.tourdetochigi.com 
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【DOPING CONTROL COMMUNIQUÉ / ドーピング検査コミュニケ】 

1. Doping control at this event will be performed according to Japan Anti-Doping Code and UCI 
Anti-Doping regulations. 
本大会は、日本アンチ・ドーピング規程（Japan Code）および UCI アンチ・ドーピング規則によりドーピング

検査を実施する． 

2. Doping control will be conducted at Doping Control Station near the finish line.  
検査はフィニッシュライン近くに準備するドーピング検査室にて行う． 

3. A list of riders who will be subject to Doping controls will be posted at the Doping Control Station, the 
team pits and near the finish line. 
ドーピング検査対象者のリストは、ドーピング検査室前、チームピット、フィニッシュライン近くに掲示する． 

4. Riders selected for doping control will be identified on a list by their race number of their place in the 
ranking. 
ドーピング検査対象競技者は、そのゼッケンまたは順位により特定される． 

5. Every rider has the obligation to personally make sure if he is required to attend the doping control. 
Also the rider who has abandoned the race must confirm the list. 
全競技者は、ドーピング検査の対象か否かを自身で確認する義務がある．レースを途中棄権した競技

者も検査対象者リストを確認しなければならない． 

6. Each rider to be tested must present himself at the doping control station as soon as possible and at 
the latest within 30 (thirty) minutes of finishing the race. lf a rider takes part in an official ceremony or 
attends a press conference the deadline shall be 30 (thirty) minutes of the end of the ceremony or of 
the moment that his presence is no longer required at the press conference whichever is the latest. 
検査対象者は、遅くとも競技終了 30 分以内に速やかにドーピング検査室に出向かなければならない．

公式式典、記者会見がある場合は、式典終了あるいは記者会見終了から 30 分以内とする． 

7. Riders must report to the doping control station with their license but if it has no photograph another 
identification document (e.g.passport) with a photo must be presented. 
検査対象者は、検査室に出向くにあたり、ライセンスを携帯しなければならない．ライセンスに写真

がない場合は、他の写真付きの身分証明（パスポートなど）を提示しなければならない． 

8. The rider may be accompanied by a person of his request and an interpreter. 
検査対象者は自身の選択による同行者および通訳を付き添うことができる． 

 

I request the cooperation of all riders and managers participating in this event.  
この大会に参加するすべての競技者および監督のご協力をお願いする。 

 

Shoji HONDA 
Representative of Anti-Doping JAPAN CYCLING 
FEDERATION 
本田 昭二 / NF Rep. 
日本自転車競技連盟アンチ・ドーピング代表 


