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第10回 グリーンパークトライアスロン in 加西 2022 
第34回兵庫県トライアスロン選手権 

2022JTUトライアスロンエイジグループ 

ナショナルチャンピオンシップシリーズ 
近畿ブロックチャンピオンシップシリーズ第3戦 

 オンライン競技説明会【選手のしおり】 
＜最終要項＞ 

2022年９月25日（日） 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気球の飛ぶまち、加西へようこそ 

のどかな加西でトライアスロンを楽しみましょう！ 
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オンライン競技説明会を受講（選手のしおりを熟読）し、ウェブテストを受けなかった選手は出場できません。 

 

パラトライアスロンの選手の説明も掲載してあります。 

一般・リレーの選手はエイジグループを省略し、『 エイジ 』と表記します。 

リレー特有のルール・手順のみ『 リレー 』として表記します。 

障がいのある選手はパラトライアスロンを省略し、『 パラ 』と表記します。 

スタートの時間、トランジションの出入の方法がエイジとパラで違います。勘違いしないよう注意してください。 

 

エイジとパラの選手が交差する場合パラ選手を最優先とさせていただきます。（互いに妨害しないよう思いやりをお願

いします。） 

 

ストップ！新型コロナ 

そして熱中症にも注意！ 

今後も心に残る素晴らしい大会を継続していくために、 

選手の皆様のご協力を今年もどうかよろしくお願い致します。 
 
 

～新型コロナウィルスの感染予防に努めましょう～ 
 

 ★厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) のご登録を Google Play App Store 
をお勧めします。 
App StoreまたはGoogle Playで「接触確認アプリ」で検索してインストール 
をしてください。 
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・大会当日は、検温を実施し、37.5℃以上の場合、参加をお断りします。 

・大会関係者（スタッフ、ボランティア等）は、マスク、フェースシールド、手袋などを着

用します。 

・競技中以外は、マスクの着用をお願いします。 

 ❖使い捨てマスクをご持参ください。スタート直前にゴミ箱がありますので、捨ててください 

 ❖競技終了後に個包装のマスクをお渡ししますので、呼吸が整いましたら着用してください。 

・競技中に、唾・痰を吐くことは、極力行わないこと。 

・タオルの共用はしないこと。 

・道具の共有は禁止し、特に水のボトルやコップは共有しないこと。 

・飲み切れなかったスポーツドリンク等は持ち帰ること。 

・大声を出さないでください。 

 

・選手以外はスイム招集エリア、トランジショ

ン、コース内に入ることが出来ません。立ち

入りできません （公民館多目的ホール・芝生広

場は選手以外もお入りいただけます） 

・家族・ご友人・応援者も必ずマスク着用をお

願いします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウィルス対策 

大会当日までの流れ 

・オンライン競技説明受講、 
・ＷＥＢテスト、 
・体調チェック入力終了後に 

当日受付用QRコードが発行されます 

9/10（土） 参加通知メール 送付 

QRチェックイン『体調チェック』入力期間開始 

大会当日受付でQRコード提示 

9/19（月）～ 

9/25（日） 

オンライン競技説明（選手のしおりを熟読）、WEBテスト受付開始 9/12（月）～ 

QRCheck-in  画面イメージ 
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ー参加における注意事項、お願いー 
 

 安全・安心で住民にも愛される大会を、皆さんとともに創りあげましょう！  

☆万全な体調で臨みましょう。 
・事故につながる主な要因：    睡眠不足    過労    水分不足    飲酒 

思い当たる方はいませんか？当日の朝、体調を確認しましょう。 
 

☆事故は初心者とは限りません。 
・実績十分な方でも、また、短い距離でも、体調が悪い場合は、勇気あるリタイアを。 

 

☆暑さ対策を万全に。 
・夏の環境を想定し、体を慣らしておきましょう。 

☆十分なウォーミングアップ で、急激に心拍数が増加しないようにしましょう。 

・ ウォーミングアップ時に一度心拍数を上げておくことが重要です。 

・ 大会当日に試泳タイムがあります（任意） 

 

☆トライアスロン用のウェットスーツの着用を推奨します。 
・ 海水に比べ、淡水は浮力が少ないです。 

・ 気温・水温が高い場合、水中でも熱中症リスクがあります。積極的にウェットスーツ内に水を入れるな

どしてください。 

 

  ☆バイク競技中はもちろん、移動時もヘルメット着用が義務です。 
・未着用の場合は、失格となります。十分ご注意ください。 

 

☆レースンナンバーの取り付けに、安全ピンは使用禁止です。 
・裸足で走る環境があるため、ナンバーベルト等での取り付けをしてください。 

今年の参加賞はレースナンバーベルトです。レースナンバーと同封で郵送しておりますので忘れず持

ってきてください。（ブースでの販売もありますが、数に限りがあります。） 

 

  ☆当日の早朝移動は暗いです。十分ご注意ください。   
・当日の日の出は5時50分です。移動時は大変暗いので、自転車移動の場合は照明を必ず装着し、反射
する素材などを身に付けるなど、十分注意してください。 

 

☆バイク移動時の交通ルール、マナーを守りましょう。 

・バイク移動時は、信号等のルール厳守はもちろん、坂道での蛇行登坂などはしないでく

ださい。 

また早朝時は、大声などで住民の皆様にご迷惑にならないよう、お願いいたします。 

 

☆顔写真付きの身分証明書をご持参ください。  

・代走（替え玉出場）は、万一の場合に対応ができず、命に関わる重大なルール違反です。以後の大会

出場をお断りすることがあります。 

完走するという意思 ＜ レースを棄権する意思・勇気 
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【競技規則】 

(公社)日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）競技規則 2019年改訂版及び同連合感染拡大防止対策ガイドラインを基本とし、

大会ローカルルールを制定して実施します。ルールを理解して競技に参加して下さい。 

競技規則に違反した場合は、指導、タイムペナルティ又は失格の対象になります。 

JTU競技規則：http://www.jtu.or.jp/jtu/pdf/rulebook_20190123.pdf 

JTU COVID-19感染拡大防止対策ガイドライン：  

https://hyogo-triathlon.jp/wp-content/uploads/2022/09/covid-19_event_guideline_20220529.pdf 

 

【競技の中止・棄権】 

• 大会スタッフは、選手が過度の疲労、競技力不足又は事故等により競技の続行に支障があると判断したとき

は、選手に対し、競技の中止を指示することができます。 

• 大会スタッフに競技の中止を指示されたときは、これに従わなければなりません。 

• 選手は、競技途中でリタイアする場合は、審判員(審判員オフィシャルウェア着用)まで届け出てアンクルバ

ンドを返却してください。アンクルバンドを持ったまま競技コース内の通行や、計測テント付近に近寄らな

い様にしてください。 

• リタイアした選手は公民館及び芝生広場に戻ってください。ただし、リタイア後も競技全体が完全に終了す

るまで会場から出られません。 

• 大会スタッフは、体調不良、飲酒状態と判断した場合は、出場を取りやめさせる権限を持ちます。 

（初心者に限らず、死亡事故のリスクが、「確実に」高まります。特に前日の過ごし方にご配慮ください。） 

 

【招集、制限時間】 

1）招集時刻に間に合うようにスイム招集エリアにご集合下さい。いない場合失格となる場合があります。 

2）以下の通り、制限時間を設けます。（スイムスタートからの積算時間） 

 

 
 

※スイム制限時間はトランジション手前の計測マットで計測します。 

エイジ パラ

種目 距離 制限時間（ 累計） パラ 種目 距離 制限時間（ 累計）

スイム 1. 5km 65分 スイム 0. 75km 40分

バイク 40km 3時間 バイク 21. 4km 1時間45分

ラ ン 10km 4時間 ラ ン 5. 2km 2時間40分

スイム 0. 75km 40分

バイク 21. 4km 1時間45分

スイム安全上の措置 ラ ン 5. 3km 2時間10分

スイム安全上の措置

一般・
リ レー

PTS・
PTVI

PTWC

パラ 選手は1周目を最終選手のスタ ート から 30
分以上かかっ ている選手は競技を中止し ていた
だきます。 こ れはチッ プ計測による制限時間と
は別の安全上の措置です。 審判員・ ラ イ フ セー
バーの指示に従っ てく ださ い。

一般・ リ レー選手は1周目を最終選手のスタ ー
ト から 25分以上かかっ ている選手および、 最
終選手のスタ ート から 60分後に水中にいる選
手は競技を中止し ていただきます。 こ れは
チッ プ計測による制限時間と は別の安全上の
措置です。 審判員・ ラ イ フ セーバーの指示に
従っ てく ださ い。

http://www.jtu.or.jp/jtu/pdf/rulebook_20190123.pdf
https://hyogo-triathlon.jp/wp-content/uploads/2022/09/covid-19_event_guideline_20220529.pdf
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【大会スケジュール】 

 
 

大会日程で決められた時間を厳守してください。遅刻した場合、競技に参加できなくなります。また、

やむを得ずスケジュールを変更する場合があります。その場合は、大会本部より公式掲示板及び放送で

告知しますのでお見逃しの無いようお願いします。 
  

時間 内容 場所
5:00 選手用駐車場開場 ぜんぼうグリーンパーク

6:00-7:00 コース下見 (7:00まで） 大会会場 (※要ヘルメット着用 ）
6:30 受付及びトランジション入場 (Aグループ） 善防中学校グランド
7:00 受付及びトランジション入場 (Bグループ） 善防中学校グランド
7:40 受付クローズ 善防中学校グランド
7:50 トランジションクローズ 善防中学校グランド

8:00-8:20 スイムウォーミングアップ(試泳) 皿池
8:00-8:20 スイム招集エリア集合 スイム招集エリア
8:00-8:20 水難救助訓練(スタッフ) 皿池
8:20-8:30 準備体操 スイム招集エリア

8:30 交通規制開始 大会会場
8:30 スタートセレモニー スイム招集エリア

8:40
競技スタート（ローリングスタート）
エイジ・リレー

皿池

9:30 パラ（PTS/PTVI）スタート 皿池
9:55 エイジ・リレー　スイム関門（スタートから1時間05分） 善防中学校正門前計測地点
10:10 パラ（PTS/PTVI）スイム関門 善防中学校正門前計測地点
10:20 パラ（PTWC） スタート 皿池
11:00 パラ（PTWC） スイム関門 善防中学校正門前計測地点
11:15 パラ（PTS/PTVI）バイク関門 善防中学校正門前計測地点
11:50 エイジ・リレー　バイク関門（スタートから3時間00分） 善防中学校正門前計測地点
12:05 パラ（PTWC） バイク関門 善防中学校正門前計測地点
12:10 パラ（PTS/PTVI）ラン関門 大会会場（フィニッシュ）
12:30 パラ（PTWC） ラン関門 大会会場（フィニッシュ）
12:30 交通規制解除 大会会場
12:50 エイジ・リレー　ラン関門（スタートから4時間00分） 大会会場（フィニッシュ）

11:30～ 表彰（随時） 芝生広場
13:00 競技終了 大会会場
13:05 駐車場オープン ぜんぼうグリーンパーク
13:05 トランジションオープン (Aグループ） 善防中学校グランド
13:20 トランジションオープン (Bグループ） 善防中学校グランド
13:50 トランジションクローズ 善防中学校グランド
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【駐車場】 

1) エイジ・パラともに選手用グリーンパーク駐車場をご利用ください。【駐車中もダッシュボードに駐車券掲

示必須】 

2) パラ選手用に囲ったスペースにはパラ選手以外は停めないでください。 

3) 大会関係者用駐車場はスタッフ専用です。選手は駐車しないでください 

4) 大会指定の駐車場以外の)近隣駐車場に勝手に止めないでください。来年以降出場をお断りすることがあり

ます。 

5) 近隣の道路上に駐車しないでください。警察に通報します。 

6) 家族・応援者も大会実行委員会が借上げている応援者用駐車場以外の場所に駐車しないでください。 

7) 臨時シャトルバスを運行している応援者駐車場情報は加西市大会ウェブサイトに掲載します。 

 

【受付】 

駐車場でレースナンバーをつけてから受付・トランジションへお越しください。 

 

大会中はレースナンバー・ボディナンバーが選手

の身分証明です。 

・ トランジションに入る際、貴重品を預ける際に

レース後のバイク引き取り時に確認します。 

 

・ 参加賞として事前郵送のレースナンバーベルト

をご利用ください 

裸足で走る環境があるため、安全ピンは使用禁止

です。 

・ Ａグループ・Ｂグループはレースナンバーの

頭についている Ａ/Ｂ で区別します。 

・ 駐車場から受付までの動線は一方通行です。バイクを押した選手がやってきますので、駐車場に戻る

際は、逆走せず、南側の県道沿いの歩道から選手駐車場に戻ってください。 

【受付ではすぐにＱＲチェックインのＱＲコードをすぐ読み取れるようにスマホの準備をしておいてください。】 

 

• 受付横で自分のレースナンバーのアンクルバンドを受取り、足首に装着してく

ださい。フィニッシュするまで外さないでください。 

• 体調不良でスタートしない場合、アンクルバンドは受け取らず、受付にお知ら

せください。 スキップも受付で申告ください。 

• 着替えなど競技に関係のないものは善防公民館多目的ホール（体育館）に置いておくことができま

す。トランジションでバイクをセット後、ウェットスーツを持って公民館へ移動してください。 

• 更衣室は公民館内にあります。 

• 晴天時にはレース中・後に熱中症のリスクがありますが、雨で濡れた後に風が出てくると低体温症

のリスクもあります。タオル、フリース、薄手のダウンジャケット等含む着替えを各自ご準備くだ

さい 

• フィニッシュした選手は（リタイアした選手も）、すべての競技終了まで芝生広場及び善防公民館

施設の指定された場所から出ることが出来ません。駐車場に着替えを取りに戻ることはできませ

ん。 

• 公民館敷地内及び芝生広場にはご家族や応援者も入ることができます。ソーシャルディスタンスを

確保して待機をお願いします。他の選手の応援にも戻れません。

https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/5/29252.html
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【スイムコース】 

 
 

【スイムコース距離・周回数】  

エイジ 1.5km（0.75km×2周回）  パラ（PTS/PTVI/PTWC） 0.75km×１周回 

6人づつ、10秒間隔のローリングスタートです 

 

【試泳・ウォーミングアップ】8:00～8:20 

 
スタッフのチェックを受け、橋を渡り試泳

退水口から上陸し、スタッフのチェックを

再び受け、スイム待機エリアに戻る 

 

橋手前にエイド設置。長時間泳ぐ予定の方

ほど試泳前、スイム前に水分補給を！ 

 

スイム招集時間内に待機エリアに戻ってく

ださい 

【スイム招集】   8:00～8:20 

 
黄色・青・緑のキャップごと2列に並んで待

機してください。スタッフの指示に従って

順に橋を渡ってスタート地点に移動しま

す。 

スタート前最も近いトイレは上記の屋外ト

イレです。混み合いますので、会場各所に

あるトイレで早めに済ませてください 

 
メガネ置き場は退水口付近に設置します。 
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• スイム退水後からトランジションまではカーペットを敷いています。 

• スロープの草むらなどにサンダルなどを捨てたり、置いたりしないでください。放置してあるものは回収して

処分します。 

• 参加選手は、大会支給のスイムキャップを着用してください。 

• ウエットスーツの着用を推奨します。大会本部公式掲示板に水温を掲示しています。池（淡水）は海水より

浮力が小さいです。 

• スイム招集エリアに指定の時間にお集まりください。全員で準備運動とストレッチ運動を約 5 分間行いま

す。心臓に急激な負担をかけないためにもしっかりとウォーミングアップをしてください 

• 招集エリアに向かう前にトイレと給水をしてください。 

• スタートエリアへの移動は、スイムキャップ色ごとに誘導します。 

• スタート位置は、島の東側です。ローリングスタートで計測マットの通過タイム制限時間を管理します。 

• ブイの外側を回ってください。 競技中、周回数などの質問にはお答えできません。 

• 審判員及びライフセーバーは安全上、競技続行が出来ないと判断した場合は、制限時間内であってもリタ

イア宣告します。（DNF） 

• 1周回を最終選手のスタートから25分以上（パラは30分以上）かかっている選手および、最終選手のスター

トから60分後に水中にいる選手は、競技を中止していただきます。これはチップ計測による制限時間とは別

の安全上の措置です。審判員・ライフセーバーの指示に従ってください。 

スイムの制限時間（関門）はトランジション手前の計測マットでのタイムです。 

• 体調が万全でない時には勇気を持って参加を辞退しましょう。 

スイム競技を行わないでバイクから競技を行うスイムスキップができます。受付時に大会本部に申告してく

ださい。ただし、スキップは完走にはならず、参考記録となります。 

• スキップした選手は、審判に説明を受けたあと、トランジション入口付近のリレーゾーンでお待ちください。審

判員がバイクスタートのタイミングを指示をします。 

• ゴーグル、ノーズクリップ、耳栓、腕時計、心拍計測器の使用は認めますが、その他のあらゆる用具の使用

を禁止します。 

• 「レスチューブ」の使用を認めます。ただし膨張させた場合はリタイア扱いとなります。 

• 競技中、ブイやコースロープにつかまり、休むことは認めますがロープを使って進むことは禁止します。 

• ライフセーバーのボードとチューブ及び監視ボートにつかまることはリタイアの意思表示とします。 

• 様子がおかしい選手がいた場合、レスキューを呼んで知らせてください。 

• スイム競技を途中棄権する場合、片手をあげてスタッフに「リタイ

ア」の意思表示をしてください。（図参照）※余裕がなく溺れそう

な場合は手を上げず、声も出さずに背浮き状態で救助を待つ 

• 救助された選手は、原則として競技を再開することはできません。 
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【バイクコース距離・周回数】  

エイジ 40.0km（往路1.4km+6.2km×6周回+復路1.4km）   

パラ（PTS/PTVI） 21.4km（往路1.4km+6.2km×3周回+復路1.4km） 

【ランコース距離・周回数】  

エイジ 10km（2.4km×4周回+0.4km） 

パラ（PTS/PTVI） 5.2km（2.4km×2周回+0.4km） 
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【レースナンバー・ボディナンバー】 
 
 

1)ボディナンバーシールの貼り付け 
・貼り付け位置 左右の上腕部 

・貼り付け方法注意 一緒に渡す説明書をよく読んでください。 

①水で濡らしてからはがします。 

②完全に乾いてからはがしてください。 

・破損した場合等は、アンクルバンド（計測タグ）配布時にマジックで記入します。 

 
2）各種レースナンバーの付け方について 
 

 

◆バイクシール ◆ヘルメットシール ◆レースナンバー 

（右側面） （正面） 「バイクの時は後ろ」 
 「ランの時は前」から 
 見えるようにしてください。 

 

 

 

 

◆レースナンバー取り付け方法 

↓ナンバーベルトをご用意ください。（今年の参加賞です(事前郵送)。当日販売もあり） 
 

・安全ピンは禁止  

トランジションは中学校のグラウンドでもあり、素足で走る

ので怪我防止のため。またパンク防止のため 

※参加賞のレースナンバーベルトをご活用ください 

 

3)レースナンバーのルール等 

① トランジションエリア内で、ウェアとレースナンバーを整えてからスタートしてください。 

② ウェアやレースナンバーがめくれあがったまま競技することは禁止です。競技をとめて直させ

ることがあります。 

③ トランジションエリアの出入りにも必要です。バイク撤収時にはレースナンバーと持ち出す荷

物の照合を行いますので、必ずご持参ください。 
④ 選手であることのIDとして使用します。フィニッシュ後の芝生広場、多目的ホール内で着用し

ていない場合は退出いただく場合があります。 リレーのスイム担当も着替え後、着用してく

ださい。 

 

【バイク競技】 

＜1＞レースウェア 

1） バイク、ランにおいて、上半身裸で競技すると失格となります。 

2） 前開き及び、前ファスナー付きウェアの使用は、ローカルルールにより許可しますが、必ずファスナーを閉じて競技を

して下さい。開けている場合は、注意の上、ペナルティの対象になる場合があります。 

 

＜2＞用具等 

①ヘルメット 

1）自転車競技用ヘルメットを着用してください。 

2）レース中、コース試走、トレーニングなどでのバイク 乗車時には、常にヘルメットを着用しなければなりません。 

②バイク 

1） ロードを基本とします。クロスバイク・マウンテンバイクでは参加できません。 

2） パラトライアスロンの方は別途対応します。 



 
12 

3） スタンド、前照灯、泥除けなど競技に関係ないものは、取り外してください 

4） ディスクホイールは使用できますが、強風による特性を理解した上でご使用ください。 

5） ディスクブレーキ装着車での参加は可能です。 

6） パンク修理セットは携行してください。また、パンク修理はひとりでできるように、練習しておくことが必要です。 

（人の手を借りての修理は失格です。） 

7） 腕時計、心拍計測器、サイクルメーター（GPS式を含む）の使用は認めます。 

（スマートフォン等の使用は禁止） 

8） 携帯電話、スマートフォン等の通信機能を持つ機器、ならびにヘッドホン等のオーディオ機器

の競技中の使用、競技中のビデオ又はカメラでの撮影は禁止します。失格とします。(DSQ) 

 

＜3＞競技 

交通規制がかかりますが、交通状況、安全確保等のため、選手に停止していただく場合もありますのでご了承くだ

さい。（時計は止まりません） 

1） コースは全体的にフラットに見えますが、アップダウンのあるコースです。また、長い直線から直角コーナー等

のあるコースですので、前をよく見て、コーナーでは充分に減速してください。 

2） 逆走は禁止です。 

3） 左側走行で競技してください。追い越しは右側からを厳守してください。 

4） パンク等した場合、自身で修理してください。路肩に避けるなど後続車に追突されないようにしてください。 

5） 追越し禁止区間を設けます。過去の大会において交差点で正面衝突の事故が起きています。 

6） 追越禁止区間での追越しは危険行為とみなし、失格とします。追越禁止区間手前から十分に減速して走行し

てください。 

周回折り返し地点合流手前20m・周回折り返し地点(2か所)手前20m・折り返し後5m、 

各コーナー(3ヶ所)手前20m・コーナー後5m、降車ライン手前20m 

『折返し地点ここから』と『折返し地点ここまで』の表示を設置しますのでご確認ください。 

 

例 
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ドラフティング、ブロッキングは禁止です。 
 

 

 

 

 
ドラフトゾーン：10ｍ 

・ 追い越しは20秒以内 

・ ドラフトゾーンに入ることができるのは、トランジションエ

リア前後100ｍ、急なターン地点など 

・ブロッキング（後続を追い抜けなくする状態）行為は禁止 

・オートバイは12ｍ、車両は35ｍがドラフトゾーンです。 

・追い越された選手は、20秒以内にドラフトゾーンから後退し

てください。 
 

  
 

【 ラ ン 】 

1）反時計廻り（左廻り）キープレフトで1周約2.4kmのコースを4周+0.4kmです。（パラPTS/PTVIは2

周+0.4km、PTWCは別コース5.2kmです） 

2）周回数は各自で確認してください。スタッフが周回数を教えることできません。 

3）追越しは前走者の右側から。無理な追い越しをしない。前走者に一声掛けると安心です。 

4）応援者による伴走はできません。 

 

【エイドステーション（給水所）】 

1）スイムスタート前、トランジション前（受付場所）、ランコース上に1か所、フィニッシュに設置。 

2)バイクコースにはありません。ダブルボトル推奨。 

ゴミはゴミ箱に捨てるか、お持ち帰りください。 

3）テーブルにおいた紙コップ・ペットボトルを、競技者が自分で取ってください。 

4）使用済み紙コップ・ペットボトルなどのごみを、ゴミ箱以外の場所で投棄するとペナルティの対象です。コー

ス上に回収箱を用意しますが。入れ損なっても、規定範囲内であればペナルティに対象にはなりません。 
 

減速しましょう 

 

【掛け水】 

ランコース上に掛け水を2か所設置します。 

水は必ず、スタッフにかけてもらってください。 

感染症対策から選手が勝手にスポンジを漬けたり、手や顔を洗ったりしないでください。 
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【ペナルティ】 

1） 違反や危険が予想される行為があった場合は、注意を受けることがあります。 

2） 注意に従わないと警告が出ます。また、停止等のペナルティを果たします。 

但し、ペナルティが果たされる前に必ずしも注意や警告が発せられるとは限りません。 

3） スイムからバイク・ランにおいて、違反があったにも関わらず、違反場所での停止等のペテルティが果たされなかった

場合、あらかじめランコース上に設置されたペナルティボックスに、その選手のレースナンバーを掲示します。 

対象者は自らボックスに入り、審判の指示に従ってください。（場所はコース図参照） 

4） 失格に該当する主なもの 

• 登録本人以外（替え玉）出場 

• ヘルメット未着用あるいは不適合なヘルメットを着用してバイクに乗車した場合 

• 追越禁止区間での無理な追い越し 

• パンク修理において、人の助力を得ること。（審判の助力は除く） 

• 審判、スタッフ、観衆への暴言 

• ペナルティボックスにレースナンバーが掲示されているのに、ボックスに入らなかった場合 

• 意図的に不正な手段によって、他の競技者よりも明らかなアドバンテージを得た場合 

 

 

 

【フィニッシュ】 

1）フィニッシュ直前で、本人確認のためサングラスを外し、レースナンバーカードが前方から確認できる姿勢でフィニッシュ

してください。 

2）同伴フィニッシュはできません。（選手、関係スタッフ以外の立ち入りは出来ません） 

 

【フィニッシュ周辺図】 

 

フィニッシュした選手は 

アンクルバンドを返却し、 

マスクを受け取って、 

呼吸が落ち着いたらマスクをし

てください。 

フィニッシャータオルを受け取

ってください。 

フィニッシュ後にエイドとシャ

ワーを設置しています。 

 

 

フィニッシュした選手は、すべ

ての競技終了まで芝生広場及び善防公民館施設の指定された場所から出ることが出来ません。ソーシャルデ

ィスタンスを確保して待機をお願いします。 

一度フィニッシュした選手は、他の選手の応援には戻れません。  

善防公民館芝生広場にはご家族や応援者も立ち入りできます。 

また、池の遊歩道にはパラトライアスロンブースがあり、車椅子レーサーやタンデムバイクの試乗体験ができ

ます。 

レース後は、できるだけまっすぐにご帰宅ください。 
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【ＰＴＷＣコース】 

 

【バイクコース距離・周回数】  

パラ（PTWC） 21.4km（往路1.4km+6.2km×3周回+復路1.4km） 

【ランコース距離・周回数】  

パラ（PTWC） 5.2km（周回なし） 
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【ランコース】 

 
エイジ・パラ（PTS/PTVI）のランは歩道を走ります。PTWCランは車道を走ります。 

 
 

パラPTWC 車いすラン（車道 オレンジ色←）とエイジ

ラン（歩道 赤色→） 

が公民館駐車場入り口で交差します。 

 

パラPTWC(車いすラン)がフィニッシュに入る際はエイ

ジ・パラ（PTS/PTVI）ランコースの歩道を横切ります。 

 

その際、パラ優先になりますので、互いに妨害しない

よう思いやりをお願いします。スタッフから指示があれ

ば選手は従ってください。 

 

前ページPTWCコース図の赤ラインも参考にご覧くださ

い。 
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【トランジションエリア周辺詳細図】

 
パラPTWCでの車いすランはバイクコースの一部を使用してラン競技するため、バイク出入口を使います。 

  

※エイジの選手はパラ選手用の通路を通らないでください。 
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• セッティングが守られていないバイクは、アナウンスで呼び出します。スタートまで距離が離れているため時間に間に

合わない場合があります。呼び出しに応じない場合は失格になることがあります。よく読ん

で理解してください。 

• バイクラックに表示してあるナンバーシールが読める位置に立って、手前がハンドルにな

るように向けて、サドルをかけてください。ナンバーシールが見える側がアクセスする側

です。シューズ類もそちら側に置きます。 

• （ナンバーシールを中央にして幅90cm以内）がその選手のスペースです。 

• バイクは黄色矢印の方向に出します。戻ってきた時は後輪側から入れます 

 

• 各自のスペース内に置くことができるものは、バイクシューズおよびラ

ンシューズは各1足、ヘルメットおよび支給品のトランジション袋。ウェ

ットスーツ用袋 

それ以外の用具、ウェットスーツ、ゴーグル、キャップ、タオルなどは全

て支給のトランジション袋かウェットスーツ用袋に収納してください。

（使用後も収納すること）収納違反はタイムペナルティとします。 

使用前の空の袋は風で飛んでしまわないよう工夫してください。 

• ただし、次の場合はトランジション袋に収納しない事も認めます。 

・バイクに取付けたサドルバックなどに収納の物。 

・バイクのボトルケージに取り付けた給水ボトル 

・シューズの中に押込んだソックス・キャップ・サングラスなど 

・ヘルメット内にはみ出さない様に入れたサングラスなどの小

物。 

・バイクに掛けたレースナンバーが付いたベルト 

• トランジションの各自のスペースや地面に置く事が禁止される物の例 

・支給品以外のトランジション袋やビニール袋、カゴ、バックなど 

・収納されていないタオル、給水用ボトル、補給食、修理工具、予備タイヤ、ウェットスーツ、ゴ

ーグル、キャップ、サングラス、グローブなど 

• 上記の物は確認次第、危険防止のため審判員の判断で撤去します。 

• ペットボトルは、バイクから落下する可能性があるので使用禁止です。トランジョンで発見した場合、

審判員が通告することなく回収します。 

• ラン用に準備したペットボトルなどのドリンクは大会支給のトラバックにしまってください。地面に置い

ていて、誰かが蹴とばす、または自分がバイクを外す時に倒して転がると他の選手のケガ(ねん挫な

ど)につながり危険ですのでトランジションエリア内で見える状態であるペットボトルは審判員が勝手に回収します。 

 

• スイム終了後のウェットスーツはナンバーシールを貼り付けた大会支給品の透明なウェットスーツ用収納袋に入れてく

ださい。 出したままですと『用具の収納違反』でペナルティを取ります。 

• ヘルメットは、ストラップを外した状態で地面またはバイクハンドル上に置いてください。 

• ヘルメットは、被ってストラップを締めてからバイクをバイクラックから外すこと。 

• バイクフィニッシュ後は、バイクをバイクラックに掛けてから、ヘルメットを脱ぐこと。 

• トランジションエリア～乗車・降車ラインまでの間は、バイク乗車禁止です。手で押して行ってください。 

• バイク乗車ライン(青のカーペット)を越えた後に完全に片足が地面

についてから乗車してください。 

• また、乗車ラインを通過してからも押すことはでき、ライン通過直後

に乗車しなくてもかまいません。 

• バイク降車ライン（赤のカーペット）手前の地面に片足が完全につい

てから降車し、バイクラックまで手で押してください。 
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★トランジションの方法を動画でご覧いただけます。（（QRコード）：7分33秒） 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZcTY2ctNso 

 

【競技終了後の選手のトランジションエリアへの立ち入り】 

• 競技終了後のバイク・荷物の引取り、持ち出し時はレースナンバーを必ず持参して、指定の時間内に行ってくださ

い。感染症対策のため人数制限をしながら行いますのでスタッフの指示に従ってください。 

• レースナンバーAのグループとBのグループで再入場できる時間が異なります。入口と出口は異なります。 

• 引き取りには必ずレースナンバーを装着または持ってきてください。 

• 14時までに撤収してください。14時以降は、自転車等は管理区域外に移動します。 

 

 

 

 

 

【試走】 

1）バイク、ランについて、大会当日以外でも試走はできますが、各自の責任において試走してください。 

大会当日レース以外での怪我等については、保険の適用はできませんのでご了承ください。 

2）バイク乗車時は、必ずヘルメットをかぶってください。 

 
【タトゥー】 

1) 原則として参加に問題はありませんが、他者に威圧感を与える、レースナンバーがわかりにくいなどの場合

は、テープで覆うなどの措置をお願いする場合があります。 

 

【リタイア】 

1） 安全が最優先です。レース前やレース中に体調がすぐれない場合は「勇気あるリタイア」が正しい選択です。 

2） リタイアする場合は、近くの審判員(審判員オフィシャルウェア着用)まで

「リタイア」する旨と「レースナンバー」届け出て、アンクルバンドを返却

してください。アンクルバンドを持ったまま競技コース内の通行や、計測テ

ント付近に近寄らないでください。 

3） リタイアした選手は必ず、公民館及び芝生広場に戻ってください。ただし、

リタイア後も競技全体が完全に終了するまで会場から出られません。 
 

【リザルト、完走証】 

1） リザルトの貼り出しは行いません。ホームページ、SNSでご確認ください。 

2） 完走証は、後日ホームページから無料でダウンロードできます。（当日配布はありません。） 

 
【競技内容の変更・中止、及び中断】 
1） 気象状況などにより、大会開催が危険と判断される場合は、大会当日6：00に 、スイム会場にてコース・距離

などの変更、または中止を発表します。（状況により遅れる場合があります。） 
2） 雷などで危険な状況が発生した場合は、競技を中断する場合があります。その後、再スタートや中止の判断を

決定します。 
3） 天候の急変などで、レース中に中断や中止の判断をした場合は、審判団、主催者で協議の上、表彰対象の有無

などを決定いたします。 
4） 天候により中止になった場合でも、参加費の返金はいたしません。 
 

【緊急時の対応】 

1） 緊急時、救急車が入る場合は、競技中でも一時競技を止め、救急車を優先して通行させます。選手が止まって

いる時間も競技時間に含まれます。事態をご理解のうえ、ご了承ください。 

2） 大会開催中、変調をきたした選手を見かけた場合は、すぐにお近くのスタッフにお知らせください。 
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メカニックサービス 

1) 大会当日バイクショップによるメカニックサービスを実施します。修理費用は実費になります。事前に十分に

整備されたバイクでご出場ください。メカニックサービスは、整備不良のバイクを直すところではありません。 

 
【荷物預託】 

1) 公民館多目的ホールで荷物を置いておけますが、大型の荷物等がないようご協力ください。貴重品は公民館受

付でお預かりします。レースナンバーで管理しますので、ボディナンバーかレースナンバーカードをお持ちく

ださい。 

 

【表彰】 

1) 表彰は芝生広場で行います。表彰対象者はアナウンスいたします。 

 

【その他】 

1） 「夏」の気候として準備をしてください。前日から充分な水分補給をしてください。飲酒は水分補給どころか脱水に

つながります。前日の飲酒はお控えください。 

2） 雨、風など、天候によっては寒い場合も考えられます。寒さ、雨対策も考慮してご参加ください。 

3）  ※1）,2）については、応援の方もご注意ください。 

4） ラン競技中の帽子の着用を推奨します。 

5） 大会開催中、変調をきたした選手を見かけた場合は、すぐにお近くの審判・スタッフに声をかけてください。 

6） 体調不良、睡眠不足などは、大きな事故につながります。絶対に無理な出場はしないでください。 

7） スケジュール、ローカルルールの変更などがあった場合は、本部に掲示の上アナウンスします。 

8） ゴミは各自お持ち帰りください。 

9） 貴重品は預けるなど各自で管理をお願いします。 

10） 更衣室は公民館に設置します。 

11） フィニッシュ後、アンクルバンドを返却を忘れていた場合は、大会本部まで必ずご返却ください。紛失した場合、実

費を請求させていただきます。 

12） 大会参加者が競技中※1に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体に被った傷害（いわゆるケガ）、細菌性

食中毒等の疾病に対する保険に加入しております。 

事故日から180日以内に死亡又は後遺障害 最高1,500万円、入院5,000円/日(180日限度)、通院2,500円/日(90日限度) 

13） 大会中の自転車や機材の破損・紛失・盗難等についての補償は行いません。 

14） テレビ、新聞等の取材が入り、場所を確保する場合があります。ご協力をお願いします。 
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【パラトライアスリートの参加】 

本大会は西日本でパラトライアスロンの全カテゴリーの受け入れをしている唯一の大会です。

障がいをお持ちの方が複数出場されます。違う機材を使ったり、走行路線が 

違うこともあります。また、パラトライアスロンのルールを適用します。 

ご理解、ご協力、ご注意をお願いします。 

 

• スイムキャップは、赤または白です。 

• スイムフィニッシュで、アシスタントが入る選手がいます。 

• 視覚障がい選手が、タンデムバイク（2人乗り）で出場します。 

 通常のバイクと違う動きがあります。（写真上段） 

• 両下肢に障がいのある選手は、バイクパートはハンドサイクルで走行します。 

• 通常のバイクからの視角に入りにくい場合があります。（写真中段） 

• ランパートでは、競技用車いす（レーサー）で出場する選手がいます。（写真下段） 

• 麻痺などで体の片側の動作だけでバイクをコントロールする選手がいます。 

 低速になるとふらつくことがあります。 

• パラ選手は赤いレースナンバーをつけています。 

• ガイド(伴走など)が付く選手もいます。 

 

 

 

パラ選手    ガイド（伴走など） 

 

【リレー特有のルール】 
3種目をチームとして届け出た2～3名の選手で分担して競技します。 

スタートリストに届けた選手以外の選手が競技することはできません。 

出場できない選手がいた場合、他の種目の選手が代わりに競技することはできますが、参考記録になります。 

その際も他チーム間で選手を変更することはできません。 

 

• 競技選手の交替はトランジション北側の『リレーゾーン』内で行います。 

• スイム選手は『リレーゾーン』に入ってからアンクルバンドを外し、バイクの選手に渡してください。受け取った選手は足

首に装着してからバイクラックに向かいます。 

• バイクシューズ・ヘルメット・サングラス・グローブ等はトランジション内に置くこと。あらかじめ履いておくことはできませ

ん。（エイジ選手がトランジションに入る前の状態と同じと考えてください） 

• ただし、 

• バイク競技を終えた選手はラックにバイクをかけ、ヘルメットを脱いだ後、リレーゾーンに向かいます。バイクシューズを

履いたままトランジションを出ることはできません。サンダル、普通のシューズの使用は認めます。 

• バイク競技を終えたバイク選手は『リレーゾーン』に入ってからアンクルバンドを外し、ランの選手に渡してください。受け

取った選手は足首に装着してからランコースに向かいます。 

• ランシューズ・キャップ・サングラス等の走る準備は許可します。（エイジ選手がトランジションから出た状態と同じと考え

てください） 

• 交替を終えた選手はスタッフがフィニッシュエリアへ誘導します。レース中のコースを通るため、数名まとまってからの

移動になります。 

• バイク担当が交替後トランジションに戻ることはできません。（レースコースの逆走です） 

• リレーゾーン付近で待機中も熱中症に気を付けて、水分補給等してください。リレーゾーン横にゴミ袋を用意します。 

 

 

 

・

Q

大


	【スイムコース】
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