
第１回京都丹波トライアスロン大会 in 南丹 開催要項 

●大会名称 

 第１回京都丹波トライアスロン大会 in 南丹 

●開催場所 

 大会：京都府南丹市 桂川（大堰川緑地公園）及び周辺地域 

 競技説明会：京都府立口丹波勤労者福祉会館 

●主催（予定） 

京都丹波トライアスロン大会実行委員会 

構成団体：京都府、南丹広域振興局、南丹市、亀岡市、京丹波町、南丹市教育委員会 

亀岡市教育委員会、京丹波町教育委員会、南丹地区体育協会連絡協議会 

南丹市商工会、京都府トライアスロン協会 

●主管 

 京都府トライアスロン協会 

●後援（予定） 

 公益社団法人 日本トライアスロン連合 

●協力（予定） 

 南丹警察署、京都中部広域消防組合、南丹市消防団、公立南丹病院、明治国際医療大学 

 明治東洋医学院専門学校、ＪＴＵ近畿ブロック協議会、京都トライアスロンクラブ 

チームケンズ京都、保津川トライアスロン倶楽部 

●協賛 

 調整中 

●開催日 

 平成 27 年 7 月 5 日（日） 

●開催スケジュール（予定） 

[7 月 4 日（土）大会前日] 

14：00～16：00   選手受付（京都府口丹波勤労者福祉会館）＊必ず参加して下さい。 

16：10～17：30   開会式、競技説明会（京都府口丹波勤労者福祉会館） 

[7 月 5 日（日）大会当日] 

 6：45～7：45    選手最終受付 

 8：15              スタートセレモニー（大堰川緑地公園内） 

8：30       高校生・エイジ初心者スタート 

8：45        中学生スタート 

 9：35       エイジ第 1 ウエーブスタート 

 9：38       エイジ第 2 ウエーブスタート 

9：41              エイジ第 3 ウエーブスタート 



9：44       エイジ第 4 ウエーブスタート 

14：30～15：30   表彰式・閉会式 

●募集内容 

競 技 区 分 競 技 距 離 定 員 参加費 

スーパースプリントディスタンス 

（中学生男女） 
S375ｍ／B10km／R2.5km 50 名 8.000 円 

スーパースプリントディスタンス

（高校生男女） 

（エイジ初心者） 

S750ｍ／B20km／R5km 

 

50 名 

50 名 

 

12.000 円 

15.000 円 

スタンダードディスタンス 

（エイジ） 
S1500ｍ／B40km／R10km 400 名 20.000 円 

＊参加費には、傷害保険料を含みます。なお、参加費お支払いの際には、オンライン手数

料が別途かかります。 

●参加資格 

 ・スーパースプリントディスタンス：中学生男女 

 ・スプリントディスタンス：高校生男女・エイジ初心者 

 ・スタンダードディスタンス：18 歳以上のＪＴＵ登録者（高校生を除く）でスプリント

ディスタンス以上の競技経験者。 

  ＊中学生はマウンテンバイクでも許可しますが、その他はロードレーサーを使用して

下さい。 

●制限時間 

 中学生男女              ：スイム 15 分・バイク（スイムスタートから 40 分）・ラン（スイムスタートから 60 分） 

高校生男女・エイジ初心者：スイム 25 分・バイク（スイムスタートから 70 分）・ラン（スイムスタートから 110 分） 

エイジ          ：スイム 50 分・バイク（スイムスタートから 150 分）・ラン（スイムスタートから 240 分） 

＊エイジ：道路使用の関係上、上記制限時に加えバイク 11：55、ラン 13：20 以降の周回は認められない 

●表彰（予定） 

中学生    総合各男女 優勝、2 位、3 位 

       京都府中学選手権 男女 優勝、2 位、3 位 

高校生    高校生総合各男女 優勝、2 位、3 位 

       京都府高校選手権 男女 優勝、2 位、3 位 

エイジ初心者 総合       男女 優勝、2 位、3 位 

エイジ    ①総合の部 （各男女 6 位まで） 

②年齢別の部 

U25／U35／U45／U55／U65／U70／O71（表彰各男女 3 位まで） 

 ＊京都府選手権（中学生・高校生）男女優勝者には 9 月に開催される「全国高校生チャ

レンジトライアスロン」、もしくは「オールキッズトライアスロン大会中学生の部」への



派遣を行いエントリー費は免除します。 

（エントリー費協会負担・旅費選手負担・対象者は京都府トライアスロン協会登録必須） 

 

●支給品（予定） 

①スイムキャップ②ナンバーカード 2 枚（安全ピン付き） 

③ナンバーシール 2 枚（バイク＆ヘルメット）④参加賞 

●講習会：初心者の為の講習会を 5 月頃に実施しますので、常にホームページ情報を注視

して下さい。 

●ウエットスーツレンタルについて 

 ご案内：ＴＲＩ－Ｘ  shopping 

GRADFIVE WETSUITS             

http://www.grad5.jp/wetsuits/triathlon/rental/rental.htm 

フリート・バイク＆トライアスロン    

http://www.fleet-bikes.com/shopdetail/028003000002/028/003/X/page1/price/ 

 ＊シーズンに入ると在庫がなくなる恐れがありますので、レンタルを希望の方は早急に

各自申し込みをして下さい。 

●申込方法：WEB エントリーとします。WEB 以外のエントリーは出来ませんのでご了承

ください。大会オフィシャルページもしくはエムスポ（MSPO ENTRY）レースカレンダ

ーよりお申し込みください。参加費のお支払い完了によって申込み受付完了となります。 

京都丹波トライアスロン大会 in 南丹 HP http://www016.upp.so-net.ne.jp/kyo-tri/child.html 

エムスポ（MSPO ENTRY）      http://info.mspo.jp/ 

 ＊競技に関する問い合わせ： 京都丹波トライアスロン大会実行委員会 

京都府トライアスロン協会 

FAX  075-393-8277 

     E-mail Kyoto_t_k@ybb.ne.jp 

          TEL   090-3894-0244（佐々木）  

対応時間（16 時～21 時） 

          ◆問い合わせは出来る限りメール・FAX でお願いします。 

 ＊宿泊に関する問い合わせ：大会ホームページ宿泊情報をご覧下さい。 

 

●申込期間：平成 27 年 3 月 5 日 14：00～5 月 10 日（日）24：00 

●申込決定：先着順（参加費支払い完了順）によって決定となります。 

      WEB システムの都合上定員を超えた後も参加費のお支払いが出来ます。その

場合は申込者本人に連絡し支払い済みの参加費は申込者へ返金します。 

      （注）主催者が大会運営に支障をきたすと判断した申込者は出場を認めない

場合があります。その場合支払い済みの参加費は返金いたします。 

http://api.ning.com/files/tIIOb8kbDeaGVTwAzRjBtTyjRdpe0BNh-1TBFhiQuj7CjSVZPhZnXIpnZkm3Hj5GCKj78Tk8pHBBvI3oburM2K5oPnrINmG9/logo2.png
http://www.fleet-bikes.com/design/fleet/kanban-icon/new-hp-top1000px_1.jpg
http://www.fleet-bikes.com/shopdetail/028003000002/028/003/X/page1/price/
http://info.mspo.jp/
mailto:Kyoto_t_k@ybb.ne.jp


         ＊出場資格を譲渡することは出来ません。 

         ＊支払い済みの参加費は、申込者の都合で一切返金されません。 

●決定通知：決定した選手には 5 月 20 日頃を目途に E メールで通知します。 

●個人情報及び肖像権 

提供された個人情報は、大会運営上必要な情報として利用させていただき、それ以外の利

用は本人の承諾なしに利用いたしません。 

大会開催期間中の選手の肖像権については、大会主催者に帰属いたします。 

 

●注意事項 

□JTU 競技規則・京都丹波トライアスロンローカルルールを適応します。 

□計測 自動計測（アンクルバンド）を採用 

□競技ルールについて参加選手は熟知しなければならない事項がありますので、競技説明

会には必ず出席して下さい。不参加の場合は失格となります。 

□大会前日のスイムコース試泳は禁止となります。 

□大会時以外のバイクコース試走時はヘルメットを着用し、道路交通法を遵守の上周辺の

民家に迷惑をかけないようお願いします。 

□エイジ初心者及びエイジはウエットスーツとサイクルコンピューターの使用を義務付け

ます。中学生・高校生についてはこの限りではありません。自転車はロードレーサーを基

本としますが、中学生はマウンテンバイクでも許可しますが、スタンド・かご・反射板・

などの突起物は取り外すこと。全選手は自転車競技用の硬質ヘルメットを着用下さい。 

□前ファスナー付きのレースウエアーは原則禁止です。やむを得ず前ファスナー付きウエ

アーを着用の場合は、ファスナーを閉じて競技して下さい。 

□悪天候などにより、競技距離を短縮・変更・中止する場合がありますが参加費の返金は

できません。また、一度納入された参加費はいかなる場合でも返金できませんのでご了承

ください。 

□大会保険：競技中の負傷などに対する補償は、大会側が加入する保険の適応範囲内です。

また、選手の機材・備品の補償は一切ございません。次の補償内容を必ず確認のうえ、不

足と思われる方は、各自において別途保険加入下さい。 

 

 

給付内容／原因 傷害（ケガ） 日射病・熱中症 細菌性・ウィルス性食中毒 

死亡保険金 1,500 万円   1,500 万円   1,500 万円 

後遺障害保険金 60 万～1,500 万円 60 万～1,500 万円 60 万～1,500 万円 

入院保険金 5,000 円 5,000 円 5,000 円 

通院保険金 2,500 円    2,500 円    2,500 円 

 


