
２０１６トライアスロン伊良湖大会 

第 30 回 ２０１６トライアスロン伊良湖大会 募集要項 

開催日時 
平成 28 年 9 月 10 日(土)12:00～選手受付・競技説明会 16:00～開会式・前夜祭 

平成 28 年 9 月 11 日（日）9:00～競技スタート(Ａタイプ 9:00 /Ｂタイプ 11:00 ) 

競技内容 

／ 

競技場所 

スイム／【Ａ】２．２５km 【Ｂ】１．５km ／ココナッツビーチ伊良湖 

バイク／【Ａ】７０．０km 【Ｂ】４２．０km ／伊良湖、西山、中山、小中山町周辺 

ラ ン／【Ａ】２０．０km 【Ｂ】１０．０km ／渥美サイクリングロード 

合 計／【Ａ】９２．２５km（ミドル） 【Ｂ】５３．５km（スタンダード） 

※A タイプは、JTU のロングディスタンスエイジランキング対象大会となります。 

※競技距離は、コースの設定により変更となる場合があります。 

制限時間 

全競技終了時間 １５時３５分     

スイム／【Ａ】１時間５０分後 【Ｂ】1 時間後   

バイク／【Ａ】5 時間後    【Ｂ】３時間後 

ラ ン／【Ａ】6 時間 30 分後 【Ｂ】4 時間 30 分後 

※競技スタート時間から換算した各競技の制限時間 

参 加 費 

【Ａタイプ】 ２６，０００円  【Ｂタイプ】 ２３，０００円   

※別途、支払時に手数料５００円が必要となります。 

※納入された参加費は、６月１７日（金）以降､返金できませんのでご注意ください。 

参加資格 

・１８歳以上（大会当日）の健康な男女で、大会主催者が規定する誓約書の内容に同意

する者。ただし、２０歳未満（大会当日）の参加者は親権者の同意を得ること。 

・A タイプについては、JTU 会員資格を有する者。（ただし、田原市在住の方は優先枠

が適用されます） 

・シード枠については、２０１５年の本大会において総合成績が男女とも２～１０位の

成績を収めた者。 

参加申込 

大会ホームページでの Web エントリー又は郵送申込み 

・募集期間：4 月８日(金)正午 ～ 5 月８日(日)23 時 59 分 

・抽選結果発表：5 月 1２日(木) 

・参加費支払期限：5 月 2２日(日)23 時 59 分 

募集定員 

A タイプ  ５００名  B タイプ  ５００名   合計 １，０００名 

枠別内訳 ※定数に満たない枠は、他の枠に充当します。 

・招待選手    A タイプ・B タイプ 男女各１名   計４名 

・シード枠    A タイプ・B タイプ 男女各９名   計３６名 

・ふるさと納税枠 A タイプ・B タイプ 先着順各５０名 計１００名 

・一般枠     A タイプ ４３０名 ・ B タイプ ４３０名 

選手選考 

・ふるさと納税枠は先着順となります（インターネット受付のみ） 

・一般枠で定員を上回る申込みがあった場合は、抽選となります。ただし、田原市在住

の方は優先して選考させていただきます。 

・抽選の結果は 5 月 1２日(木)以降に、必ずご自身で大会ホームページにて確認してく

ださい。メールでの連絡は行っておりません。 

・郵送での申込の方については抽選結果の発表後、郵送にて通知をいたします。 



２０１６トライアスロン伊良湖大会 

・支払期限（5 月 2２日(日)）までに、参加費の入金がない場合には、理由の如何を問

わず参加決定を自動的に取り消しますので、ご注意ください。 

・キャンセルや申し込みの不備により、定員に満たない場合は、抽選に漏れた方の中か

ら再度抽選を行い、繰り上げ当選とします。二次募集は行いません。 

支払方法 
コンビニ支払もしくは、ペイジー対応のインターネットバンキング、ＡＴＭでの支払い

のみとなります。（支払手数料５００円が必要となります。） 

表  彰 

・総合表彰 【当日表彰】１～３位（Ａタイプ・Ｂタイプ共男女別） 

・年齢別表彰【後日郵送】１～３位（Ａタイプ・Ｂタイプ共男女別） 

  年齢別 19 歳以下／20～24 歳／25～29 歳／30～34 歳／35～39 歳 

40～44 歳／45～49 歳／50～54 歳／55～59 歳／60～64 歳 

65～69 歳／70 歳以上  ※総合表彰受賞者除く 

支 給 物 

・レース指定品（スイムキャップ、レースナンバー、バイクナンバー） 

・大会誌・参加記念Ｔシャツ・競技中の飲食物・大会傷害保険加入 など 

【完走者のみ】・フィニッシュタオル ・完走証（後日郵送） 

注意事項 

①必ず募集要項・競技規則・誓約書の内容をご確認の上、エントリーしてください。 

②参加者は、ルールを守って安全に競技することが義務づけられています。競技者の安

全確保のためにご協力をお願いします。 

③大会当日は「選手受付」は行いません。10 日(土)の選手受付を必ず受けてください。 

④スイム競技は最も危険な種目です。充分なトレーニングを行った上で、ご自分のペー

スで泳いでください。また、ウエットスーツは必ず着用してください。 

⑤バイク競技は必ずヘルメットを着用してください。未着用の場合は失格となります。 

⑥雨天等の場合も、競技は実施します。予備日は設けておりません。荒天時、大会運営

に支障があると想定される場合や選手の安全が保てないと判断される場合は、大会を

中止又は競技種目を一部中止・変更することがあります。大会が中止になった場合で

も参加費の払い戻しはいたしませんのでご了承ください。 

⑦参加選手の安全を守るため、競技委員（マーシャル）は、これ以上競技の続行が不可

能と判断した場合は本人の意志にかかわらず競技を中断させる権限があります。 

⑧納入後の参加費は、6 月 1７日(金)以降は不参加の場合でも払い戻しはいたしません

のでご了承ください。 

⑨大会当日の万一の事故については、その日のうちに主催者に届け出てください。後の

処理については、主催者側は責任を負いません。また、事故の内容によっては主催者

が加入する傷害保険適用外になる場合があります。 

⑩過去、身体に疾患障害のある方は、医師の健康診断等により、大会当日の競技に支障

のないことを確認して参加してください。 

問合先 

 

２０１６トライアスロン伊良湖大会運営事務局 

 特定非営利活動法人 渥美半島まちづくり推進機構（ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ） 

 〒441－361７ 田原市福江町堂前３４ 

ＴＥＬ．0531－36－6882  ＦＡＸ．0531－36－4694 

 ※受付時間：平日 午前 9 時～午後５時 ※土日祝日は休み 

 



トライアスロン伊良湖大会競技規則 

 

＜総則＞ 

1.本大会は公益社団法人日本トライアスロン連合競技規則（JTUルール）と、

開催趣旨に基づく伊良湖大会ルールにより実施する。安全と初心者に優し

い運営を心がけ、定めなき事案は実行委員会が決定する。 

2.気象条件・環境により安全確保が難しい場合、競技開始前、競技中にかか

わらず競技を変更、中止する。 

 

＜共通規則＞ 

1.競技者及び随行者は、良識ある社会人として節度をもって参加する。交通

規則を順守し自転車乗車時は常にヘルメットを着用する。違法キャンプを

行わない。騒音を出さない。地域の生活との調和を図る。 

2.催事は時間を順守し、遅れる場合は必ず事前に連絡する。 

3.競技者は競技規則・スケジュール・コースを把握して参加する。コースミ

スや、事故の責任は、選手個人が負うものとする。 

4.着前が開いたトライスーツ等（フロントファスナー付のレースウエア）で

の出場を禁止とする。開いていた場合は、注意を受けることがある。 

5.レースナンバーは必ず前後に見えるように取り付ける。折り曲げや変造は

禁止する。 

6.競技中に限らずゴミを投棄しない。ゴミ箱を利用するか各自持ち帰ること。 

7.各競技に制限時間を設ける。詳細については各競技項目を参照。フィニッ

シュは15時35分までとする。また制限時間前であっても継続が困難、運

営に支障があると判断された競技者は棄権扱いとなる。途中棄権者はスタ

ッフに申告、計測チップを返却する。 

8．参加者が、競技規則に違反した場合はペナルティの対象とする。 

 

＜選手受付・車検・競技説明会＞ 

1.競技に用いるバイクはロードレーサーとしドロップハンドルを基本とする。

エアロバー、ブルホーンハンドルは使用できるが、フラットバーハンドル

の使用は不可。その他の使用は審判長の承認を要する。 

2．参加者は、自身で車検・受付を受けなければならない。いかなる場合も代

理でのチェックは受け付けないものとする。 



3.競技説明会は参加すること。不参加による不利益は競技者が負うものとす

る。 

 

＜スイム競技＞ 

1.競技に不安のある者のバイク競技からのスタート（スイムスキップ）を認

める。ただし、記録は参考扱いとなる。 

2.スタートエリアには必ず計測マットの上を通り入場する。また、周回時に

も必ず計測マットの上を通過すること。 

3.ウェットスーツ（ラッシュガードは不可）と大会支給のスイムキャップは

必ず着用しなければならない。 

4.スタートは各タイプ250人ずつのウェーブスタートとする。 

5.コースロープ､ブイにつかまって休息できるので、無理をせず競技すること。 

6.救助を必要とする場合は、近くの監視船や監視員に明確な意思表示する。 

7.制限時間はＡタイプ10時50分。ただし、3周目に入る関門を10時15分とす

る。Ｂタイプは12時とする。 

 

＜トランジションエリア＞ 

1.選手、スタッフ以外はトランジションエリアへ立ち入りできない。トランジ

ションへ持ち込めるのは、競技備品のみとする。（バック1つ分） 

2.トランジションへの搬入は、大会当日の7時00分からとする。大会前日から

の搬入、バイクの預かりはできない。また、バイクの引き取りは14時から1

6時までとし、盗難防止のため、IDカード又はレースナンバー（ボディナン

バーは不可）にて本人確認を行う。バイクは解体せず、バイクシールも付け

たまま搬出チェックを受けること。 

3.ヘルメットはバイクラックからバイクを下ろす前にかぶりストラップを締め、

バイクラックにバイクを掛けるまで、ストラップを外し、ヘルメットを脱ぐ

事を禁止する。 

4.トランジションエリア内は乗車禁止とする。乗車は、乗車ラインを前輪先端

が越えてから乗車し、降車は、降車ラインを前輪先端が越える前に降りなけ

ればならない。 

 

＜バイク競技＞ 

1.バイクコースは完全交通規制だが、競技者には常に危険回避の義務がある。



前方に注意し、左側通行を厳守し、反対車線には絶対はみ出さない。緊急

車両走行時は減速し左側を徐行､または停止する。緊急車両の追い越しを禁

止する。 

2.ドラフトゾーンはバイクの前輪の先端から測定して縦１０ｍとし、ドラフ

ティング、ブロッキングを禁止する。追い越しは後方を確認後、声を掛け

て右側から２０秒以内に追い越す。見通しの悪い場所、折り返し付近での

追い越しを禁止とし、追い越しのリスクは常に追い越す側の責務とする。 

3.違反者はランコースにおいてペナルティ（2分）の対象となる場合がある。 

4.エイドは休暇村伊良湖の1カ所。ピットイン方式を用いているので、出入り

口については減速走行すること。利用の際は必ずバイクを止め、両足をつ

けること。バイクメカニックもここに常駐している。 

5.制限時間はＡタイプ、Ｂタイプ共通で14時とする。ただし、13時50分に

合流地点で関門を設ける。 

 

＜ラン競技＞ 

1.ランコースは渥美サイクリングロードを走る折り返しのコースとなっている。

スタートからＢタイプの折り返し地点までは起伏のあるコースとなっている

ので、ペース配分に十分配慮すること。（高低差＝最高55ｍ） 

2.エイドはコース上に8カ所とゴール後（フィニッシュエイド）の1カ所ある。 

3.同伴フィニッシュは、安全と他の競技者への配慮を前提に、許可する。 

4.フィニッシュの際は、レースナンバーを整え、サングラスを外し、笑顔を推

奨する。 

5.全競技は15時35分に終了。その時点で、ゴールに達していない選手はタイ

ムアウトとなる。 


