＜大会概要＞
■大会名称／第 4 回京都丹波トライアスロン大会 in 南丹
JTU エイジグループランキング対象大会
第 2 回近畿ブロックスプリント選手権
京都府中学選手権、京都府高校選手権

■開催日／2018 年 8 月 25 日（土）
、26 日（日）

■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

開会式、競技説明会：京都府立口丹波勤労者福祉会館

■主催／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

■共催／公益社団法人

日本トライアスロン連合

■主管／京都府トライアスロン協会

■協力／京都府警察南丹警察署、京都中部広域消防組合園部消防署、南丹市消防団、京都中部総合医
療センター、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、AS 京都、保津川トライアスロン倶楽部、国立大学法人奈良教育大学保健体育講座傷害
予防塾、特定非営利活動法人京都ライフセービング、関西潜水連盟

■開催スケジュール

【8 月 25 日（土）大会前日】
14：00～15：50

選手受付（京都府立口丹波勤労者福祉会館）

15：25～

おもてなしイベント（京都府立口丹波勤労者福祉会館）

15：50～16：45

開会式、競技説明会（京都府立口丹波勤労者福祉会館）
※全選手参加して下さい。不参加の場合失格になります。

【8 月 26 日（日）大会当日】
◆スタンダードディスタンス
6：15～7：15

選手最終受付（大堰橋下／南丹市大堰川緑地公園内）
※セルフチェックシート全員提出

6：15～8：00

トランジッションエリアオープン

7：15～7：35

スイムウォームアップ

7：30～7：45

アンクルバンド配布（スイムスタートエリア付近）

7：45

スタートセレモニー（スイムスタートエリア付近）

8：00

スタンダード第 1 ウェイブスタート

8：02

スタンダード第 2 ウェイブスタート

8：04

スタンダード第 3 ウェイブスタート

12：10

トランジッションエリアオープン

13：00

表彰式 閉会式（南丹市大堰川緑地公園内おもてなしエリア）

◆スーパースプリントディスタンス・スーパースプリントリレー」
7：15～8：15

選手最終受付（大堰橋下／南丹市大堰川緑地公園内）
※大会当日セルフチェックシート全員提出

6：15～8：00

トランジッションエリアオープン

7：15～7：35

スイムウォームアップ
(入水後 スタート前に 2~3 分スイムアップ時間を設ける予定)

8：55～9：05

アンクルバンド配布（スイムスタートエリア付近）

9：15

スタート

12：10

トランジッションエリアオープン

13：00

表彰式 閉会式（南丹市大堰川緑地公園内おもてなしエリア）

◆スプリント
9：15～10：00

選手最終受付（大堰橋下／南丹市大堰川緑地公園内）
※大会当日セルフチェックシート全員提出

8：00～ 9：30

トランジッションエリアオープン

10：15～10：25

スイムウォームアップ

10：25～10：35

スプリント男子アンクルバンド配布（スイムスタートエリア付近）

10：45

スプリント男子スタート

11：00

スプリント女子アンクルバンド配布（スイムスタートエリア付近）

11：15

スプリント女子スタート

12：10

トランジッションエリアオープン

13：00

表彰式 閉会式（南丹市大堰川緑地公園内おもてなしエリア）

■競技
●スタンダードディスタンス
SWIM 1500m（500ｍ×3 周）
BIKE 40km（10 ㎞×4 周）
RUN 10km（2.5 ㎞×4 周）

●スプリントディスタンス（ドラフティングレース）
SWIM 750m（375ｍ×2 周）
BIKE 20km（5 ㎞×4 周）

RUN 5km（2.5 ㎞×2 周）

●スーパースプリントディスタンス
SWIM 375m（500ｍ×0.75 周）
BIKE 10km（10 ㎞×1 周）
RUN 2.5km（2.5 ㎞×1 周）

●スーパースプリントリレー
SWIM 375m（500ｍ×0.75 周）
BIKE 10km（10 ㎞×1 周）
RUN 2.5km（2.5 ㎞×1 周）

■募集要項
競技
【スタンダードディスタンス】
●距離
SWIM 1500m
BIKE 40km
RUN 10km
●制限時間（スイムスタートから）
SWIM 50 分

※川から上陸後スイム計測地点まで１００ｍ

BIKE 160 分
RUN 240 分
●定員
400 名
●参加費
一般

24,000 円

●参加資格
・2018 年

18 歳以上（当該年 12 月 31 日現在）の男女で JTU 登録者

・スプリントディスタンス以上の競技経験者

【スプリントディスタンス】（ドラフティングレース）
●距離
SWIM 750m
BIKE 20km
RUN 5km
●制限時間（スイムスタートから）
SWIM 15 分

＊川から上陸後スイム計測地点まで 100ｍ有

BIKE ※バイクラップ DNF

※高校生可能

RUN 80 分
●定員
150 名

＊男女合計

●参加費
一般

15,000 円

高校生 13,000 円
●参加資格
・2018 年

15 歳以上（当該年 12 月 31 日現在）の男女で JTU 登録者

※中学生不可

＜全体条件＞ 下記１）・２）条件必須
1) 2017 年にドラフティングが許可されたトライアスロン競技の実績がある、または過去 2 年以
内にドラフティング講習会受講経験があること。
※大学生に限り学連主催ドラフティング講習会許可
2) 2018 年 JTU 認定記録会に参加すること。
JTU 認定 記録会に参加できなかった場合は、スイムとランを実測し、計測責任者明記。
※申し込み期間を過ぎてから記録会・講習会の予定の場合はエントリー期間中に「お問い合わせ」
に必ず事前連絡。

【スーパースプリントディスタンス】
●距離
SWIM 375m
BIKE 10km
RUN 2.5km
●制限時間（スイムスタートから）
SWIM 15 分

※川から上陸後スイム計測地点まで 100ｍ有

BIKE 45 分
RUN 60 分
●定員
50 名
●参加費
一般

10,000 円

高校生

9,000 円

中学生

8,000 円

●参加資格
・11 歳以上（当該年 12 月 31 日現在）の男女で JTU 登録者

【スーパースプリントリレー】
●距離
SWIM 375m
BIKE 10km

※中学生以上

RUN 2.5km
●制限時間（スイムスタートから）
SWIM 15 分

※川から上陸後スイム計測地点まで 100ｍ有

BIKE 45 分
RUN 60 分
●定員
10 組
●参加費
一般

12,000 円

●参加資格
・11 歳以上（当該年 12 月 31 日現在）の男女 ※中学生以上
・2 名以上の参加で親子など組み合わせ自由

【注意事項】
●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。
●サイクルコンピューターの使用を義務付けます。
※スーパースプリント・リレーは推奨
●全競技、ウエットスーツの着用について下記の通り定めます。
スーパースプリント

スプリント

水温

スタンダード

18 度以上

推奨

推奨

不可

18 度未満

義務

義務

義務

スーパースプリントリレー

※ウエットスーツ着用について、全選手上記ルール適応となります。
●スプリント及びスタンダードカテゴリーにご出場の方はロードレーサーを使用して下さい。
※マウンテンバイク・クロスバイク・T バークロスバイク・ママチャリ不可
「ロードレーサー」とは・・・ドロップハンドル型で高速走行性能を優先された自転車を指します。
泥除け、スタンドは取り外してください。
●スーパースプリント及びリレーカテゴリーはマウンテンバイク・クロスバイク・T バークロスバイ
クなどのスポーツサイクルの使用を許可します。ただし泥除け、スタンドは取り外してください。
※ママチャリ不可
※道路使用の関係上、バイク・ランに関して上記制限時間とは別に、周回関門時間を設定いたしま
す。設定時間を超えた場合は、DNF となりますので、あらかじめご了承ください。
●スプリント出場について
ドラフティングレースのため、JTU 競技規則内の「第 8 章

バイク（自転車） 第 3 節ドラフティン

グレース」を遵守。
特に
(1) 競技自転車について【JTU 競技規則第 100 条、第 79 条、第 43 条、一部 ITU 競技規則準用】

ア

エアロバー先端は、前輪ハブ軸より 15cm 以上前に出ていないこと。さらに、左右のブレー

キレバーの最前部を結ぶ直線より前に出ていないこと、硬質なもので連結すること。 ビニール
テープ等による先端の連結は許可されません。
イ
(2)
ア

ホイルはスポークが 16 本以上のものとし、ディスクホイル、バトンホイルの類は禁止です。
ヘルメットについて【JTU 競技規則第 85 条 競技規則準用】
バイク競技では、常にバイク競技用の硬質ヘルメットを、その取扱説明書に従い正しく着用

していなければなりません。

■表彰
【スタンダードディスタンス】
・総合の部／男女

1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位

・年齢別の部／U24 / U29 / U34 / U39 / U44 / U49 / O54 / U59 / U64 / U69 / U74 / U79 / U84
（表彰各男女 1 位）※総合表彰者の年代別表彰は除く

【スプリントディスタンス】
・総合（高校生除く）／男女

1 位、2 位、3 位、4 位、5 位、6 位

・近畿ブロックスプリント選手権／男女
・高校生総合／男女

1 位、2 位、3 位

1 位、2 位、3 位

・京都府高校選手権／男女

1 位、2 位、3 位

【スーパースプリントディスタンス】
・総合（中学生除く）

男女

1 位、2 位、3 位

・中学生総合

男女

1 位、2 位、3 位

・京都府中学選手権

男女

1 位、2 位、3 位

【スーパースプリントリレー】
・1 位、2 位、3 位

■京都府協会登録者の皆さまへ
・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」へのエントリー費を大会側
にて負担いたします。
※京都府中高生優勝者は上記大会への申し込みは各自でお願いします。
※京都府協会登録者対象

■大会事務局（南丹市）
TEL：0771-68-0019
FAX：075-393-8277（京都府トライアスロン協会）

