
２０１８．９．２９
（一社）神奈川県トライアスロン連合

横浜市トライアスロン協会

競技説明会

Yokohama Seaside Triathlon



はじめに

※ ご質問がある場合は説明の後で
お受けします



＊技術代表：岩田 聖市 （神奈川（第２種））

＊審判長 ：宮城 信隆 （神奈川（第２種））

＊審議委員：園川 峰紀
海野 浩
岩田 聖市



競技距離

スイム ：400 ｍ （２周回）
ラン ： 5 km（２周回）

トライアスロン 一般・リレー

アクアスロン
（一般・ペア）

アクアスロン
（ペアチャレンジ）

スイム ： 200 ｍ （１周回）
ラン（小学校高学年）：2 km （１周回）

（ 低学年）：1.1 km（１周回）

スイム ：400 ｍ （2周回）
バイク ： 20 km（４周回）
ラン ： 5 km（２周回）



制限時間

スイム終了まで ： １２分
バイク終了まで： ８０分（１時間２０分）
ラン終了まで ： １２５分（２時間５分）

トライアスロン 一般・リレー・パラ

アクアスロン 一般・ペア

スイム終了まで ： １２分
ラン終了まで ： ６０分（１時間）

アクアスロン ペアチャレンジ

スイム終了まで ： ６分
ラン終了まで ： Ａ ２０分

Ｂ ３０分



コース全体図



シーパラダイス内

ラン折り返し



Ｂ



A



スイムコース（トライアスロン＋アクアスロン一般・ペア）

平年の水温２３℃

90m

20m



トランジッションエリア周辺
トランジションエリアに入れるのは

7:30~9:30 for Triathlon

11:00~11:45 for Aquathlonバイクピックアップ：13:20～

14:00頃（予定）
●リザルト掲出場所



スイム競技でのお願い
（安全に競技をして頂くために）

• 前日の飲酒はお控えいただき、十分な睡眠をお取り
ください。

• 体調が優れない場合にはスイムスキップ制度をご
活用ください。

• レスチューブを装着して参加することも可能です。
装着し膨張させなかった場合は、装着しない場合と区別なく、計時・ 順
位の記録を行います。
装着し膨張させた場合は、審判員・ライフセーバーの指示に従い競技を
中止してください。

レンタル受付も前日受付横にて実施してます。



スイムスキップ制度

当日の体調や、スイム会場のコンディション（波、潮流、水温など）によ
り、競技開始前、1周回終了時、あるいはレスチューブでスイム継続を

断念した場合で選手自ら申し出を行った場合、スイム競技をスキップし、
次の競技を継続する事を認めるものです。

ただし、医師による問診の結果によっては、スイムスキップあるいは競
技辞退を通知されることがございます。その際は指示に従ってください。
なお、バイク、ラン競技のスキップは認められません。

スイムスキップ受付

各スタートウェーブの入水チェック、ウォームアップの時間帯に八景島
マリーナ内スイム会場受付にて実施。

スイムウォーミングアップ後でも上記時間帯であれば、スキップ受付を
行うこともが可能です。

記録の扱い

バイク及びランのタイムをリザルト表記しますが、記録は参考扱い（ＳＫＩ
Ｐ）となり、表彰対象とはなりません。



スイムスキップ制度

トライアスロンリレー、アクアスロンペア、ペアチャレンジについて

上記3種目は通常のスイムスキップをしていただくことも可能
ですが、スイム担当者がリタイヤした場合でも、

同一チームのメンバーより競技継続の申し出があった場合、
特別に次の競技に進むことが可能。

次の種目の担当者は予備の計測チップを受け取り、スイム
会場マリーナ内リレーゾーンからスタートします。（記録は参
考扱いとなり表彰対象とはなりません）



スイムスキップ制度

スイムスキップ受付時間とスイムスキップ者のスタート時刻

スタート場所：スイム会場マリーナ内リレーゾーン
計測：スイムアップの計測から開始

グループ スタートウェーブ
スイムスキップ

受付
スイムスキップ
スタート

Ａ 1－4 09:35－09:50 10:35

Ｂ 5 10:45－11:00 11:15

Ｃ 6－7 11:20－11:35 12:00

Ｄ 8－11 12:05－12:20 12:45 ／ 12:58



スイムスケジュール

カテゴリー グループ ウェーブ レースナンバー スタート時間 スタート人数（予定） スイムキャップ

パラ

Ａ

１ 101－ 09:50 10
グリーン/イエロー

女子 ２ 201－ 10:00 43 ブルー

40-49 ３ 301－ 10:10 117 ピンク

50- 4 501－ 10:20 122 グリーン

トライアスロンデビュー Ｂ 5 701－ 11:00 148 レッド

団体・リレー Ｃ 6
団体：901-
ﾘﾚｰ：1001－

11:35 111 グリーン

16-39 7 1101－ 11:45 81 イエロー

アクアスロン（一般女子）

Ｄ

8 1201－ 12:20 10 イエロー

アクアスロン（一般男子） 9 1301－ 12:30 23 ピンク

10 1401－ 12:40 9 グリーンアクアスロン（ペア）

アクアスロン（ペアチャレ） 11
A：1501－

12:50 20 レッド
B：1551－

グループ スタートウェブ ウォームアップ

Ａ １－４ウェーブ 09:30-09:45

Ｂ ５ウェーブ 10:40-10:55

Ｃ ６－７ウェーブ 11:15-11:30

Ｄ ８－1１ウェーブ 12:00-12:15



• ローリングスタート方式

• 10人ずつ10秒おきにスタート

• 順番は、カテゴリー別のレースナンバー順

（自己申告タイム順）

• 計測開始は、スタート後の計測地点通過時

スイムスタート方法



スイムルール

ウェットスーツは必須です（厚み５ｍｍ以下）

ウェットスーツ トライスーツ



スイムキャップは渡されたものを使用

スイムルール



トランジションエリア内 スイム→バイクのリレーゾーンは、
スイム会場となります。

B→R 

リレーゾーン



トランジションルール

124

123

122

★トランジションエリア内へは、選手以外立ち入り禁止！

●バイクラックにはレースナンバーのシールが貼ってあります。自分のレースナンバーと
同じ番号の場所に設置してください。

●バイクラックは両側からバイクを互い違いにかける方式です。（下図参照）

●ウェットスーツは踏むと滑ります。通路にはみ出さないよう置いてください。また、

バイクラックに直接かけないでください。

→ＴＯ（審判員）が修正する場合があります。

★トランジションエリア内は、バイク乗車禁止！

●トランジションを出たところにあるバイクマウント
（乗車）ラインを越えてから乗車します。

●バイク競技終了時には、ディスマウント（降
車）ラインの手前でバイクから降りるようにします。

●バイクスタート前は必ずラックからバイクを外す前
にヘルメットのストラップを締め、バイク終了時
はバイクをラックにかけてから

ヘルメットのストラップを外すようにしてください。

→ＴＯ（審判員）がやり直しを指示する場合が

あります。



バイクルール
○ Ｔ－バーハンドル

○ ブルホーンバー

○ ＤＨバー

× 前輪ブレーキなし

× 固定ギア

× 後輪ブレーキなし

× スタンド
（突起物） × ペットボトル使用禁止



競技自転車用ヘルメット 通学自転車用ヘルメット 工事用ヘルメット

バイクルール



※ 審判員にドラフティング宣告された選手は、審判の
指示に従ってください。

１０m

※ ドラフティングエリアには追い越し以外は入れません。
（エリアは前方１０ｍ×左右規制なしです：ＪＴＵルール）

産業振興センター前交差点折り返し、団体バス発着所折
り返しでは追い越し禁止です。減速して走行ください。

バイクルール



ランルール

上半身裸は禁止です。 裸足も禁止です。

かかと部を固定できるサンダルやワラーチでラン競
技をすることはできますが、バイク競技で使用する
ことは禁止します。



フィニッシュルール

同伴フィニッシュは禁止です
（リレー、男女ペア、チャレンジの部は、

メンバーとの同伴フィニッシュを認めます。）

⇒審判員に従って！

※サングラスは上げて
※レースナンバーを前にして
※ジッパーは閉めて



⇒２枚
（バイク後、ラン前の1枚でも可）

1234

1234



八景島マリーナ
（スイム会場）

アクアミュージアム
（コインロッカー）

センターハウス
（コインロッカー）

金沢八景大橋

駐輪場

オープンマーケット
（コインロッカー）

7:15～
※ただし、選手以
外の来場者は、
8:30～

選手導線

八景島駅/海の公園駐車場

イベント広場
（選手受付、問診チェック、大
会本部、EXPOほか）

八景島アリーナ 会議室
（競技説明会）
※前日のみ

八景島アリーナ
（競技説明会）
※当日のみ

会場案内



来年以降も大会が開催できるように！

コース上に飲んだり食べたりした後の
ゴミを捨てないで！



ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！


