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競技距離 

１． 一般の部：スイム750m/バイク20km/ラン5km（スプリント25.75km） 

２． ジュニア（中学生）の部：スイム200m/バイク5km/ラン2km（7.2km） 

３． キッズ・高学年（小学4～6年）の部：スイム/100m/バイク2km/ラン1km（3.1km） 

４． キッズ・低学年（小学1～3年）の部：スイム50m/バイク1km/ラン500m（1.55km） 

５． 選手権の部：スイム750m/バイク20km/ラン5km（スプリント25.75km） 

 

主催：川崎港トライアスロン実行委員会 

主管：一般社団法人神奈川県トライアスロン連合 

              

川崎港トライアスロン大会事務局 

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-7-5-601 

Tel : 070-3236-2277 

Email : info@kn-tu.or.jp 
 

 

 



第 13回川崎港トライアスロン in 東扇島大会 

JTU関東ブロック選手権・東京都選手権開催について 

 このたび、第 13 回川崎港トライアスロン in 東扇島大会を、JTU 関東ブロック選手権および東京都選手権を併催し

て開催することとなりました。新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、今年の前半は多くのトライアスロン大

会が中止となり、そのために JTU 日本選手権に出場する JTU 関東ブロックと東京都の選手選考レースを開催してほ

しい、という JTU 関東ブロック協議会、一般社団法人東京都トライアスロン連合（TMTU）の要請もあり、併催の形

とさせていただきます。 

 また、新型コロナウイルスの影響により、多くのアスリートが練習不足となっていることも考慮に入れ、高校生・

一般と選手権の競技距離をスプリント・ディスタンス（総合距離 25.75km／スイム 750m・バイク 20km・ラン 5km）

の距離で開催いたしますことに、ご理解とご協力をいただきたいと思います。 

 また、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大がありますことから、会場でも数々の新型コロナウイルス対策を行

ってまいります。ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、健康第一でトライアスロンを楽しんでいただけれ

ば、と考えております。 

 さらに参加者募集の途中、開催日までに大会が何らかの理由で開催不能となりました場合は、手数料を除いた参加

費を返還させていただきます。 

 それでは、エントリーの手続きをよろしくお願いいたします。 

 

第 13 回川崎港トライアスロン in 東扇島大会 

JTU 関東ブロック選手権・東京都選手実行委員長 

高崎 聡 

 

 

大会募集要項 
主  催 川崎港トライアスロン大会実行委員会   

主  管 一般社団法人 神奈川県トライアスロン連合  

協  力 横浜市トライアスロン協会・川崎市トライアスロン協会 

競技内容 参加資格及び参加費(年齢基準は2020年12月31日) 

 一般の部 25.75km：（定員400名先着順 高校生以上）￥16,000  但し高校生￥8,000 

 ジュニアの部 7.2km:（定員20名先着順 中学生）￥7,000 

 キッズの部（高学年）3.1km：（定員50名先着順 小学4～6年）￥6,000 

 キッズの部（低学年）1.55km：（定員50名先着順 小学1～3年）￥6,000 

 選手権の部 25.75km：定員男女各37名（参加枠：東京都14名・神奈川県7名・埼玉県4名・千葉県4名・群馬県2名・栃木県2名・茨城県2名・山梨県

2名）。ドラフティング許可レース。バイク周回遅れはDNF。JTU登録者で一定の基準を満たす者￥16,000 

 

当日スケジュール(予定) 選手受付7:45～8:45 キッズ・ジュニアスタート9:00～終了10:00 一般（高校生）スタート10:00～終了13:00 

女子エリートスタート12:30～終了13:50 男子エリートスタート14:00～終了15:10 終了15：30  

参加資格  ・一般/選手権の部は2020年度(公社)日本トライアスロン連合(JTU)登録者であること。 

・一般の部は、高校生以上で、3種目の経験があり、2時間以内で完走できる者 

・選手権の部は、別紙＜関東選手権・東京都選手権出場許可の選考基準について＞参照 

・ジュニアの部は、中学生で、3種目の経験があり、1時間以内で完走する力のある者 

・キッズの部は、小学生で、3種目の経験があり、1時間以内で完走する力のある者 

・障害など、伴走を必要とする方は、事前に大会事務局までお問い合わせください 

競技規則 ・(公社)日本トライアスロン連合（JTU）競技規則を適用します。ローカルルールを別途設定します 

・当日の車検（自転車）はありませんので、競技用部は、各自十分な点検整備を行ってください。 

・スイム競技では、トライアスロン用ウェットスーツ(ラッシュガード不可)を着用してください。（未着用の場合参加をお断りします） 

・選手権はJTU競技規則に則ります（当日の水温による） 

・キッズ・ジュニアはウェットスーツ不要 

・一般の部では、ロードレーサー、TTバイク以外の使用は不可です。ジュニア/キッズの部ではロードレーサー以外の自転車も使用できます 

が、ヘルメットは自転車用を必ず着用してください。 



・バイク競技では、周回数確認のため、サイクルコンピューターの装着を強く推奨します。（特に一般の部参加選手） 

但し、『固定ギヤ車』『ブレーキ無し車』など、競技者に危険を及ぼす恐れのある自転車の利用は厳禁です。ヘルメットは『自転車専用』

を必ず着用してください。「カスク」「ヘッドギア」等の利用は厳禁です。競技に必要な用品・用具の貸し出しは一切ありません。忘れた

場合は出場できません。 

表   彰 ・キッズ／ジュニアの部：学年毎に男女各1～3位  

・高校生の部： 総合男女各1～3位 

・一般の部 ： 総合男女各1～6位 

・川崎港湾振興協会賞：一般川崎市民男女1位 

・川崎観光協会賞：高校生川崎市民男女1位 

・選手権の部： 総合男女各1～3位  

＊アナウンスのみで開催します。 

補償規定  大会補償規定に基づき、大会中の事故を補償します。ただし、故意、犯罪行為、麻薬などの使用、精神障害、他覚症状のない“むちうち

症”または腰痛、大会直前12ヶ月以内の既往症と因果関係のある疾病による身体障害、地震、噴火、津波、戦争その他の争乱などは、対象

外となります。※競技参加に際し、傷害保険、生命保険など各自で充分な保険に加入されることをお奨め致します。 

大会申込 エントリー費のお支払について、9月4日（金）締め切り、但し先着順に申込みを受付け、定員なり次第締め切り。 

インターネット申込のみMSPOENTRY (www.mspo.jp/athletic/triathlon）郵送、FAXでの申込はできません。インターネット申込のみです。 

大会情報webサイト（http://www.kn-tu.or.jp）にアクセスし、大会要項、誓約書をご確認の上、必要事項を入力し、お支払い手続きをお願

い致します。クレジットカード／コンビニエンスストアなどがご利用頂けます。（インターネット申込は、7月１0日（金）開始予定） 

振込期限内にお振り込み手続きのない場合は「出場意志無し」とみなし、申し込み情報は削除されます。 

キャンセル 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催予定施設の閉鎖と参加選手や運営スタッフの健康と安全確保が困難であると判断し大会を中

止した場合は、選手の皆様にはすでにお支払いいただいた参加費（Web手数料を除く）から、一律1,100円（振込・事務手数料）を控除し

た金額を返金致します。参加申込書に必ず参加者本人名義の銀行口座等の情報をご記入ください。 

また、9月4 日（金）までにメールでキャンセルの申し出を頂いた場合は、すでにお支払いをいただいた参加費（Web手数料を除く）から、

一律1,100円（振込・事務手数料）を控除した金額を返金致します。以後のキャンセルは返金致ません。 

COVID-19対策 最新の注意を払い、対策を講じます。詳細は、改めてご案内します。 

最終案内 9月26日（土）一般社団法人神奈川県トライアスロン連合ホームページに掲載します。 

 

問合せ先 〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-7-5-601 川崎港トライアスロン大会事務局 

tel:070-3236-2277 mail：info@kn-tu.or.jp 担当：杉浦 博 

 

 

選手権の部選考基準について 

 

（１）関東ブロック選手権出場許可の選考基準について 

2020年12月末日時点で18歳以上の男女。(通常、高校3年生で12月末まで生まれ可）。関東選手権大会は、競技の安全性を確保す

るため参加者定員を男女各23名とさせていただきます。申込者がこれを上回る場合、 

①下記の第Ⅰ群だけで37名を超える場合は、第Ⅰ群の中で (＝第Ⅱ群は全員出場できず)  

②第Ⅰ群が37名未満でも第Ⅱ群を合わせると37名を超える場合は、第Ⅱ群の中で (＝第Ⅰ群は全員出場許可) 

 以下の優先基準(1～7)により、出場許可者を選考します。 

第Ⅰ群：日本選手権大会関東ブロック推薦対象選手（関東ブロック各加盟団体登録選手＋関東B各県在住の学連登録選手）  

    および次項（２）の東京ブロック推薦対象選手（東京都登録選手＋学連東京登録選手） 

第Ⅱ群：上記以外のオープン参加選手 (参考：昨年の申込者実績 (男子): 第Ⅰ群 71名、第Ⅱ群 5名、計76名) 

 

＜優先基準＞ 

1. JTU エリート強化指定選手。 

2. JTU ジュニア強化指定選手(2020 年末日現在 18 歳以上) 

3. 2019 年日本選手権東京港大会出場選手 

4. 2019 年関東選手権大会で 1～30 位の選手 

5. 2019 年関東ブロック各県の選手権で 1-3 位の選手 

6. 2019 年日本学生選手権で 1～30 位の選手 

7. 関東ブロック協議会推薦選手 



  (考慮対象大会) 2019 年関東選手権大会、 

  2019 年日本学生選手権大会 

   2020 年認定記録会  

 関東選手権の第Ⅰ群は関東ブロック加盟団体から推薦が必要ですが、選手が個別に加盟団体から推薦を貰う必要はありません。 

選手が申込み後、大会事務局が各加盟団体へ推薦するか否かの照会を一括して行い、推薦があれば、第Ⅰ群の選手となります。 

(推薦基準は、各加盟団体にお問い合わせ下さい) 推薦が得られなければ第Ⅱ群（オープン参加）となります。 

選考結果は全員に電子メールで通知します(9 月中旬を予定)。出場を許可された方は許可通知後 8 日以内に参加費をお支払いく

ださい。  

 

（２）東京都選手権大会の出場許可の選考基準について 

①参加資格 

１．2020 度 JTU 登録者で以下のいずれか  

・東京都登録（413-で始まる登録番号） 

・学連東京登録（U13-で始まる登録番号） 

２．2020 年 12 月末日時点で 18 歳以上の男女。(通常、高校 3 年生で 12 月末まで生まれ可） 

３．2018 年 11 月以降の JTU 公認認定記録会 又は【個別測定】により以下のタイムを満たした者。 

・スイム 400m×2+ラン 5,000m 【男子 33 分 00 秒、女子 37 分 30 秒】 

・スイム 400m×2+ラン 3,000m 【男子 21 分 52 秒、女子 24 分 28 秒】 

 

②募集人数 男女各１４名以内 

募集人数を超えた場合は以下の優先順位で選考する。 

１． JTU エリート強化指定選手（2020 年第 3 期） 

２． JTU ジュニア強化指定選手（2020 年第 3 期）(2020 年末日現在 18 歳以上) 

３． 2019 年日本選手権の順位 

４． 2019 年 NTT ジャパンランキングの順位 

５． 2019 年東京都選手権の順位（10 位以上選手） 

６． 2018 年 11 月以降の JTU 公認認定記録会タイム（個別測定含む） 

 

 ※本規定は 2020 年度のみ有効とする。 

 

選考結果は全員に電子メールで通知します(9 月中旬を予定)。出場を許可された方は許可通知後 8 日以内に参加費をお支払い

下さい。 

 

 

＜日本選手権選出基準＞ 

 

（１）日本選手権関東ブロック代表選手の選出基準 

関東ブロック代表選手を下記の基準にて選出します。 

関東選手権の上位者から、男女各 2 ないし 3 名、計 4 ないし 6 名を関東ブロック代表として選出する。上位選手が別枠

での出場又は出場を辞退した場合は、ロールダウンするものとする。 

 

（２）日本選手権東京都代表選手の選出基準 

東京ブロック代表選手を下記の基準にて選出します。 

東京都選手権の上位者から、男女各 2 ないし 3 名、計 4 ないし 6 名を東京都代表として選出する。上位選手が別枠での

出場又は出場を辞退した場合は、ロールダウンするものとする。 


