




◇技術代表
中川 圭介 (千葉県トライアスロン連合）

副技術代表
宮崎 良輝 （千葉県トライアスロン連合）

◇審判⾧
OD・駅伝:

小室 博之 （千葉県トライアスロン連合）
スプリント・リレー

丸 尚宏 （千葉県トライアスロン連合）
◇アクアスロン審判⾧

鈴木 忍 （千葉県トライアスロン連合）

競技運営体制



審議委員
技術代表 中川 圭介

大会実行委員⾧ ⾧谷川 満彦

千葉県トライアスロン連合理事⾧
小田 英男

審議委員会

審判⾧の判定、競技環境、他の選手、大会スタッフの言動
に不服がある場合は審議委員会へ抗議の申請ができます





トライアスロンは自然を相手にしたスポーツゆえ自然現象によって開催判断も変わってきます

■開催・変更判断基準
１）大雨・洪水・波浪注意報等の発令時
２）波高２ｍを超える場合
３）サメ等危険生物が出現した場合
４）暑さ指数（WBGT）２８°Cを超えた場合
※スイムの中止、競技距離の短縮、デュアスロン等への変更となる場合があります

■競技中止
１）雷注意報発令時
２）各警報発令時
３）津波注意報発令時
４）自衛隊緊急出動時

大会開催の判断について

開催の判断は
当日6時に判断し、決定次第タテトラHP・SNSに掲載します





12:00-12:30 選手受付① → 12:30-13:00 競技説明会①

10:00-11:00 OWS講習会①

13:00-14:00 OWS講習会②

14:00-14:30 選手受付② → 14:30-15:00 競技説明会②

15:00-16:00 OWS講習会③

16:00-16:30 選手受付③ → 16:30-17:00 競技説明会③

スケジュール:6/22（土）



7:00-7:30 選手受付① → 7:30-8:00 競技説明会①

9:00-9:30 選手受付③ → ９:30-10:00 競技説明会③

8:00-8:30 選手受付② → 8:30-9:00 競技説明会②

※駅伝参加者はこの回のみ

※OD１~３W推奨

※OD4~5W／スプリント推奨

スケジュール:6/23（日）



8:00-10:00
トランジションオープン
（全種目対象）

10:30-11:30
トランジションオープン
（OD3～５・リレー

スプリント対象）

12:30-13:20
トランジションオープン
（スプリント対象）

8:30-9:30 バイクコース試走

9:50-10:00 開会式

各スタート時刻
10:00~ 駅伝

10:30~ OD1(OD男子～44歳) 

11:00~ OD2(OD男子45～49歳) 

11:30~ OD3(OD男子50～59歳) 

12:00~ OD4(OD男子60歳～・BBBASE男子）

12:30~ OD5(OD女子・BBBASE女子）リレー

13:30~ スプリントディスタンス

14:00頃（予定）
バイクピックアップ

スケジュール:6/23（日）



表彰式

14:30~ オリンピックディスタンス 男子

15:00~ オリンピックディスタンス 女子・リレー

15:30~ 駅伝

16:00~ スプリントディスタンス

スケジュール:6/23（日）





ボディナンバーシールを使用します
貼り方:肩上側から千の位・百の位・十の位・一の位となります

上から
千の位
百の位
十の位
一の位

ナンバリング



１

２

バイクラック＆バイクセッティング



レースナンバーの取り扱い

ナンバーベルトの使用は可
・バイクパート:上半身ウェアの「背面」 ・ランパート:上半身ウェアの「前面」

・レースナンバー（ゼッケン）の着用

・会場内（基地内）に入る際、トランジションに入る際は
レースナンバー（ゼッケン）を必ず携帯してください





トランジションエリアの出入りの際には
レースナンバー（ゼッケン）が必要です

◆バイクピックアップ時

トランジション解放時刻は会場内アナウンスにて連絡します

※バイクピックアップの際レースナンバーが無い場合には、

全選手のバイクピックアップ完了までお待ちいただくこととなります！！

◆トランジションオープン時
・バイク等セッティング時
・ウォーミングアップを行った後、再度トランジションに入る際

など

レースに必要なもの以外は手荷物として預けてください

トランジション





本大会はJTU競技規則
（JTUルールブック2019年1月改定版）

ならびに
第１０回館山わかしおトライアスロン大会

ローカルルールを適用します



館山航空基地HPより

基地内に入れるのは選手のみです
レースナンバー（ゼッケン）を
携帯していないと入ることができません。
応援の方、レースナンバーを携帯していない
選手は入れません。

カメラの持ち込みは禁止です
自衛隊基地内は国防施設です。撮影は許可がなければできません。
許可があっても限られた場所のみ可能です。

最近バイクやヘルメットに装着可能なアクションカメラがありますが、
装着していることが判明した場合、直ちに取り外していただきます

基地内で撮影を現認した場合即失格とします。映像はその場で全データを
自衛隊確認の元、該当箇所を消去させていただきます。

会場内（基地内）ローカルルール



制限時間について

オリンピックディスタンス・リレー

スプリントディスタンス・駅伝

スイム:ス タートから1時間後
ラ ン:スイムスタートから3時間30分後

スイム:スタートから40分 後、
ラ ン:スイムスタートから1時間45分後

制限時間を過ぎた場合、 競技を中止いただく場合があります

※駅伝の繰り上げスタート
第２区 第１区選手のスタートから1時間45分後
第３区 第１区選手のスタートから３時間３０分経過後





オリンピックディスタンス・リレー

２→９→４



海の家

審判テント

スイムフィニッシュ

バイク乗車ラインへ

リレーゾーン
ここでタイミングベルトを

渡してください

自衛隊基地
ゲート



スプリントディスタンス・駅伝

１→４→２



審判テント

スイムフィニッシュ

自衛隊基地
ゲート

フィニッシュゲート

第一区走者、第二区走者とも
フィニッシュゲートを通過後、
トランジションエリアに沿って走行
↓
スイムスタート地点の交代ゾーン
にてタイミングベルトの引き渡し
↓
第二区走者（第三区走者)スタート

交代ゾーン



スイムフィニッシュ

審判テント

バイク乗車ラインへ

自衛隊基地
ゲート



WC

①

②

バイクコース（注意箇所）



給油車駐車場の中
を斜めに通過します

段差注意!

①

バイクコース（注意箇所）



昨年までのコース

②

バイクコース（注意箇所）





レスチューブの使用を可能とします
スイムに不安がある選手は使用を検討してください

＊レスチューブはJTU（日本トライアスロン連合）のオフィシャル・セーフティー・アイテムです

◎レスチューブを膨張させた場合

記録は参考記録となります

※レスチューブのレンタルは6/22（土）のみとなります

スイムローカルルール（抜粋）



トランジションより移動
↓

タイミングベルト受取・着用
↓

準備
↓

体操・試泳
↓

待機
↓

スタート!

スイムスタートまでの流れ

※持ち物確認!
（ウェットスーツ・キャップ・ゴーグル他）

※スタートはローリングスタート

※各ウェーブスタートの30分前より配布

※15分前より

ローリングスタートとは

・10人ずつ10秒おきにスタート
・計測はスタートラインを越えた
時点から
・スタート順は各々で決めてください

※スイムに自信の無い選手は
あわてずに後方から自分の
ペースでスタートしてください

駅伝の第２区、第３区走者
自身のスタート前に適宜試泳
（係員の指示に従ってください）



審判テント

救
護

計測ライン

準備運動
エリア

待機
エリアスタート

タイミング
ベルト受取



スイム中にアクシデントがあった場合

足がつった、ドキドキがとまらない、水を吸い込んだ、
バトルで殴られた等々・・・
色々なことがスイム中には起き、思わぬ事故の原因となります。

トラブル時は
止まって、力を抜いてあおむけに浮き、顔が水面に出た状態で
ゆっくり呼吸を繰り返します。
こうしていると、ライフセイバーに発見されやすくなります。
リタイアしたいときは手を振って呼びましょう。
落ち着いたら再スタートできますが、
ライフセイバーから声をかけられたらあなたの泳ぎが
周囲から見て危ないということです。
心配な方はレスチューブを試してみてください



オリンピックディスタンス
スプリント・リレー・駅伝

共通

１周回

１周300mの
ビーチランを行います

待機場所

◆スタート
オリンピックディスタンス
スプリントはローリングスタートとします

スタート

タイミングベルト
受取

スイム中止の場合（ビーチラン）





◆ペットボトルの使用は禁止とします。
・専用のバイクボトルを使用してください。

◆サプリメント等のゴミのポイ捨て禁止
・競技中にやむを得ずゴミが生じた場合には コース途中にブルーシートを敷いた
ゴミシューターがありますのでその場所にリリースしてください。

基地内の滑走路にゴミが飛ぶと航空機の離発着に影響が出ますので
絶対にゴミは出さないでください

バイクローカルルール（抜粋）



ゴミシューターの場所
※バイク試走時等に確認してください

バイクローカルルール（抜粋）

ゴミはこの場所以外では
捨てられません



乗車ライン

乗車ライン



降車ライン

降車ライン



ドラフティングゾーン

ドラフティングゾーンに後方の競技者が進入できるのは
追い越しを試みているときの２０秒以内です
その場合であっても最小限の時間と安全確保に努めてください

1.5m

10m1.5m

バイク約5台分空けて下さい



バイク走行はキープレフト



ペナルティについて

◆乗車、降車位置においてはストップアンドゴー

◆トランジション、ヘルメットストラップ等についてはその場で注意

◆審判の制しを無視した場合、悪質なドラフティングについて
タイムペナルティ

フィニッシュ後 タイム加算
・ドラフティング違反:スタンダード/リレー 2分

スプリント/駅伝 1分
・その他の違反 :スタンダード/リレー 15秒

スプリント/駅伝 10秒





コース:１周 2.5km（片道 1.25km）

オリンピックディスタンス／リレー ４周回

スプリント／駅伝 ２周回

同伴フィニッシュ

←同伴者導線

同伴者
待機場所





館山市の防災放送（地震・津波等）により
サイレンが鳴ったら直ちに競技を中止し、

自衛隊・審判員・スタッフの指示に従ってください
ゴミシューター（ブルーシート）
のある所です

避難マップ
自衛隊中門より約550m

①自衛隊中門
↓ 約550m
②国立館山会場技術学校

緊急時避難導線





審判団からのお願い

聴覚障害者の方が参加されます

該当のカテゴリー及び直前、直後のカテゴリー
の方々は危険回避のため充分注意いただくと同時に
少しのお気遣いをお願いいたします

OD３ 男子 １名
SP 男子 １名

女子 １名
駅伝 男性 １区

※スイム :白キャップに「D」の赤文字
※バイク・ラン :ゼッケンに「DEAF」の表示




