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本大会はJTU競技規則

ならびに

第８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。

競技規則

http://www.jtu.or.jp/marshal/pdf/jtu_competition_rules_2006.pdf

http://www.jtu.or.jp/marshal/pdf/jtu_competition_rules_2006.pdf


スイムローカルルール（抜粋）

レスチューブの使用を可とします

スイムでの溺水事故防止のため、タテトラでは
レスチューブの使用を許可します。

選手の生命の安全を第一に考え、JTU競技規則に

おける「浮力を得られる禁止用品」とみなさないこと

としました。

スイムに不安がある選手は使用を検討してみてくだ
さい。







スイムローカルルール（抜粋）

レスチューブを装着して膨張させなければ

計時・順位は未装着と区別しないで記録されます。

ブイ・コースロープ・サーフボード等につかまり休息

することと同様に使用することができるものであり、

膨張したレスチューブにつかまる等の状態のまま

前進した場合DSQ（失格）となります。

ただし、レスチューブを膨張させ、休憩後スイムを

続行した時はそのままトライアスロンを続行しても

構いませんが、記録は順位が出ない

ＲＥＳ（レスチューブ使用）となります。



スイムローカルルール（抜粋）

レスチューブについては
レース会場のEXPOにレスチューブブースが
ありますので、当日レンタル・販売の受付をし
ています。
レンタル 一日 １０００円
販売 １０８００円～
＊レンタル品についてはスイムアップ時に
レスチューブ置き場を設け、回収します。

レスチューブは命を守る器具です
危ないと思った時には迷わず使って下さい



バイクローカルルール（抜粋）

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。

チャレンジトライアスロンについては、ペットボトルの
使用を認めますがキャップが落下しない構造のもの
か、ペットボトル専用のボトルケージに入れて下さい。

不適合と判断したものに関しては、トランジション

エリアにて審判員がキャップを外させていただくなど
の対応を取らせていただきます。

競技中の落下物防止の為、ご理解ください。



バイクローカルルール（抜粋）

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。絶対にゴミは出さないで下さ
い。



競技の留意点

スイムキャップのかぶり方
スイムキャップイラストの色でクラス分けをしています
イラストは片側にしか描いていません
ライフセイバーから視認できるように
必ずイラストが右側に来るようにかぶってください



競技の留意点

レースナンバーの取り扱い

トランジションエリアの出入はレースナンバー

（ゼッケン）が必要です。またエリアに入れる

時間も決められていますので、事前にご自身
で確認ください。

ちなみにレースナンバーは

・バイクパートでは 上半身ウェアの「背面」

・ランパートでは 上半身ウェアの「前面」

・レースナンバーベルトの使用は可



競技の留意点

バイクピックアップ

トランジション解放時（アナウンスにて連絡）に
バイクピックアップができます。

バイクピックアップには、レースナンバー

（ゼッケン）が必要となります。

競技終了後も携帯ください。

注意：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！！



自衛隊基地使用のローカルルール

カメラ持ち込み禁止です。
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。また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ビデオカメラが

ありますが、装着していることが発見された場合直ちに
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。



自衛隊基地使用のローカルルール

基地に入るためのルール

基地内に入れるのは競技中の選手のみです。

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。



スイムコース 51.5Km（スタンダード）
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スイムコース 25.75㎞（スプリント・リレー・パラ）
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スイムコース チャレンジ・アクアスロンジュニア
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スイム中止時の第一ラン
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アンクルバンドを受け
取って足首に着けてく

ださいスイム中止時の第一ランは
片道１４０ｍの砂浜を走ります
５１．５㎞の部 ２周（６００ｍ）
２５．７５ｋｍ・アクアスロンの部
１周（３２０ｍ）
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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・・・
いろいろ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、まずは
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



海の家

審判テント

スイムフィニッシュ

５１．５ｋｍ
チャレンジ
ジュニア・パラ

51.5ｋｍ
チャレンジ

ジュニア・パラT1

トランジション

バイク乗車ラインへ



スイムフィニッシュトランジション

25.75ｋｍ
スプリント・リレー

審判テント

バイク乗車ラインへ



バイクコースの注意点
（51.5Km 9周 , 25.75Km 4周 , チャレンジ1周） ※時計回り

エプロン部
拡大図あり

ゴミシュター
（ブルーシート)

路面段差2箇所有
（ゴムマット目印)

WC

ゴミはこの場所以外では
捨てられません

段差がありますので
ＤＨポジションでの走行は
特に注意してください



エプロン部分

バイクコース
車の泥落としの鉄板が
あるので注意が必要！

建物の間に入る左折時、
右側の看板に注意！

（過去にぶつかった選手
あり）

緊急車両進入路



降車ライン

25.75km
リレー・パラＴ２

51.5km
チャレンジ

ランへ



ランコース
（51.5Km 4周 , 25.75Km 2周 , チャレンジ1周） ※反時計回り

1周 2.5Km です！（片道1.25Kmです）

→51.5Km競技者は折り返し地点を4回通る
→25.75Km競技者は折り返し地点を2回通る
→チャレンジ競技者は折り返し地点を1回通る

WC

折り返し

周回



トランジションエリア

同伴フィニッシュ
待機場所

フィニッシュ
ゲート脇から
お入りください

ラン周回から

ランフィニッシュ



ナンバリング

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

・ボディナンバーシールは剥がれやすいので
しっかりと貼り付けてください。

基地に入る際、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

上から
千の位
百の位
十の位
一の位



トランジションのセッティング
バイクラックの掛け方（方向があります！）
ラックのレースナンバーが見える方にご自身が立ち、
ハンドルがご自身の方になるようにセットしてください。
よくわからない場合はお近くのスタッフにお声をおかけ
ください。自分の競技用具はまとめておきましょう。

123
123

125
122

124



乗車ライン

乗車ラインを前輪が超えてから、乗車してください。

乗車ライン



降車ライン

バイクは降車ラインの手前で降りましょう。

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



バイク走行中のキープレフト
なぜキープレフトなのか？

！速度の遅い競技者を安全に追い越しすることがで
きるようにコースの右側のスペースを空ける必要があ
る→自然にキープレフト走行になる

※競技者は集団走行状態とならないよう心がけながら競技しな
ければならない

★キープレフトを守れない競技者がいると集団走行や
ドラフティングの発生→集団落車や重大事故に繋がる

1m 10m10m



地震の時の対応

3m超

1m超～3m以下

0.2m超～1m以下



地震の時の対応

競技を中止し、自衛隊・審判
員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


