◎初めてのトライアスロンガイド◎

競技説明

☆トライアスロンは誰でもできるスポーツです。

【共通事項】

☆３大有酸素運動を 1 人で連続して行います。

この大会は大会に関する全ての人の「安全」を最優先にします。
競技には参加者自らの責任において、接触事故等の防止に最大
限の注意を払うことが大切です。JTU 競技規則に準じ、一部にロ
ーカルルールを適用します。大会規則、及び競技審判員の指示
に従わない場合は、失格とします。
各組 10 名前後のウェーブスタートになります。さらに、組のな
かで３～５名が 1 分おきにスタートします。組は、申告タイム、
年齢、性別を考慮して、大会側が決定します。

☆完走した人すべてが賞賛されるスポーツです。

○スイム○
コースロープをはずしたオープンコースでの一斉スタートになります。
ブイを回って泳ぎますので、途中で目視しながら泳げるといいでしょう。

（当日変更の可能性もありますことご理解ご了承ください。）

落ち着いて周りの状況を確認しながら泳ぎましょう。歩いたりビート板
を使用しても結構です。

【スイム競技】

大会スケジュール
・みゆきがはらＳＳプール(25m プール)をＡ・Ｃは１往復半、Ｂ
7:45
出場選手受付
（みゆきがはらＳＳフロント）
は 25m 泳ぎます。水中で立ち止まったり歩いても結構です。ビ
スイムからバイク、バイクからラン（Ｃはスイムからラン）への移行時
7:45～7:50 No1～15
7:50～7:55 No16～30 7:55～8:00 No31～54
ート板の使用も許可します。
（Ｂは保護者も一緒に入水ください。
＊A＆Ｃダブルエントリーの方は、A のナンバーの時間帯で受付ください 間も競技時間に入ります。着替えや靴を履き替えたりします。通常は水
入水が必要なくてもプールサイドから監視してください）
＊レンタル自転車希望の方は、7:30 までにお越しください。
・スイム終了後は天候に合わせたウェアを着用しそのまま競技
着のまま最後まで行いますが、寒い場合には、スイム後、水着のうえに
8:00 開会式＆ガイダンス
を続けてください。
○トランジット○

8:10 レッスン（初心者＆初参加者対象）

【バイク競技】
・駐車場内特設コース約 75m のコースをＡは４周回、Ｂは２周
回します。Ｂは保護者が補助してもＯＫです。お子さんの力を
引き出す範囲の補助でお願いします。
・キープレフトで走行し、周回確認は各自にて行ってください。
・硬質ヘルメットの着用を義務付けます。非着用者は参加でき
ません。
（ヘルメットのない方はお貸しできますので事前にご連
絡ください）
・トランジッションエリア内は乗車を禁止します。また選手及
び役員以外は立ち入りを禁止します。Ｂは保護者が補助してもＯＫです。
・合流ゾーン等、一部区間を危険防止のため追い越し禁止とし
ます。
・大会当日検車は行わないので、参加者の責任においてよく整
備して下さい。

【ラン競技】
・駐車場内特設コースをＡは２周回半（300m）、Ｂは１周回半
（180m）
、Ｃは１周約 250ｍのコースを 4 周回します。
・キープレフトで走行し、周回確認は各自にて行ってください。
歩いても結構です。Ｂはお子さんと保護者で同伴ゴールしてく
ださい。

＊Ｂちびっこ組の保護者はレッスン時もお子様のサポートをお願いします
＊初心者＆初参加以外の方で、ご希望の方は、プール入水いただき、
オープンウォータースイム練習をしていただいても結構です。

防寒ウェアを着用すると良いでしょう。
＊レースナンバーはバイクでは後ろ、ランでは前になるようにしてウエ

8:50 レース準備

スト部分につけてください。レースナンバーとゴムひもをセットにして、

9:10 写真撮影

当日受付にてお渡しします。
○バイク○

9:20 デモンストレーション
9:30 Ａ１組スタート

接触などのないように周りをよく見て、走りましょう。追い抜く際には

9:45 Ａ２組スタート

右側から、「抜きます」と声をかけあいお互いに安全を優先して走りま

10:00 Ａ３組スタート

しょう。

10:15 Ｂちびっこ組スタート

○ラン○

10:30 Ｃ１組スタート

ゴールを目指して、マイペースで歩いたりしても結構です。

10:45 Ｃ２組スタート

Ｂはお子さんを温かく励ましながら一緒にゴールを目指しましょう。

11:00 キッズお楽しみタイム！（希望者）
11:50 表彰・閉会式

○フィニッシュ○

●今回は、雨天中止となります。その場合はホームページにて
トライアスロンはチャレンジした全員が、フィニッシュラインで祝福さ
前日 19 時までに発表いたしますので御確認ください。また、雨
天中止時の参加費返還はできかねますことご理解ご了承願います。 れるスポーツです。また、大切な人との同伴ゴールも推奨します。ご家
●状況によって予定やコース等の変更の可能性があります。
族、お仲間と一緒にぜひゴールの喜びを分かち合ってください。

◆主 催：一般社団法人 宇都宮 村上塾
◆協 賛：㈱アキモ ㈱ツカサ精密
◆協 力：メトロ食堂 with PIYO PIZZA サトーカメラ
◆大会名：第 15 回ファーストライアスロン
◆開催日：2020 年 11 月 22 日（日）
◆会 場：みゆきがはらＳＳ ＊駐車はジャリ駐車場をご利用ください。
〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ケ原町 31 028-663-6611
◆種目
Ａ：トライアスロン
対象：小学生以上
Ｂ：トライアスロン
対象：未就学児と保護者のペア
Ｃ：アクアスロン
対象：小学生以上

参加者名簿

★大会にご協力いただきます皆さまのご紹介★
㈱アキモ様
～新鮮国産野菜浅漬のご提供～
テーマは「野菜」
。スポーツを楽しむすべての人にとって大切
な“食事”について提案いただき、フレッシュな浅漬製品の
「パクパクたくあん」を参加者全員に参加賞としてご提供いた
だきます。

㈱ツカサ精密様
～世界にたった１つのメダル提供～

◆競技内容
Ａ：スイム 75m バイク 300m ラン 300m
Ｂ：スイム 25m バイク 150m ラン 180m
＊Ｂはスタートからゴールまで保護者サポート
Ｃ：スイム 75m ラン 1km

各カテゴリ「優勝」メダル、及び初めてトライアスロンに挑戦
された方への「ファーストライアスロン賞」のメダルをご提供
いただきます。

◆表彰
Ａ：一般(中学生以上) 総合 1～3 位
小学生 高学年 1～3 位 低学年 1～3 位
Ｂ：ちびっこ 年少～年長 1～3 位
ちびっこ 年少以下 1～3 位
Ｃ：一般(中学生以上) 総合 1～3 位
小学生 高学年 1～3 位 低学年 1～3 位

～ファーストライアスロンのためにオリジナル開発！
アスリートフードをゴール後に贈呈～

メトロ食堂 with PIYO PIZZA 様

スポーツの後に摂取したい栄養たっぷりのアスリートフード
を、オリジナル開発！ゴール後に順次お渡しいたします。
当日は、販売ブースもご出店いただけますので、ゴール後の表
彰式までの間にぜひお召し上がりください。
メニュー予定：アスリートカレー、ヘルシー塩麴鳥むねから揚
げ、参鶏湯風エナジースープ！

指導＆監修：村上晃史
宇都宮村上塾代表監督
日本体育協会公認トライアスロン指導者
ＪＯＣナショナルコーチアカデミー修了
指導：渡辺亜希子
宇都宮村上塾専任コーチ
経澤耕達
宇都宮村上塾専任コーチ
宇都宮村上塾選手

◆大会事務局
〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 31-48 光ｺｰﾎﾟ B101 号
一般社団法人 宇都宮村上塾
ホームページ http://www.murakamijuku.com/
◆お問合せ TEL 090-4053-0610（渡辺）10:00～17:00
E メール u.murakamijuku@gmail.com

ＦＴプロデューサー：坂本廣樹

過去最高タイムに挑戦！
Ａ

男子
女子

堀井 亮太
見形 知亜莉
Ｂ
筒井 遼介
Ｃ
男子 橋本 凛太郎
女子 稲延 すずら
(正式な参加者名簿は当日配布いたします)

3 分 17 秒 16
3 分 44 秒 53
3 分 18 秒 90
5 分 37 秒 80
5 分 57 秒 88

サトーカメラ様
～大会写真の撮影・販売～
地元栃木のサトーカメラさんが、大会の様子を写真撮影・販売
をしてくれます。
詳細は、当日配布のチラシをご確認ください。

(第 6 回)
(第 6 回)
(第 11 回)
(第 8 回)
(第 11 回)

ファーストライアスロン ご参加及び応援者の皆さまへ 【コロナ対策ご協力依頼】
今年のイベントは、COVID-19 の影響下での開催となります。スタッフ一同、例年以上に安全に留意し
ながら運営を行う所存です。皆さまにイベントを安全に楽しんでいただくために、ご協力をお願いする事
項もありますので、本案内を良くお読みくださいますようお願い申し上げます。
◆COVID-19 対策として、以下行います◆
１） ご来場いただく全ての皆さまの「問診表」を受付前検温時にご提出いただきます。
「問診表」は、応援同伴者も提出必須となります。
各自ダウンロードし印刷ください。印刷が難しい方は、当日朝受付にてご記載いただきます。
当日の検温で 37.5 度以上の方及び家族等同乗者は、全員の参加をご遠慮いただきますことご了承願い
ます。
２）参加者 1 名につき、保護者２名までのご来場とさせていただきます。
３）受付について
屋外にて行います。受付時にお渡しするものは、テーブルに置いて各自お受け取りいただきます。
＊以下のとおり、時間を指定して、分散して受付いたします。
なお、ご家族様等で時間が違う方は、どちらかご都合よろしい時間に、まとめて受付いただいて結構で
す。
7:45～7:50 No1～15

7:50～7:55 No16～30 7:55～8:00 No31～54

＊A＆Ｃダブルエントリーの方は、A のナンバーの時間帯で受付ください。
４）更衣室について
選手本人のみ、使用可能です。（未就学児は保護者が 1 人まで）
５）マスク着用について
・マスクは基本的に、常に着用いただきます。選手はレース中のみ外していただいて結構です。
スタッフや応援のご家族様も、屋外でもマスク着用ください。
・応援の声だしは、マスク着用必須。声出しよりも拍手を推奨いたします。
６）ガイダンス＆レッスンについて
屋外で行います。ソーシャルディスタンスを確保いただきます。
レッスンは、初心者、及び初参加の方のみご参加ください。
経験者で希望者とスクール生は、レッスン時間帯の際はプール内で練習いただけるようにします。
６）競技中の変更事項について
・Ａ・B・C 各カテゴリで、組のなかで、３~５名で、1 分おきでスタートとします。
・ゴールテープは、ご用意しない形にします。

７）応援について
応援は基本、屋外で行っていただきますが、スイム時は、参加選手の保護者１名のみプールサイドにソー
シャルディスタンス確保のうえ応援いただいて結構です。

８）その他、以下の最新ガイドラインに沿って開催いたしますので、ご理解ご協力ください。
栃木県の基本的対応方針
→ http://www.pref.tochigi.lg.jp/
スポーツ庁感染拡大予防ガイドライン
→ https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4226

ファーストライアスロン
【

問

参加者及び応援者

診

票

】

ご来場いただく全ての皆さまの「問診表」を受付前検温時にご提出いただきます。
＊当日の検温で37.5度以上の方及び家族等同乗者は、全員の参加をご遠慮いただきますこと、ご理解ご了承願います。

カテゴリ
参加者

or

A

応援者（帯同者）

参 加 者 No

/ B

参加者
No.

/

C

/

/ スタッフ

応援者（帯同者）

*応援者は、誰の応援者(帯同者)か、No記載

ご 氏 名
連絡先（携帯電話番号）
受付時体温

過去2週間のなかでの症状や行動の有無をご記載ください。
該当するものに☑ください。

□ 以下いずれも該当なし
1 □ 平熱を超える発熱
☑の方は、具体的に記載ください→日付、体温等

2 □ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
☑の方は、具体的に記載ください→日付、症状等

3 □ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）
☑の方は、具体的に記載ください→日付、症状等

4 □ 嗅覚や味覚の異常
☑の方は、具体的に記載ください→日付、症状等

5 □ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状
☑の方は、具体的に記載ください→日付、症状等

6 □ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触
☑の方は,誰と-どこで-何時~何時まで等を、ご自身で分かるよう記録を残しておいてください。

7 □ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる
☑の方は,誰と-どこで-何時~何時まで等を、ご自身で分かるよう記録を残しておいてください。

8 □ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触
☑の方は,誰と-どこで-何時~何時まで等を、ご自身で分かるよう記録を残しておいてください。

9 □ 大人数（５名以上）での会食をした
☑の方は,誰と-どこで-何時~何時まで等を、ご自身で分かるよう記録を残しておいてください。

10 □ 大人数でのイベントに参加した
☑の方は,誰と-どこで-何時~何時まで等を、ご自身で分かるよう記録を残しておいてください。
＊１~５に☑のある方については、ご参加を見合わせていただく場合がありますことご理解ご了承願います。
＊６~10に☑のある方については、感染者が発生した時にお伺いすることがあります。

