
YTA夏季トライアスロン記録会 競技説明資料

主催・主管 山形県トライアスロン協会

国民体育大会トライアスロン競技 山形県予選会
兼 山形県トライアスロン大会選手権

競技説明会1. ZOOM 2021/7/13(火) 20：00~20：30(終了)

Ver.0715

競技説明会2. ZOOM 2021/7/15(木) 20：00~20：30

Web公開版
一般+国体予選申込選手用

選手名簿入り

7/13説明会より加筆.変更部分

7/15変更

7/15加筆



新型コロナウイルス感染拡大防止について

国体予選について…選考基準

選手の権利

役員紹介・・・審議委員会 審判長

スケジュール・・・集合時間 競技時間

参加選手(予選対象選手+一般)

競技内容 ・・・・コース.距離

競技規則・・・・使用機材.ウエア.

質疑応答・・・・



緊急事態宣言.まん延防止等重点措置について(内閣官房HP)

新型コロナウイルス感染拡大防止に関して参加者にお願いする事項(重要) 配布PDF

https://corona.go.jp/emergency/


37.5℃以上.体調不良の場合⇒同行者含め入場できません

当日の健康チェック 会場 来場前に 各自検温お願いします。(選手.同行者.スタッフ)

選手･同行者･スタッフ

健康チェックフォームに入力

来場前の健康チェック

自宅.宿泊先で検温.入力

■体温が高い場合

■体調がよくない場合

■身近に感染が
疑われる方がいる

■過去14日以内の
移動制限地域
への移動 または
当該在住者と

濃厚接触がある場合



①QRコード読み込み
②健康チェック
フォームに入力

③送信 ④返信メールを開く

⑤受付時画面を提示

＊ネット環境が無い場合
受付の手書き記入用紙を
ご利用ください。

例

7/15変更



2021/7/15

■2週間の健康チェックシートを提出してください 7/15加筆

イベントHPにPDF有



ソーシャルディスタンス

２ｍ

対人の場合は マスク を着用ください。

✖握手

✖ハイタッチ

✖ハグ

選手.同行者.スタッフの皆様へ



●競技練習中(特にトランジションエリア
内) ●会話は控えてください。(感染防止)

●バイクセッティングは 競技練習中の

選手優先で行ってください。

●トランジションまで バイク・ランコースの

横断があります。必ず一時停止して

選手が来ないことを確認し スタッフの指示で

横断してください。

●共用施設.トランジション内に

消毒液を用意しております

使用前･後にご使用ください。

選手の皆様へ



使用前.使用後の消毒



2021 三重国体 について

2021/7/15

開催予定日：2021年10月3日(日)

会場 ： 志摩市浜島海浜公園特設会場

種目 ：男女 Swim1.5 Bike40 Run 10Km

参加人数 ：成年男子 監督1名 選手2名
成年女子 監督1名 選手2名

■選考基準について

https://www.iseshima-kanko.jp/spot/1217/


選手の権利

2021/7/15



審議員について
県協会 高橋伊万夫
大会代表 青山栄市
技術代表 加藤豊

審判長 荒木茂

2021/7/15

役員紹介



■スケジュール

09：30~10：00 受付(天童スイミングスクール ロビー)
提供物配布：レースナンバー ステッカー

10：00~10：30 ウオーミングアップ
10：30~12：00 スイムタイムトライアル (年少区分より)
12：00~13：00 移動・休憩(昼食等各自)
13：00~13：30 バイク&ランセッティング (訓練コース内) ウオーミングアップ

車検(予選申込選手のみ) トランジション入口にて
13：30~15：30 バイク&ラン競技 (年少区分より)
15：45~16：00 記録表配布.解散

2021/7/15

バイクコース設営6：30より 清掃 草刈り

赤字部分7/8修正



2021/7/15

7/15変更



2021/7/15



2021/7/15

■スイムタイムスケジュール

スタート予定時間
使用レーン

7/15追加



2021/7/15

競技規則

バイク6周回

ラン 2周回



乗降車ライン
乗車ライン 降車ライン

ラインを越えて片足を
完全についてから乗車

ラインの手前に片足を
完全についていること

エイジ+国体予選



ドラフティング禁止

ドラフティング ペナルティー

1分(スプリント)

エイジ+国体予選



2021/7/15

P40-50

国体予選申込選手のみ

国体予選申込選手のみ

https://www.masters-swim.or.jp/pdf/about/swim_news.pdf


ローカルルールについて1

２）記録会開催にあたり一部ローカルルールを適用します。主なものを記載します

■スイム（天童スイミングスクール：25ｍプール）

・飛び込みは禁止。入水状態からのスタートとする。

・ウエットスーツは禁止。国体予選参加者のスイムウエアはＦＩＮＡルールに準ずる
（ＦＩＮＡ承認水着とする）。

・スイムキャップはＪＴＵ支給品を配布しますので着用のこと。

2021/7/15

7/8加筆



 バイク（県警交通機動隊立谷川訓練コース）
・バイク、バイクシューズ、ヘルメット等は予めトランジットにセットした状態で、
スイムのタイム差順に第一トランジットの手前からスタートし、トランジットを経て
バイクをスタートします。 バイク終了後はトランジットを経て、連続してランを行
います（乗車ライン、降車ラインあり）。

・【重要】バイク競技はドラフティング禁止としますが、国体予選申込選手のバイク
競技の機材は、国体と同じくドラフティング許可レース用の仕様とします。
なお、当 日バイクのチェックを行います。

・同会場で開催している自転車ロードレースでは１周3.2kmと表示しておりますが、
コースは実測１周３kmになります。今回の記録会では6周回で行いますので、実際の
距離は18kmとなります。 2021/7/15

ローカルルールについて2



 （３）その他

コロナ等不測の事態により、万が一当日プールの使用ができなくなった場合、
 競技は時差スタートでバイク・ランのみを行います。

 →その場合国体選考については、記録会のバイク・ランの総合タイムに、2020年11 
月以降のJTU認定記録会のスイム400ｍの公認記録に×1.875で算出したスイム750ｍの
換算タイムを加えて、選考材料にすることを第一案としております。

2021/7/15

ローカルルールについて3



2021/7/15

国体予選申込選手のみ



女子-20mm
男子-50mm以上

ホイール仕様

フレーム仕様
UCIコードRD

市販ブリッジ

レバー最前部
を超えない

国体予選申込選手のみ

https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/liste-des-roues-homologu%C3%A9es-list-of-approved-wheels-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/liste-des-roues-homologu%C3%A9es-list-of-approved-wheels-eng.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/liste-des-modeles-de-cadres-et-fourches-homologues---list-of-approved-models-of-frames-and-forks.pdf?sfvrsn=ff041a35_104


天童スイミングスクール

2021/7/15

交通アクセス

受付9：00~ 支給物(レースナンバー.ステッカー) 各自 提出物

https://sc-tendo.co.jp/swimming/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/


山形県警 三隊合同庁舎

会場入り口 三隊合同庁舎 内 トイレ



2021/7/15

駐車場15台程度
選手優先

**バイクコース白線より
50cm以上離れて駐車

合同庁舎内トイレを
ご利用ください。

競技時間内の車両の
移動.進入はできません

セブンイレブン

スタッフ駐車場

トランジション

天童石鳥居１丁目店

県警合同庁舎



■コース.駐車場.トイレについて(山形県警交通機動隊訓練コース)

2021/7/15

15台

535m



トランジションエリア周辺

2021/7/15

ホイール
ステーション

ディスマウント
ライン

ラン折り返し2
ラン折り返し1

水エイド

マウントライン

RUN

Bike

535m
1250m

バイクコース 時計回り
キープレフト

ランコース 往復コース
右側通行

フィニッシュ

スタート



コースについて(バイク)

2021/7/15



バイク折返し (路面荒れてます)

2021/7/15

清掃 除草 部分補修を行うが 試走必須



ランコース

2021/7/15

右側通行 ＊サイクリングロードの為 一般の方通ります。



2021/7/15

往路復路



2021/7/15
ラン折り返し1 ラン折り返し2

1周目 1.25km
2周目 3.75km

1周目 2.5km



2021/7/15

両側面



2021/7/15



スタート時 トランジション入口より

スイムタイム差でスタート

ソックス.眼鏡.手袋.サングラスは着用可

スタート時

前輪は通路側向き

＊ランで使用するペットボトルの持ち込み可



レースナンバー起点に50cm内



2021/7/15

バイク⇒ラン バイク架け 前輪向きに指定なし

使い終わった用具は 収納ボックスに入れる。



2021/7/15使い終わった用具は 収納ボックスに入れる。

収納違反



バイク競技でのペットボトルの使用は禁止です。

バイク専用のボトルをお使いください。

○

調整付きボトルゲージ

プッシュプルキャップ

エイジ+国体予選



バイクコース(周回コース3km x6周回 )

周回

バイクコース注意点

コース幅狭く 対面コース
路面悪い箇所あり

■センターライン(ディスクコーン)
を超えないこと

■合流箇所 周回選手は
路肩側に空間を作る



ランコースへ

ランコース(往復コース2.5km x2周回 )

右側通行
一般遊歩道(人.自転車)を使用
通行人に注意



■エイドについて

ランコース 往路535m地点 (復路1785m)に設定

500ml ペットボトル

Ｘ4回

感染防止の為
ペットボトルを
机に80cm間隔設置
もしくは 手渡し
直前で封切り
(机上は封されている場合有)

＊バイクエイドはありません

小学生は 300m地点(復路500ｍ)



■ランコースのゴミ捨てについて(お願いを含む)

ランスタートから50ｍ
水エイド 前後50ｍ

競技終了後 回収します。
（感染拡大防止の為）

〇コース脇 数か所に 赤ネットを設置
極力 そこに捨てること

ゴミ捨てエリア

Littering Area



LITTERING AREA ゴミ捨てエリア

Littering Area

ランスタートから50ｍ
水エイド 前後50ｍ



事故･具合の悪そうな人がいたら
スタッフにお知らせください(ご協力お願いします)

AED.救急箱はフィニッシュ地点にあります。



緊急連絡先
 救急を要する場合 119
 ●7/18休日診療担当院：天童温泉篠田病院
 鎌田1-7-1(tel:653-5711)
 ●コロナと疑われる症状の場合
 受信相談コールセンター 0120-88-0006
 山形県立中央病院 023-685-2626

 ●救急を要する場合⇒119 スタッフ各個判断でOk ⇒そのあと
 場所：県警察三隊合同庁舎 訓練コース内
 山形県天童市石鳥居１丁目３-30
 023-626-0110
 ●大会連絡先：荒木茂 090-8258-1978 加藤豊090-3121-0434

2021/7/15

tel:653-5711


ご清聴ありがとうございました

2021/7/15

YTA夏季トライアスロン記録会 スタッフ一同
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