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◼競技について

◼新型コロナ感染拡大防止について

◼受付について

◼スケジュール

◼競技内容・・・・コース

◼競技規則・・・使用機材.ウエアについて

2022/7/28

事前の郵送物はありません。レースナンバー.ステッカー.スイムキャップ等は
当日 受付にてお渡しします。



競技について

◼本大会は 日本トライアスロン連合(JTU)競技規則に順じ

一部ローカルルールを適用して開催されます。

★公道使用のため 一般車両.歩行者に十分注意して練習を行うこと

交通誘導員の指示に従うこと。（車両.歩行者優先です）

◼バイク競技では ドラフティング禁止です。

◼新型コロナウイルス感染防止対策について(詳細⇒次ページ)
ウェブスタート(少人数)を採用いたします。
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高温のコンディションが予想されます。
十分な給水.塩分の補給準備をお願いします。

バイク競技ではバイク用ボトルの携行をお願いします。



■新型コロナウイルス感染拡大防止について

本大会は 日本トライアスロン連合(JTU)発行
『2022年トライアスロン大会での
新型コロナウイルス感染防止ガイドライン』
(2022/05/29)に基づき.地元自治体との協議の上
感染防止対策を施し 大会を運営いたします。

●選手.同行者.スタッフの健康管理.検温を実施
●競技以外の場面でマスクの着用
●手指消毒の実施
●『密』を避けた競技運営



◼7月31日から 健康チェック.体温検温をお願いします。

（当日のQRコードによる入力 または 受付へ健康チェック表を提出してください)

■7/31以降 濃厚接触者になった場合

■8/4以降 1日でも体温37.5℃以上があった場合

■8/4以降 のどの痛み.息苦しさ.強いだるさ.嗅覚.味覚に異常がある.

■当日の健康チェック(次ページ)で異常がある場合
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■新型コロナウイルス感染拡大防止について

出場.会場への入場を
ご遠慮ください。

健康チェックフォーム
問題ない場合

抗原検査 結果

1つでもあった場合

受付に提出

会場内でお配りします



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7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

健康チェックフォーム
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健康チェック表

＊受付にも用意してあります。 QRコードより入力の方は受付画面を提示ください。

ダウンロードしてお使いください→大会ホームページ



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

QRコードより入力の方は受付画面を提示ください。



■受付の流れ 場所：受付テントで行います。
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検温 抗原検査
結果提示

大会当日 受付前に検査してください。

誓約書の提出

健康チェック表提出
＊QRコードより入力した方は不要

受付テントでお配りします。



使用前.使用後の消毒

会場内では 感染防止にご協力ください。

■マスク着用について(7/25発表山形県 健康福祉部コロナ収束総合企画課発表をもとに運営いたします)

熱中症予防のため 当日 抗原検査後
屋外で
運動する場合(競技練習中)
２ｍ以上のソーシャルディスタンスがとれる場合
会話しない場合
各自の判断で マスクを外し
熱中症への対応をお願いいたします。

山形県新型コロナ感染症ポータルサイト



■スケジュール
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事前の郵送物はありません。

当日配布物
・抗原検査キット
・レースナンバー
・安全ピン
・ステッカー類
・スイムキャップ

油性マジックで
ボディマーキング

検査.準備
時間に余裕を持った

ご来場.受付を
お願いします

5：30-設営準備 5：30- 駐車場入場可能

7：00-選手受付 7：00-8：00
＊準備出来次第 受付いたします。

7：00-トランジションオープン
7：00-試泳可能
8：00-体育館(更衣.トイレ) 使用可能
8：00-競技説明
8：30-競技開始
--11：30 競技終了
清掃.撤収後解散

競技用 ⇒1-5コース 各2名で使用
アップ用⇒6コース
コース分け スタート時間を指示いたします。



■駐車場について

3.農道に縦列駐車(約30台)
左側 車両通行できるように

1.校舎正面(約20台)

2.校舎裏側に縦列駐車(約15台)
左側 車両通行できるように

注意：他施設.指定以外の道路への路上駐車
学校グラウンドへの車両乗り入れを禁止いたします。

平野小学校
体育館

トイレ

体育館内 休憩.更衣に使用できます。
(ゴミの持ち帰り･使用後の消毒清掃をお願いいたします。)

黄色部分のみ駐車可能

北

受付.エイド

ラン折り返し エイド

バイク折返し



■駐車場について

◼来場は最低限(人数.台数)でお願いします・

◼駐車場は3カ所 ①平野小学校内 正面(南側) 15台

②平野小学校内 校舎裏(北側) 15台

②平野小学校脇 農道 30台

◼会場内一部通路はラン.バイクコースとして使用しています。

競技時間内の車両の移動は禁止です。

◼指定した駐車場以外(他施設.路上)への駐車はご遠慮ください。

2022/7/28
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Bike.Run全体図
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総合フィニッシュ

降車ライン

乗車ライン

受付.エイドテント

トランジションエリア

ラン折り返し

■会場案内図（小学校周辺）

スイム会場より

入口

出口



■会場案内 スイムエリア
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サンダル.ミニランシューズ置いてもOK

ミニランは 安全のため
プール施設内は歩くように
この線を越えるまで
走行禁止

階段注意!

クイックターン禁止！

決まったグループごとのウエーブスタートです。

25ｍプール

10往復

500
ｍ

ウエットスーツ
は着用OKです。

＊ワセリン
油脂製品の

使用厳禁です！
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■トランジション出口.ラン周回.総合フィニッシュ

バイクスタート

ランスタート
歩道へ

ラン折り返し
1回折り返し

次 総合フィニッシュへ

水エード

＊周回走者に十分注意
して合流してください。
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競技規則・・・使用機材 ウエアについて

■ウエットスーツは着用推奨です。(着なくてもOK)
予想水温21-25℃

■使用バイクは ドラフティング禁止レース仕様とする
JTU競技規則 第8章

■ディスクホイール(後輪)は 強風.悪天候の場合
TDの判断により使用を禁止する場合があります。

(ノーマルホイールも用意してください)
■バイク用ボトルを使用してください

(バイク競技でのペットボトル使用は禁止です)

■前あきファスナーのウエアについて⇒基本禁止ですが….
ファスナーを上まで上げて競技ください



車載カメラ等のデバイス ヘルメットマウントのカメラ.機材

スマホ等の通信機器/ヘッドホンの使用 競技に支障をきたす仮装 はだしラン・ウエア未着用

競技に不必要な用具の使用できません。(必要な用具の不使用も禁止です)

ドローン等許可を得ない
飛行走行物
選手以外の方も禁止



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)
横に離れていてもドラフティングエリア内です。
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正面と左側面

ボディーナンバーについて

基本： 右上腕 左すね
(不可の場合 左右から確認できるウエアで隠れない場所)

レースナンバーの位置
バイク.ヘルメットシールの貼付け位置

バイク右側(チェーン側)

受付に油性マジック用してあります。

入場前に自分で記入ください。
難しい場合受付で書きます。
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レース中

バイク競技はキープレフトです



■ランコースのゴミ捨てについて

この看板の間でごみをゴミ入れに
捨ててください

ゴミ捨てエリア

Littering
Area

ラン折り返し前後に 各5個のゴミ箱を用意します。
分別不要です！



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)



皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2022/7/28

山形県トライアスロン協会 スタッフ一同
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