
開催日時 令和４年７月１7日（日） １０時スタート

開設場所 焼津市大井川港特設会場
スイム 大井川港内 ２周回（1.5㎞）
バイク 大井川河川敷マラソンコース「リバティ」３周回（40.0㎞）
ラ ン 大井川港 大井川野鳥園折り返しコース３周回（10.0㎞）

競技種別 トライアスロン オリンピックディスタンス（51.5㎞）

主催 大井川港トライアスロン大会実行委員会
主管 静岡県トライアスロン協会
共催 踊夏祭
後援 焼津市、焼津市教育委員会、焼津市観光協会

大井川港振興会、焼津市スポーツ協会
協力 大井川漁港協同組合、大井川埠頭株式会社、

葵サイロ協同組合、フクダ電子株式会社（ＡＥＤ協力）
ダイトー水産株式会社、ダイドードリンコ株式会社
KANSHINDO株式会社

第16回
大井川港トライアスロン大会

選手案内



① 健康チェックシート
７月11日（月）から大会当日（７月17日）までの健康状態を記入し、受付時に

提出してください。
② リストバンド（1本／人）
当日の受付で手首装着を確認します。 大会終了時まで装着願います。

③ 選手案内
④ コース案内
⑤ 大井川港トライアスロン大会 ｰ競技規則ｰ
⑥ 駐車場案内
⑦ 選手名簿

・本大会では、感染対策のため、選手（競技中を除く）、応援者、大会運営関係者は、
マスクの着用をお願いします（熱中症に注意し、厚生労働省が示すマスク着用基準に
より対応する）。

・大会運営スタッフは、選手等との接触を避けるため、ゴム手袋、フェイスシールド
（受付等）等の感染防止策を講じます。

・選手は、７月11日（月）から大会当日の間、健康チェックシートにより健康チェッ
クを行います。

・会場内では、マスク無しの会話は控えてください。また、アルコール類を持ち込ま
ないでください。

・その他、大井川港トライアスロン大会新型コロナウイルス感染症予防対策マニュア
ル（ホームページ掲載）により対応します。

事前送付物

・本大会は、大井川港内、大井川河川敷マラソンコース「リバティ」等を使用し、周辺の企業、
地域住民の皆様のご協力を頂き、開催しております。

大会開催にあたり

新型コロナウイルス感染症対策
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体調管理
・大会当日、事前に送付した「健康チェックシート」を受付に提出いただきます。状
況により医師の問診を受けていただき、問診の結果によっては、「出場辞退」してい
ただく場合があります。

・体調不良等により、競技を続行することに不安があるようでしたら「リタイア」す
ることも必要です。

・体調不安でスイムに自信がないときは、スイムスキップを選択することができます。
スイムスタート前に審判員に申し出てください。

・大会当日、気温が30℃を超え、熱中症の危険があります。自分のペースを守り、早
めの水分補給をお願いします。



安全面

・ 主催者は、疾病・傷病・その他の事故に際し、応急処置は対応いたしますが、それ以上の
責任は負いません。

・安全管理上、審判員又は医師がレース続行不可能と判断した場合は、競技者に対し、競
技の中止を指示します。

・緊急時には、競技中であっても競技を中止する場合があります。

・危険・妨害行為は禁止です。バイク競技では、無理な追い抜きは行わず、左側通行（キー

プレフト）を心掛けてください。また、大井川港内では、コースが狭く、追越し禁止区間があり
ます。御注意ください。

・本大会は、ＪＴＵ競技規則、大井川港トライアスロン大会競技規則により行います。

競技面

気象状況

・気象状況により、競技内容の変更がある場合は、競技スタート前に審判員から説
明を行います。

・競技スタート後でも、気象状況の急変により、競技中止または、変更する場合が
あります。

2

災害発生時の対応

・気象庁が「南海トラフに関する情
報」（臨時）を発表したときは、大会
行事を中止します。

・気象庁から津波に関する情報が発表
されたときも、大会行事を中止し、陸
上の安全な場所に避難をお願いします。

【指定避難場所】

焼津市立大井川南小学校



大会スケジュール 7月17日（日）

時間 内容 場所

７時 駐車場オープン 選手駐車場

７時30分～９時00分 受付 大会本部

９時30分 計測チップ配布

９時30分～ 入水チェック

10時 競技開始
10時00分～11時00分 スイム（２周） 1.5㎞ 大井川港

～12時30分 バイク（３周）40.0㎞
大井川港河川敷
マラソンコース「リバティ」

～14時00分 ラン（３周） 10.0㎞ 大井川野鳥園周辺
14時 競技終了

14時～ バイクピックアップ

※所定の駐車場に必ず駐車し、踊夏祭の駐車場には、絶対に駐車しないでください。
※駐車場から大会会場までのバイク移動の際は、十分注意し、スピードを出さないようお願い
します。
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会場への案内 駐車場から会場への移動経路

駐車場から会場までは、記載のルートで移動してください。

<注意>

１ 踊夏祭会場内は通行できません。

２ バイクに乗る時は、必ずヘルメットを着用し、速度や歩行者に十分注意して移
動してください。



配布物

① レースナンバー（２枚）

レースナンバー：バイク競技時背中側に付ける。

ラン競技時前側に付ける。

※裏面に、緊急時に対応するための情報を記入してください。

受 付

② レースナンバーシール

【バイク用ナンバーシール】
写真のとおり

【ヘルメット用ナンバーシール】ヘルメットの前面

③ スイムキャップ

④ トランジッションバック

⑤ 大会Ｔシャツ

⑥ 参加賞は、大会フィニッシュ後、お渡しします。

・健康チェックシート（7/5から大会当日まで記載）

提出物

299

選手控えエリア

・ 選手用のテントを準備します。

・ 蜜にならないよう譲り合いご利用ください。

・ テントでは、マスク無しの会話は禁止です。

・ 貴重品は各自の責任で管理願います。

・ 私物のテントは設置禁止です。（港内は突風が吹
きます。過去にテントが飛ばされております。注意
願います。）

受付

選手控エリア
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※レースキャンセル者、途中リタイアした選手
は、本部でお渡しします。

踊夏祭会場への入場について

踊夏祭会場には、トライアスロン会場の選手控

エリアから入場できますが、入場時に検温実施済
シールの確認があります。

検温実施時に、確認シールを発行するので、マス
クに張ってください。

マスクを交換したときは、再度検温を受け、確認
シールをマスクに貼ってください。



競技スケジュール

・入水は、仮設階段から港内に入ります。

・スイムスタートは、フローティングスタートです。

・泳力に自信がない選手は、スタート時の混乱を避け、後方より余裕をも
ってスタートしてください。
また、赤スイムキャップを準備しますので受付等で申し出てください。

・大井川港内を２周回した後、仮設階段から上がってトランジッションへ
進んでください。

・仮設階段は狭く、混雑が予想されます。危険ですので押し合わないで
ください。

・スイム会場にはライフセーバー、陸上監視員を配置し、選手の安全をサポート
します。救助が必要な場合は、頭の上で手を振り合図してください。

・体調の悪い時は決して無理せず、リタイアする勇気を持つことも必要です。

スイム競技（制限時間１時間）

スイムからトランジッションエリアまで

【ローカルルール】

・脱いだウエットスーツ、スイムキャップ、ゴーグル等、すべてトランジッションバックに入
れてください。

バイク競技（制限時間：スイムスタート後２時間３０分）

・ バイク競技では、レースナンバーを背中側にしてください。

・ バイクコース上には、給水所の設置はありません。専用ボトルの携帯をお願いします。

（※ペットボトルの携帯は禁止です）

・ 港湾管理道路内は、追い越し禁止です（危険回避を除き）。

・ 大井川河川敷マラソンコース「リバティ」内を3周回した後、トランジッションエリアに戻り

ます。

・ 周回コースでは、対面通行となるため、左側通行（キープレフト）を厳守し、追い越しは

一声かけて右側から行ってください。

・ また、ドラフティングは禁止です。前の自転車との間隔を10ｍ以上開けてください。
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◎安全対策



バイクの装備

＜ヘルメット＞

•レース中はもちろん、ウォーミングアップ時等、バイク乗車時は、自転車用ヘルメットを着
用してください。

＜バイク＞

ロードバイクを推奨します。

スタンドは必ず外すこと。前照灯、リフレクター、泥除けなど、競技に無関係なものも外すこ
とを奨励します。

＜装備等＞

スマホにサイクルコンピューターが搭載された機種は、通信などを行わない前提で、安定
した装着が可能な場合のみ認めます。但しバイクに固定し、外さない。

◎ロードバイク ×ミニベロ（前後20インチ以下）

〇TTバイク ×シティサイクル（ママチャリ）

〇マウンテンバイク ×電動アシスト付き

〇クロスバイク

◎バイク用ボトル ×ペットボトル

〇パンク修理セット、予備ューブ ×ヘッドホン、イヤホン等

◎サイクルコンピュータ― ×通信機器

×カメラ

×ガラス製品
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ラン競技（制限時間：スイムスタート後４時間）

・ ラン競技では、レースナンバーを正面の見やすい位置に付けてください。

・ 周回コース上にエイドステーションを２箇所 設置します。

・ レース中は、気温が上がり、熱中症の危険があります。

・ エイドステーションで、水分補給をお願いします。

・ 使用済のコップは、必ずごみ箱に入れてください。道路等への放置は禁止です。

・ 大井川港周辺の周回コースを３周回した後、フィニッシュしてください。
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フィニッシュ

・ 今年は同伴フィニッシュを認めます。係員指示に従ってください。

・ フィニッシュの直前では、帽子、サングラスを外すことを推奨します。

・ レース後、参加賞等を受け取ってください。また、マスクを配布しますので、呼吸が
落ち着いたら、着用をお願いします。

・ 表彰式、閉会式は行いません。

・ レース記録（リザルト）は、ホームページへ掲載します。

・ 完走証はWEB完走証ダウンロードサービスが利用 出来ます。

・ 入賞者の表彰状等は、後日送付します。

大会開催決定・緊急連絡先

大会の開催・中止・縮小は、7月17日（日）午前７時までに決定し、ホーム
ページに搭載します。
http://oigawatri.g2.xrea.com/

大井川港トライアスロン執行委員会
緊急連絡先 080-3070-4656


