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女子スケジュール

7:30～8:30 女子選手受付 アスリートエリア

7:50～8:45 トランジションオープン トランジションエリア

8:00～8:30 女子スイムウォームアップ スイムコース

8:00～8:30 女子計測用バンド配布 トランジションエリア

8:50～ 女子スタートセレモニー トランジションエリア

9:00 女子スタート スイムコース



男子スケジュール

11:00～12:00 男子選手受付 アスリートエリア

11:20～12:15 トランジションオープン トランジションエリア

11:30～12:00 男子スイムウォームアップ スイムコース

11:30～12:00 男子計測用バンド配布 トランジションエリア

12:20～ 男子スタートセレモニー トランジションエリア

12:30 男子スタート スイムコース



会場へのアクセス 会場付近駐停車禁止です

会場付近には駐車場はありません



会場図

ポンツーン

トランジション

フィニッシュゲート

（transition 1・transition 2）

会場入り口、IDチェック・検温

ボディシールを貼って検温を受けてください



会場図

フィニッシュゲート



監督の皆様へ

●｢選手・監督控所｣(アスリートラウンジ)に入る際にIDが必要です。

※IDの無い方は規制エリアには入れません。

●アスリートラウンジ内はマスク着用義務です。全員マスク着用ください。

●競技コース、トランジション、フィニッシュエリアには入れません。

●更衣テント内への立ち入りは、同性監督のみとします。

●オープンスペースは、公の場となりますので、選手への

直接的なサポート（マッサージ、ワセリン塗布など）は、

控えて頂くようお願いします。



全体コース図

●スイムコース

1,500m 1周目780m+2周目720m）

●バイクコース

39.44km（4.93km×8周回）

●ランコース

10.0km (2.43km×4周回+0.28㎞)

当日の気象条件等で、変更の場合あり。
公式掲示板で案内します。



トランジションエリア

自立式バイクラック
※バイクセットは、後輪からラックへ入れてください。
※バイク終了時は、前後輪どちらでも可
※セットする際にはランシューズは、ボックスの外、
ヘルメットはバイクにセットするなどして下さい。
他の選手の邪魔にならないように。
競技に使用しないものは、持ち込まないようしてください。

※競技に使用した物については、

必ずボックスへ入れて下さい。



スイムコース図

スイム 1500m 
1周目780m
2周目720m

第1ブイまで 250m



ポンツーン・トランジション

ポンツーン

トランジション
（transition 1・transition 2）



スイムコンディション

11:30現在

●気温…19.7 ℃

●水温…18.1 ℃

●ウエットスーツ着用可否発表

（女子／8:00、男子／11:30）

●第１ブイまで 250 m

10月1日(土)8:00現在

27.6 ℃

18.5 ℃



プレスタート

集合
スタート10分前よりスタートセレモニーが始まります。
時間前にトランジションエリア内の選手待機場所
（スイムスタート側）へ早めの集合をお願いします。

選手紹介
名前を呼ばれたら泳いでスタートポンツーンへ移動してください。

スタート前待機ポジション

ポンツーンドローで決まった数字の、各都道府県のレースナンバーの
少ない選手はグリッドの枠内、もう一人の選手はグリッド後方に並ん
でください。



ポンツーンスタート

ポンツーン・数字の手前のラインに整列

4

2

3

1

Ｏｎ ｙｏｕｒ ｍａｒｋｓ

前方の数字の枠内へ進み、一旦停止

エアホーンでスタート



バイクコース図

バイク順路

●ドラフティング:許可
●周回ラップ（DNF):なし
周回カットオフは行いま
せん。

※ただし、バイク周回遅れ
の場合、抜かれたバイクへ
のドラフティングを禁止。

●ペナルティ 2分

凡例



個人ホイール預託

個人ホイール預託

●預託時間
女子 8：00～8：45
男子 11：30～12:15

●各自個人ホイール
ステーション（ＷＳ）
に持込んでください。

ニュートラルＷＳ



個人ホイール返却

ホイールステーション

返

15：15～15：30

引換証

個人ホイール返却

個人ホイール受託時に引換証をお渡しし
ます、受取りに際は「ホイール返却時受
取人」の欄に氏名を記載してください。

受取人氏名記載

交通規制解除前にピックアップください



ニュートラルホイール

・700Ｃフロントホイール×2

・シマノ700Ｃ11速リアホイール×2

・シマノ700Ｃ10速リアホイール×1

・シマノ700Ｃ11速ディスクホイール140mm×前後1セット

・シマノ700Ｃ11速ディスクホイール160mm×前後1セット
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D i s M o u n t
降車ラインの手前で降車

バイク乗車・降車

単位mm

乗車ラインを過ぎてから乗車

M o u n t

※ペナルティの対象になります １５秒/１件

※ペナルティの対象になります １５秒/１件

1
2
0
0

1
0
0

1
2
0
0



バイクコース

ペナルティ
ボックス

PENALTY
BOX

M o u n t

マウントラインを
越えてから乗車



バイクコース

ホイールステーション個人



バイクコース

折返し、減速注意



バイクコース

大きく右折



ニュートラル

バイクコース



バイクコース Bike courseバイクコース



バイクコース



バイクコース

手
前
で
降
車

トランジション



ランコース図

ラン順路

2.43km×4周回
＋0.28km

エイドステーション
ペナルティボックス

エイドステーション

フィニッシュエイド



ランコース



ランコース

ラ
ン



ランコース

歩道に

一部歩道を走ります

エイドステーション

★



ランコース



ランコース

★
エイドステーション

ラン折り返し



ランコース



ランコース

周回

ランス周回



ランコース

フィニッシュフィニッシュ



フィニッシュ後アスリートラウンジへの動線

競技中はトランジションエリア
を通過しての、アスリートラウ
ンジへは行けません。

戸田調整池を周回してください

通行不可



ペナルティ

●ペナルティは、ランコース上のペナルティボックスで
適用されます。

対象
・フォルススタート（スイムのフライイング）、スイ
ム競技中の危険行為（swim behaviour）、乗降車
ライン、ヘルメットストラップ、競技用具、その他。

・バイク周回遅れで、抜かれたバイクへのドラフティング。

方法
ペナルティーボードに、レースナンバーを掲示します。



ペナルティボックス

例
321D No321の選手 ： 降車ライン違反（D）

321×2 ME No321の選手 ： 乗車ライン違反（M）
※２つのペナルティ トランジション格納違反（E）

・ペナルティタイム １5秒/１件

・バイク周回遅れで、抜かれたバイクへのドラフティング 2分



今後の気象状況や地震等により競技の安全な実施が困

難と予測される場合は、競技の内容や実施時刻を変更する

場合があります。

また競技開始後であっても、気象状況や地震、豪雨、強風、

雷等、選手の安全を脅かす事象が発生、または予測できた

場合は、競技を中断、中止する場合があります。

競技役員の指示に従い、速やかに避難をして下さい。

その際の競技の再開や、そのまま競技が中止された場合

の順位の決定については、中断までの進捗状況により競技

役員で協議の上、決定します。



緊急時コース内に救急車が入ることがあります。

1．緊急時はレース中であっても救急車がバイクコース・ランコースに

入ります。バイクは左に寄って徐行、TOの指示に従ってください。

救急車優先となります。

2．緊急時、メディカル用のモーターバイクもコースに入ります。

3．基本的にはバイクコースの順方向に走ります。ランも同様です。



盗撮防止にご協力下さい。

競技中を除き、
レースウェアでの行動は

控えて下さい。



ヘルメットチェックについて

•明日朝、アスリートラウンジのチェックイ
ンの際にヘルメットのチェックをいたしま
す。

•チェックインの際はヘルメットをかぶって
チェックインをしてください。




