スポルト青い森グループ
２０１７ジュニア
ジュニアトライアスロン大会
２０１７
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トライアスロン大会 開催要項
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募集人員
参加申込

スポルト青い森グループ 青森県トライアスロン協会
青森県教育委員会 青森市教育委員会 (公財)青森県体育協会 (一財)青森市体育協会
(株)城ヶ倉観光 富士商事（株）
青森県スポーツドクターの会 (株)鹿内組 (株)大坂組
平成２９年８月６日（日）
８：００～ ８：３０
受付、車検
８：４０～
集合
８：４５～ ９：２０
競技説明会（コース試走含）
９：２５～ ９：４０
開会式
９：５０～
競技
競技終了後、各部ごとに表彰式
青森県総合運動公園
受付・車検：水泳場前
競技説明会：水泳場
ス イ ム：水泳場（５０Ｍプール）
バ イ ク：園内特設コース
ラ
ン：陸上競技場主競技場（競技場外周並びに４００Ｍトラック）
閉 会 式：陸上競技場主競技場記録本部室
(1) 水泳、バイク、ランニングの経験があり、また、体力、気力を有し完走できる小・中学
生とする。ただし、水泳に関して
水泳に関しては
水泳に関してはビート板・浮き輪等推進力にならない浮遊物
ビート板・浮き輪等推進力にならない浮遊物の使用
・浮き輪等推進力にならない浮遊物の使用
は認める。
(2) 参加者は保護者の参加同意が得られていること。
(3) 大会当日に病気等が無く、楽しく競技を終了できること。
(4) 競技審判並びに関係係員の指示に従うことが出来ること。
競 技 種 目
スイム（水泳）
バイク（自転車） ラン（ランニング）
小学生１･２年生の部
５０Ｍ
１．５ＫＭ
０．７ＫＭ
小学生３･４年生の部
１００Ｍ
２．７ＫＭ
１．１ＫＭ
小学生５･６年生の部
１００Ｍ
２．７ＫＭ
１．５ＫＭ
中学生男子の部
１５０Ｍ
２．７ＫＭ
２．４ＫＭ
中学生女子の部
１５０Ｍ
２．７ＫＭ
２．４ＫＭ
各部２０名 ※小学生の部は男女の制限をしない。
所定の申込書に必要事項を記入のうえ、持参又は郵送して下さい。
なお、申込書は当グループのホームページからもダウンロードできますのでご利用くださ
い。（ホームページアドレス http://www.sport-aoimori.jp）
①申込締切 平成２９年７月３１日（月）必着
②申 込 先 〒038-0021 青森市安田字近野 234-7
青森県総合運動公園 陸上競技場内
スポルト青い森グループ
ジュニアトライアスロン事務局 宛
担当者 森山・神
ＴＥＬ ０１７－７６６－１２４１ ＦＡＸ ０１７－７６６－１２４３
Ｅメール k.moriyama@sport-aoimori.jp
③参 加 料 １人１,０００円（ゼッケン、プログラム、エイドステーションの飲料、
着替えを入れる袋、保険料等含む）
※参加料は、７月３１日（月）正午までに参加保護者のお名前で下記口座
にお振込みいただくか、大会事務局までご持参ください。
なお、振込手数料は各自ご負担願います。また、一旦入金された参加料
は返納いたしませんのでご注意ください。
④振込口座 青森銀行 本店 普通 １６７８８００
スポルト青い森グループ（自主事業）
株式会社鹿内組 代表取締役社長 鹿 内 雄 二
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競技規則
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注意事項

小学生は学年別、中学生は男女別に上位３位まではメダルと賞状、６位までに賞状を授与し
ます。なお、参加者全員に記録証を差し上げます。
本大会は、ＪＴＵ競技規則に基づいて行いますが、一部ローカルルールを適用します。
ローカルルールは下記のとおりです。
(1) 共通ルール
①レース中は他人の手を借りてはいけません。伴走や飲食物の手渡しも禁止します。
ただし、小学 1･2 年生の部、3･4 年生の部に関しては、バイクエリアに限り着替えの
手伝いを認めます。（ヘルメットの装着、バイクの積み下ろし、ゼッケンの装着
ヘルメットの装着、バイクの積み下ろし、ゼッケンの装着）
ヘルメットの装着、バイクの積み下ろし、ゼッケンの装着
②競技スタッフの指示に必ず従ってください。
③レース中に休んでもかまいませんが、他の選手の妨げにならないこと。
④選手はゼッケンを必ず付けてください。
⑤トランジェッションエリアでの着替えは、他の選手の妨げにならないこと。
⑥レース中、やむを得ずコースを外れた場合は、その場所に戻ってからレースを続け
てください。
⑦レース中に気分が悪くなったときは、スタッフに申し出てください。
⑧タイムの計測はスタートからゴールまでとします。種目毎のタイム計測は行いません。
(2) スイムルール
①スイムキャップは必ず持参し、着用してください。
②泳ぎに自信のない人は、浮き輪、ビート板等の使用を認めます。
ただし、推進力となるような器具の使用は禁止します。
③プールの「ふち」やスタッフにつかまったり、立ち上がって休んでもかまいません。
④助けを求めるときは、泳ぐのをやめて、大きく手を振ってください。
(3) バイクルール
①使用するバイク（自転車）の種類は問いません。
※但し、バイクラックがありませんのでバイクスタンドが必須となります。
②バイクコースは、左側走行を基本とします。
③特設コースでは急カーブがありますので注意してください。
④無理な追い越しで、他の選手やコース上のスタッフ、観客に危険が及ぶ行為は失格
となる場合があります。
⑤自転車を所定の場所から動かす前に、ヘルメットをかぶり、あご紐をしっかり締めて
ください。
また、自転車を降りて所定の場所に置いてから、ヘルメットを外してください。
※ヘルメットをお持ちでない
ヘルメットをお持ちでない方には貸与します。
をお持ちでない方には貸与します。
⑥追い越すときは、大きな声で「右から抜きます」と合図してください。
⑦追い抜かれまいと、じゃまをしてはいけません。
⑧パンクしたときは、自転車を降りて押してもかまいません。
⑨フィニッシュ後は、必ず所定の場所に自転車を置いてください。
⑩使用する自転車は、前後にブレーキが付き、確実に作動すること。
(4) ランルール
①苦しい時は無理をせず、歩いたり休んだりしてもかまいません。
②フィニッシュ後の選手がゼッケンを付けたまま、コースに入ってはいけません。
(失格になる場合があります。)
(1) 主催者は大会中の事故、ケガ等について応急処置はいたしますが、その後の治療につ
いては各自で対応していただきます。なお、加入保険の適応となる場合がありますので、
事務局までお問合せください。
(2) 大会本部は選手の安全を守るため、競技開始の前後を問わず選手に提議することなく一
方的に競技を中断、あるいは中止する権限を有します。その際、中断あるいは中止の原
因が大会本部の運営上のミスによるものでない限り、参加料の払い戻し請求や大会の再
開要求には応じません。また、大会本部の役員は、選手が競技続行することが困難と判
断したときには、強制的に棄権させる権限を有するものとします。
(3) 大会出場中の事故については、加害、被害ともに各個人の責任とし、主催者側は可能な
範囲での応急処置は行いますが、それ以上の責めは負わないものとします。
また、大会本部が用意した傷害保険の給付限度を超える保障には応じません。
(4) この大会にはスポーツドクターが付き添い、ＡＥＤが準備されています。
(5) 当事業の記録写真は、スポルト青い森グループのホームページや広報誌等で紹介する事
がありますので、ご承諾のうえ参加してください。
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期 日
会 場

平成29年8月6日（日）
青森県総合運動公園

●日程
8：00～8：30
8：40～
8：45～9：20
9：25～9：40
9：50～
競技終了後
（各部ごとに表彰式）

小学1・2年生の部
小学3・4年生の部
小学5・6年生の部
中学生男子の部
中学生女子の部

５０M
１００M
１００M
１５０M
１５０M

１．５KM
２．７KM
２．７KM
２．７KM
２．７KM

●募集人員
●参加申込み
●参加料

各部20名 ※小学生の部は男女の制限はしない。
申込用紙に必要事項を記入の上、持参又は郵送。
1人1,000円（プログラム、エイドステーションの飲料、

●参加締切

平成29年7月31日（月）必着

０．７KM
１．１KM
１．５KM
２．４KM
２．４KM

着替えを入れる袋、保険料等含む）

主催：スポルト青い森グループ 青森県トライアスロン協会 / 後援：青森県教育委員会 青森市教育委員会
(公財) 青森県体育協会、(一財) 青森市体育協会/ 協力：青森県スポーツドクターの会 / 協賛：㈱城ヶ倉観光、富士商事㈱

お問合せ・お申込み先

〒038-0021 青森市安田字近野234-7 青森県総合運動公園 陸上競技場内
スポルト青い森グループ ジュニアトライアスロン事務局 ℡．017-766-1241 Fax．017-766-1243

競技規則・注意事項等詳細につきましては右記のアドレスでご確認下さい。

http://www.sport-aoimori.jp

