A 大会要項
１．開催予定 日時

２０２２ ８月２８日（日）８時スタート(予定)

２．主催・共催・後援・協力 主
（ 予 定 ）

催－トライアスロン珠洲大会実行委員会

共

催－石川県・珠洲市・北國新聞社

後

援－珠洲市教育委員会・日本トライアスロン連合
石川県トライアスロン協会・珠洲トライアスロン協会

特別協力－ミズノ（株）
協
３．競技内容

力－珠洲市体育協会

トライアスロン競技 S TYPE
SWIM(0.75km)＋BIKE(51.1 ㎞)＋RUN(10.2 ㎞)TOTAL62.05 ㎞

４．競技会場

SWIM 鉢ヶ崎海水浴場 1 周回のみ(0.75km)
BIKE

鉢ヶ崎海水浴場→粟津→禄剛崎→折戸→木ノ浦→大谷峠→
若山→広栗橋交差点→市道 56 号線→鉢ヶ崎
(1 周回のみ 従来の B タイプと同じ)

RUN

鉢ヶ崎→正院町→野々江町を折返しの往復コース
（従来の B タイプと同じ）

５．スタート・フィニッシュ スタート 鉢ヶ崎海水浴場 ゴール 珠洲市営野球場
６．参加定員

S TYPE 750 名

７．参加料

S TYPE 26,000 円
※納入後、原則として返金いたしません。ただし、大会終了後に選手提
供物品をお送りします。

８．参加資格

①１８歳以上（大会当日・高校生不可）の健康な男女で、大会実行委員
会が規定する申込書及び誓約書を提出し、大会実行委員会より許可を受
けた方。
②新型コロナワクチン 3 回接種の接種証明もしくは PCR 検査の陰性証
明の提示（大会前 3 日以内）、健康チェックシートの提示（8 月 21 日(日)
～27 日(土)までの 1 週間分）
③大会当日、参加者の申請住所地が新型コロナウイルス感染症緊急事態
宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域となっていないこと。
④本大会は、生活道路を使用するため、交通規則を必ず遵守できる方及
び競技上の支障とならない健康な身体で気力のある方。
⑤完走できるだけの十分な練習を積んだ方。
⑥大会要項・募集要項の内容に同意・承諾された方。
⑦大会要項で定められた、書類及び添付物を提出し、受理された方。
⑧期日までに参加費を納入した方。
⑨参加の選考については、大会側が出した結果について同意・承諾され
る方。

９．参加注意事項

⑴参加者は一般道路を使用する競技のためルール・一般交通法規（特に
赤信号及び一時停止規制箇所での停止義務）を遵守して、安全に競技す
ることが義務づけられています。
⑵スイム競技は最も危険な種目です。マイペースで泳いでください。全
コースに安全ブイが張ってありますので、疲れた時はブイを利用してく
ださい。
⑶ウエットスーツは安全のため長袖、半袖を問わず義務づけます。
⑷スイムの制限時間を 40 分といたします。今回はローリングスタート
となりますが、スタート時間により制限時間の差がでてきますので、制
限時間に余裕をみております。その点をご了承して頂いた上での参加を
お願いします。
⑸今回からバイクの車検は行いませんので、各自で責任をもって整備を
行ってください。
⑹バイク競技には必ず硬質ヘルメットを着用義務づけます。付着用の場
合は出場できません。
⑺荒天の場合の大会運営について 大会当日、降雨強風、海上の荒れな
ど気象状況が悪化し、コースの安全確保が困難と判断された場合、競技
種目の一部を変更もしくは、中止することがあります。
⑻参加者の安全確保のため、実行委員会は、参加者がこれ以上競技の続
行が不可能と判断した場合は、本人の意思にかかわらず競技を中断させ
る権限があります。
⑼大会当日万一の事故については、主催者側で応急処置を行いますが、
その後の処置については責任を負いません。翌日以降の届についても責
任を負いません。
⑽健康保険証は必ず持参してください。
⑾前日受付時には、大会前１週間(8/21～８/27)の健康チェック表の提
出、検温と新型コロナワクチン３回の接種証明書もしくは大会前 3 日以
内の PCR 検査の陰性証明の提出が必要です。
⑿競技説明は事前に WEB で配信しますので、必ず視聴してください。
⒀陽性者の濃厚接触者で経過観察中の方は参加を見合わせて下さい。
⒁感染予防対策のため、できるだけ参加者以外の家族・応援はご来場を
見合わせてください。

１０．制限時間

※ローリングスタートになるため競技説明で詳細をご確認下さい。
（ローリングスタート：10 人ずつレースナンバー順に 10 秒間隔でｽﾀｰﾄ）
「スイム」

トータル 40 分

※スイムの制限時間を 40 分といたします。今回はローリングスタート
となりますが、スタート時間により制限時間の差がでてきますので、制
限時間に余裕をみておりますのでご了承ください。
「スイム」＋「バイク」

トータル 3 時間 40 分

「スイム」＋「バイク」＋「ラン」

トータル 5 時間 00 分

※スイムスキップはありません。

１１．日 程
前日受付 ８月２７日（土）受付場所 珠洲市健民体育館
検温・リストバンド確認・健康チェック表・新型コロナワクチン 3 回
接種証明もしくは PCR 検査陰性証明
当日受付 ８月２８日（日）受付場所 鉢ヶ崎海水浴駐車場
検温・リストバンド確認・ボディ№シール確認→アンクルバンド交換
制限時間トータル（5:00）
（0.75 ㎞）
受

付

入水ﾁｪｯｸ

ｽﾀｰﾄ

ｽｲﾑ(0:40)

距離トータル（62.05km）
（51.5 ㎞） （10.2 ㎞）
ﾊﾞｲｸ(3:00)

ﾗﾝ（1:20）

第 1 ｳｴｰﾌﾞ 250 名

6:30～7:20

7:30～7:45

8:00

8:40

11:40

13:00

第 2 ｳｴｰﾌﾞ 250 名

7:30～8:20

8:30～8:45

9:00

9:40

12:40

14:00

第 3 ｳｴｰﾌﾞ 250 名

8:30～9:20

9:30～9:45

10:00

10:40

13:40

15:00

１２．表 彰

総合

１位～6 位（S タイプ男女別）

各ｳｴｰﾌﾞ １位～3 位（男女別）
年齢別 １８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳
６０歳以上（男女別 １位のみ 総合入賞者を除く）
※賞品等は発送（予定）いたします。
※連続完走について（10 回・20 回・30 回）
今大会（33 回）は、連続完走賞はありません。完走扱いとせず、カウン
トしません。31 回・32 回大会についても完走扱いとせず、カウントし
ませんが、連続完走が途切れることにはせず、継続扱いとします。
１３．提供物品（事前）

エントリーT シャツ

（競技に必要な物品）

スイムキャップ・№カード・ボディ№シール・バイク№プレート等
エイドステーションでの飲食物

（完走者への提供物品）

完走メダル・フィニッシャーT ポロ・フィニッシャータオル等
個人記録証（後日）

１４．成 績

成績一覧（リザルト）は後日 WEB にて発表します。

１５．傷害保険

大会実行委員会で全参加選手に対し傷害保険に加入いたします。
（大会で加入する保険について）
競技中の負傷に対する実行委員会の保証は、大会において加入する保険
の適用範囲内です。また、機材・備品の補償は一切ありません。
疾病を原因とする、死亡・後遺症・入院見舞金は、保証されません。約
款上は、往復途上は保険対象外となりますのでご了承ください。

１６．申込方法

①WEB でのエントリーのみとなります。
②参加通知は７月上旬発送（予定）
③先着順及び内容選考

１７．申込期間

２０２２年 5 月２１日（土）～５月３１日（火）まで（予定）
申込が一定数に達し次第締め切ります。
・6 月上旬に内容選考を行い、選考合格者に入金依頼をメールにて行い
ます。
・指定した期日までに入金が確認された選手に 7 月上旬予定で大会参加
決定の案内通知を行います。
※申込状況や選考結果などについて事務局へのお問い合わせは一切応
じることが出来ませんのでご了承ください。

１８．返金について

※納入後、原則として返金いたしません。ただし、大会終了後に選手提
供物品をお送りします。

１９．宿泊について

宿泊希望の方は NPO 法人能登すずなり（観光協会）でご案内致します。
NPO 法人能登すずなり TEL0768-82-4688 FAX0768-82-6360
※下記事務局では宿泊のご案内などは行いませんのでご了承ください。

２０．事務局

〒９２７－１２１３ 珠洲市野々江町ｾｰ 17-1
トライアスロン珠洲大会事務局
TEL（０７６８）８２－５１００
FAX（０７６８）８２－７１００
E-mailsports@triathlon-suzu.com

