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A 大会概要

第6回のとじまトライアスロン大会

1 開催予定　日時 2022年7月１0日（日）　午前７時３０分　スタート

2 主催・後援・協力 主催－のとじまトライアスロン大会実行委員会

共催－北陸中日新聞 競技主管ー石川県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会

後援－石川県・七尾市・和倉温泉観光協会・のとじま観光協会

　　　　 公益社団法人日本トライアスロン連合

3 競技内容 トライアスロン　SWIM(1.5km)+BIKE(40km)+RUN(10km)

4 ｽﾀｰﾄ・ﾌｨﾆｯｼｭ 七尾市能登島　マリンパーク海族公園

5 参加定員 トライアスロンの部-400名　リレーの部-30チーム

6 参加料 トライアスロン個人の部　　　１８，０００円

リレーの部　　　　　　　　　２４，０００円

7 参加資格 ①１８歳以上の健康な男女でＪＴＵ登録者。

②規定に定めれれた参加申込書・誓約書を提出し、参加料を納入し、

　大会本部より参加承認を受けた方。

③7月9日（土）に選手受付できる方。

8 参加注意事項 ①スイム競技でウエットスーツの着用及びバイク競技での硬質ヘル

　メットの着用を義務付けします。

②バイクは各自で責任を持って整備を行ってください。

③選手受付を7月9日（土）に行わないと競技に参加できません。

　※当日受付はできません。

④7月9日（土）にﾍﾙﾒｯﾄﾁｪｯｸを行います。

⑤大会前２週間（6/26～7/9）の健康チェック票の提出(当日持参)

⑥競技説明は事前にweb(Youtube）を必ず視聴。PC、携帯でしっかり

　確認。視聴不可の方は、参加通知の問い合わせ先に事前連絡下さい。

⑦前日受け付け時にワクチン2回目摂取証明または、３日前PCR検査、

　抗原検査の陰性証明の提示の準備をして下さい。

9 制限時間 「スイム」   　　　　　　　　　　　　　　トータル各人６０分

「スイム」＋「バイク」　　   　　　トータル各人３時間３０分

「スイム」＋「バイク」+「ラン」　トータル各人４時間３０分

10 日程 7月9日（土）　能登島マリンパーク海族公園広場

１１：００～１５：００ 選手受付

7月10日（日）　能登島マリンパーク海族公園広場

※選手受付時にレースナンバーシール配布

０６：００～ 選手受け付け開始

０６：００～０７：００ 最終登録（ﾅﾝﾊﾞｰｼｰﾙ確認）アンクルバンド配布

０７：００～０７：２０ 入水チェック

０７：３０～ スイムスタート

（各人制限時間４時間３０分）

１２：３０ 全競技終了

表彰は後日WEBで発表＿副賞は郵送

11 申込方法 ①WEBでのエントリー(ローソン、Mスポ)

②参加通知は５月下旬にお送りします。

③先着順、定員になり次第締め切ります

12 申込締切 〒920-0024　金沢市西念2-4-8ｱﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ駅西1302

13 お問い合わせ先 坂井田泰孝方　のとじまトライアスロン大会事務局

（事務局） 大会事務局(金沢)　坂井田泰孝　TEL090-8262-4420

大会事務局(七尾)　古山幸一　TEL090-9440-6724

nanao-bay@kmd.biglobe.ne.jp

大会要項（予定）

2022年5月10日



B コロナ感染防止対策

大会運営の基本方針

すべての選手、ボランティア、オフィシャル、スタッフ、観客にとって、トライアスロンは

生涯健康スポーツとして楽しめる様、安全を第一に考えています。

公益社団法人日本スポーツ協会作成および、公益社団法人日本トライアスロン連合の、

「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に沿った運営をします。

大会主催者は、すべての選手が健康にフィニッシュ出来るよう、適切な措置を講じ、

大会参加中に応急処置が必要な方には、迅速な医療を確実に受けることが出来るよう、

医師、看護師、救急救護員などスタッフが備える。

保健所指導の下、感染症の拡大を防ぐための予防措置を講じ、感染リスクを最小限に

抑えるための緩和措置を講じる。緊急の医療を必要とする選手や参加者には、

医療施設を利用で来るように救急車、病院と連携します。

○本大会の新型コロナウイルスの感染対策マニュアルの内容を、スタッフは事前に

　打ち合わせ会などで十分に理解した上で活動、誘導する。

○選手・スタッフともに、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は、

　参加を見合わせる。

○大会2週間前から選手・スタッフともに、検温結果および体調チェックを含む健康チェックを

　　記録、必ず提出する。また、大会終了後２週間も検温と体調チェックを行い、記録を行う。

　　発症した場合には大会主催者宛に連絡報告を行う。

○コロナウイルスは主に「飛沫」と「接触」によって感染する。

　３密(密接、密集、密閉)をお互いに避けて行動する。　(2ｍ推奨)

○「飛沫対策」として会場内ではすべての選手、関係者ともにマスクを着用する。

　（プレー中の選手については免除）

○「接触対策」として、各所出入り口などで手洗い（液体石鹸用意）・アルコール消毒を行う。

○近密な距離での会話を避け、応援時は拍手で、大声を出さないようにして、飛沫感染を防ぐ。

　（ソーシャルディスタンスとして互いに2メートルの間隔を目安にする）

○屋内（テントを含む）では、常に換気に気を配り、風通しの良い環境に設定する。

　（密閉した空間は避け、つくらない）

○選手やスタッフは、互いに接触を極力避けて、握手やハグおよびハイタッチ等は禁止とする。



C 大会で実施する予定の対策

○スイムスタートの変更

　400名一斉スタート　→　80名ずつ2分間隔のウエーブスタートに変更

○トランジッションエリアの設定工夫（選手が隣り合わない配置）

　400名を5グループに分けバイクラックが隣合わないソーシャルディスタンス設置

○トランジッションエリアでの隣合わない工夫（フィニッシュ後各自用具を搬出し帰路に）

　トランジッションエリアの早期ピックアップ

○競技説明の事前映像化対応(youtube限定公開):説明会として(競技選手の動線と注意事項)

　①競技説明会資料⇒事前送付紙面を読んだ上で、映像視聴

　②ボランティア説明会資料⇒事前送付資料を読んで上で、コロナ対応の応急手当研修受講

　③コース案内動画⇒選手は全てチェック。スタッフ要員は担当エリア重点視聴。

○サーマルカメラを設置…すべての選手・スタッフが、来場時にチェック

　受付時にすべての方に前を通ってもらう

○前日受付の時間⇒11:00～15:00に変更し受付時の密集を回避（従来は14:00～15:00）

○前日受付場所⇒「海族公園管理棟前」に変更（従来は「生涯学習センター体育館」）

選手・スタッフへの対応

○ワクチン2回目摂取証明または、３日前PCR検査、抗原検査の陰性証明の提示

○コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を全関係者にインストール依頼、活用する

○大会前後２週間の健康行動状態チェック⇒大会前チェック票記録は受付時提出確認

○一人一人が常時マスク着用、及び個室入出時には手洗い・アルコール消毒

○医師、看護師には手袋、マスク、ゴーグル、フェイスシールド、エプロン支給

※机、手など定期的に消毒を実施



D トランジッション詳細

レースナンバーは1500mスイムの自己申告タイム順⇒密集回避対応
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トランジッションエリア拡大図
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E スイム競技詳細

○80名毎のウエーブスタート

・試泳終了後はﾏｽｸは付けず、選手はﾅﾝﾊﾞｰ順に1.5m間隔で海に向かって並んでもらう。

・2分間隔で審判が合図して、スイムが速い選手順に80人ずつスタートしてもらう。

・従来の一斉ｽﾀｰﾄ(300名)に比べ、浜辺でもスイム中でも、接触は最小限に出来ます。

スイムスタート

1～80（1.5m間隔） 選手整列

折り返し

81～160（1.5m間隔）

161～240（1.5m間隔）

241～320（1.5m間隔）

321～400_リレー（1.5m間隔）

試泳エリア

←マスク用ごみ箱

ｽﾀｰﾄ前の試泳では、水際までﾏｽｸ着用

「ﾏｽｸ用ごみ箱」にﾏｽｸ投入後試泳開

始 試泳後は新しいマスクを受け取

りスタート待機

前列がすべてｽﾀｰﾄした後

後列の選手が前に出てｽﾀｰﾄ

します

飛散防

止対策

をする



F バイク競技詳細

・バイク競技はドラフティング走行禁止のため密接、密集は原則発生しません。

・ドラフティングとは：前方選手の前輪先端から後方１０m以内での走行

・コース内2カ所の信号交差点では、審判および警備スタッフが誘導するため、信号待ち等

　で集団になることはありません。

・その他の信号のない交差点でも、右左折時には審判・スタッフが誘導し、一般車両にも

　指示に協力いただいて、選手が乗るバイクを優先走行させる対応になります。



G ラン競技詳細

・ランナーは道路海側車線を時計回りで2周回します。

・大会メイン会場、折り返し地点、中間地点にエイドステーションを設定。

・飲料水を供給予定（紙コップ）

・提供の方法：梱包されている箱から紙コップを卓上に並べたものに

　ペットボトルよりスタッフが入れ、コップは選手が選択する。

・口にしたコップは、5M.10M.20M離れた場所に設置している回収箱に投入する。

※スタッフは定期的にアルコール消毒をする

・紙コップは間隔を開けて設置する

・回収箱の内側には大型のゴミ袋を広げ、スタッフが回収時、袋ごと封をして回収し、感染防止。



H フィニッシュエリア詳細

・フィニッシュテープ対応は総合1位選手のみに使用。

・フィニッシュ後直ちに選手はゲート近くの卓上に大会が用意したマスクを着用してもらう。

・フィニッシュ後、足首に巻いているアンクルバンド（計測器）は選手本人が外して

　回収箱に投入。

・給水は、卓上に配置したペットボトルを選手が1つ選択し、水分補給する。

・各選手は、トランジッションエリアに向かい、自分の競技用具を持って会場を引き上げる。

○完走タオルおよび記念品は袋詰めしてあるものを選手が取る

◎表彰は後日、webで発表。副賞も郵送とする。



Ｉ その他

a 選手受付

・ 前日受付　11：00～15：00（スタッフは選手が密集しないよう、赤←動線の案内誘導）

・ 当日体調チェック　6：00～7：00 前日受付同様に誘導し、適切な間隔で、速やかにチェック

ｂ 前日受付

・11:00～15:00の4時間で受付をする。時間的に密を避ける

「競技説明動画」を壁面に放映（リピート）

・受付終了後速やかに会場を離れて頂く

ｃ 当日体調チェック(前日受付と同じ動線)

・6：00～7：00チェック　レースナンバーチェックはスタッフが目視確認、

　健康状態問い掛け確認。

・アンクルバンド（計測器）は卓上配置の自分のレースナンバーものを選手が選択して着用。

・その後トランジッションエリアに向かう。

ｄ トイレ

＜管理棟、駐車場横常設トイレ＞

・入り口ドアは常時開放状態として、中が見えるようだと衝立を設置する。。

　終了時は水栓にて15秒間手洗い（液体石鹸備え）し、備付のペーパータオル(使い捨て)

　で水分を拭き取る。ごみ箱があふれないように注意

・トイレ待ちの間隔も注意

＜メイン会場、ラン折り返し仮説トイレ＞

　・使用前後に備え付けのアルコール消毒ボトルを手で押下して、両手摺り合わせしてもらう

ﾄランジッション

テント

テント

ｻｰﾏﾙｶﾒﾗ

競技説明

動画上映



e 大会終了後…２週間は特に気を付け、症状が現れた場合には速やかに受診し、大会事務局

　に連絡報告いただく

f 大会時…もし症状が現れた選手・スタッフには、恵寿病院もしくは能登総合病院にて診察予定

g けが、熱中症等には応急手当対応し、医師が救急搬送必要と判断時は救急車で搬送(従来通り)

h スタッフは応急手当の講習を受講

i 当日の天候及び感染症の状況により、大会内容を変更する場合があります


