World Triathlon Championship Series

2022 ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会を継続開催していくため、
「横浜１口サポーター 」としてご支援をお願いします！

「横浜1口サポーター」
のご案内

2009年に横浜開港150周年記念事業として初めて開催した「ワールドトライア
スロンシリーズ横浜大会」は、皆様からのご支援もあり、第12回目の大会を
2022年5月14日
（土）
・15日
（日）
に開催する運びとなりました。
2021大会はコロナ禍での開催となりましたが、安全安心で質の高い大会運営は
「横浜モデル」として今後の国際スポーツ大会の基準になると高く評価され、
また、多くの制限の中でも横浜ならではの創意工夫されたおもてなしは、世界
から称賛の言葉をいただきました。
2022大会は、これまでの10年間で蓄積したノウハウに加え2020、2021年の
経験を生かし、大会の開催を通じて横浜から「人との絆」や「Solidarityのチカラ」
を発信することで、
コロナ禍で停滞した社会に「活力」
を醸成してまいります。
スポーツ都市横浜の実現に向けて横浜の魅力を世界中に発信し、都市ブランド
力の向上と地域経済への波及効果が期待できる横浜大会の継続的な開催に向け
て、ぜひ皆様の熱いご支援をお願いします。
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World Triathlon Championship Series

ワールドトライアスロンシリーズとは？
「ワールドトライアスロンシリーズ」は、
世界を転戦しながらポイントを獲得し、
年間のチャンピオンを決定するシリーズ
戦で、オリンピックにつながる世界最高
峰の大会です。
横浜では、2009年の横浜開港150周年
記念事業を機に世界シリーズ設置初年度
から開催し、2022年は12度目の開催と
なります。
パラトライアスロン競技は、2016年の
リオ・パラリンピックから正式競技とな
り、2017年に「ワールドトライアスロン
パラシリーズ」が始まりました。
また、同時開催のエイジ（一般）大会は、
1,600名を超える国内最大級の参加選手
により開催しています。
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東京2020オリンピック・パラリンピックのメダリストが横浜に集結！
バラ咲き誇る５月に、エリート選手200名、エイジ（一般）選手1,600名が、横浜を代表する観光名所をスイム・バイク・ランで
駆け巡ります。エリートの大会は、東京2020オリンピック・パラリンピックのメダリストが集結し、2024パリ大会へ向けて
スタートを切ります。横浜を舞台とした、世界最高峰のレースをお楽しみください。
Swim : 1.5 km ( 0.75 km x 2 Laps )
Bike
Run

赤レンガ倉庫

Swim Course

Course

赤レンガ倉庫敷地内をバイクで通過

大観覧車（横浜コスモワールド）

: 40 km ( 4.45 km x 9 Laps)
: 10 km ( 2.5 km x 4 Laps)

サークルウォーク

Bike Course
Run Course

スイムコース

スタート

ハマトラFES

フィニッシュ
トランジション

横浜税関（クイーン）

神奈川県庁
（キング）
表彰式
開港記念会館（ジャック）

大会名 ： 2022ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会
開催日 ： 5月14日
（土）・15日（日）
5/14
（土）エリートパラトライアスロン、エリート、5/15
（日）エイジグループ、リレー、エイジパラトライアスロン
主 催 ： 世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会
構成団体： 横浜市、日本トライアスロン連合、横浜市スポーツ協会、日刊スポーツ新聞社 他
会 場 ： 山下公園周辺特設会場
（スタート＆フィニッシュ：山下公園）
テレビ ： NHK BS１生中継 (5/14
（土）10時〜15時15分 放送予定） *全競技インターネット中継を予定

14-15 May 2022
横浜1口サポーターとは？
『横浜1口サポーター』は、横浜トライアスロンのサポーターとして、横浜大会の開催趣旨にご賛同いただいた企業・
団体・個人の皆様にご支援いただく制度です。2011年からこの制度をスタートし、毎年多くの皆様に大会を支えて
いただいています。
コースには、１万円（税別）の「1口1万円コース」と、2019年の第10回大会開催を記念して創設した10万円（税別）
（12枠限定）
の
「1口10万円コース」があります。

横浜1口サポーターの特典
横浜1口サポーターをお申込みいただいた特典として、大会をお楽しみいただけるスペシャルメニューをご用意しました。

「1口10万円コース」には特典が追加

１口

すべての「横浜1口サポーター」が対象

1口1万円コースの特典

1口10万円コースの特典
会場サインに
お名前を掲載

10

万円コースには

お名前の掲載

大会報告書、
Webサイトに
お名前を掲載します。
※お名前の掲載は選択できます

報告書の提供

会場に設置する看板に
お名前を掲載します。

※お名前の掲載は選択できます

大会オリジナル
記念品を
プレゼント

大会開催までの準備や
取り組みを掲載した
報告書をご提供します。

※写真はイメージです

さらに

お申込みについて
申込期間

入金期間

（金）〜（金）

（金）〜（木）

※申込み後、指定の入金期間中にお振込みをお願いいたします。ご入金後に大会が中止・変更となった場合でもキャンセルや返金はできませんが
後日大会報告書をお送りいたします。
「１口10万円コース」にお申込みいただいた方へは、併せて大会オリジナル記念品をお送りします。

PC

次のURLよりお申込みください

https://sports.yokohama-volunteer.jp/mailsender/form/8ca33ef20b8afb22191ad22d1675f598/form.php

MOBILE

お問い合わせ

左のQRコードを読み取り
お申込みください

FAX

世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会
info@yokohamatriathlon.jp

専用申込書にてお申込みください

045-641-2371
045-680-5538 （平日 9時から17時まで）

https://yokohamatriathlon.jp/wts/

横浜 トライアスロン

検索

掲載内容は変更する場合があります。最新情報はホームページをご確認ください。

▲
世界トライアスロンシリーズ横浜大会 組織委員会事務局 宛

ｰ
世界トライアスロンシリーズ横浜大会 組織委員会

会長

山中 竹春

宛
2022 ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

横浜1口サポーター申込書
「2022 ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会」の
横浜 1 口サポーターとして、次のとおり支援します。
お申込みコース
ご希望のコースに「✓」を付けて、口数をご記入ください。

1口 1万円コース

口（1口 税込11,000円）

1口 10万円コース

口（1口 税込110,000円）

お申込み者様情報

2022（令和 4）年

お申込日

月

日

団体・法人名
申込者名
担当部署

住

担当者名

所
電 話

連絡先

ー

Email

確認事項

ー

FAX

ー

ー

＠

※該当するものを○で囲んでください。

① お名前の記載

希望する

希望しない

② 請求書の発行

希望する

希望しない

③ 領収書の発行

希望する

希望しない

（大会報告書・Web サイトを予定）

※企業・団体の方は「団体・法人名」、個人の方は「申込者名」を記載します

振込先

2022年4月1日（金）から4月28日（木）までに、下記口座までお振り込みをお願いします。

口座名：世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会事務総長大久保挙志（オオクボキヨシ）
銀行名：横浜銀行
支店名：横浜市庁支店
普通
口座番号：6009746
※ 個人情報は、領収書・特典の送付、大会報告書へのご芳名記載等についてのみ使用し、厳重かつ適切に取扱います。
「個人情報の取扱い」については下記 URL をご確認ください。
https://yokohama.triathlon.org/event̲information/privacypolicy/
※ ご入金後に大会が中止・変更となった場合でもキャンセルや返金はできませんが、後日大会報告書をお送りいたします。
「1 口 10 万円コース」にお申込みいただいた方へは、併せて大会オリジナル記念品をお送りします。

