この参加案内には、大会に参加するにあたっての注意事項・重要事項を記載しています。
大会参加前までに必ず、熟読してください。

CONTENTS
参加者のみなさまへ

P.2-5

●はじめにお読みください
●新型コロナウイルス感染症対策にかかる基本事項
●コロナ禍の中での大会運営におけるお願い
●新たなスタートに向けて
●必ずお読みください
事前送付物

P.6－7

●リストバンド
●レースナンバー
●レースナンバーシール
●ボディナンバーシール
●健康チェックシート
●再発行及び事前発送物の受け渡しについて
開催概要

P.8ー9

P.10

●大会前々日のスケジュール【体調・行動チェック】
●5月14日（土）大会前日のスケジュール
●5月15日（日）大会当日のスケジュール
コースマップ

P.11

●エイジコースマップ
●エイドステーション
大会前の準備

P.12－14

●体調・行動チェック
●ワクチン2回接種証明・PCR検査(陰性)証明
●競技説明会
大会前日の流れ

P.15

●トランジション・バイク預託
●競技に関する個別の質問
大会当日の流れ

P.16

●検温～表彰式
大会当日の導線

P.17

●選手受付からスイム会場までの導線(山下公園)

P.18－P.30

●選手受付
●バイクチェックイン・トランジションセッティング・バイクピックアップ
●更衣テント
●荷物預かり所
●健康チェックシートの提出
●スイム
●バイク
●ラン
●表彰及びリザルト
●メカニックサービス
●ハマトラFES／オンラインLIVE配信
●山下公園ブース
レースのための注意事項

●開催趣旨
●開催概要
大会スケジュール

大会当日の流れ

P.31

●スイムキャップ
●スイムゴーグル
●ウェットスーツ
●バイク
●レースナンバー
●バイクシューズ、ランニングシューズ
●レースウェア
競技用品の事前チェック

P.32

●バイク・ヘルメット・サイクルコンピューター
●ウェットスーツ
●レースウェア
●バイクシューズ、ランニングシューズ
●スイムキャップ
その他

P.33

●大会開催の最終決定について
●お問い合せ
リレー出場のみなさまへ

P.34-35

●健康チェックシート
●スキップ制度
●同伴フィニッシュ
●その他
パラトライアスロン出場のみなさまへ

P.36-38

●大会前日のスケジュール
●トランジション
●バイク預託
●当日の流れ
●GUIDE・ハンドラー
WITH THANKS TO OUR PARTNERS

参加者のみなさまへ
はじめにお読みください
2021大会は、コロナ禍での開催となりましたが、ご参加いただいたトライアスリートの皆様のご理解、ご協力のもと、無事に終
了することができました。
2022大会は、これまでの大会運営の経験を活かし、更に安全・安心でニューノーマルな大会を開催することで、トライアスリー
トの皆様と共に横浜から再びトライアスロンを盛り上げます。
大会に参加されるトライアスリートの皆様には、「大会前2週間の体調チェック・行動管理」や「ワクチン2回接種の完了または
PCR検査の実施（陰性）」など、引き続き大会にご参加いただく皆様一人一人が安全に安心して出場いただけるように、大
会の安全対策にご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症対策にかかる基本事項
新型コロナウイルス感染症対策として、コロナに「感染しない・させない」を基本に、健康と安全を最優先に大会に関わるすべ
ての皆様が安心して参加できるよう、次の基本事項をご理解の上、遵守をお願いします。

（１）体調チェック・行動管理
参加者、大会にかかわるすべての方は、大会前2週間の体調チェック・行動管理を行い、「健康が保たれていること」を前提と
します。特に新型コロナウイルス感染症に「感染しない・させない」ための行動管理は重要です。

（２）マスクの脱着等
マスク、個人用手指消毒液は、各自で用意し、マスクは常に着用をお願いします。但し、競技中はマスク脱着を認めます。

（３）ソーシャルディスタンス等の確保
●更衣室テントや競技受付時等は、人と人との距離は、2ｍ以上確保してください。
●大声での会話や握手、ハイタッチ、ハグなどは行わないでください。
●個人同士での各器具や装具、備品類の共有は避けてください。
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参加者のみなさまへ
コロナ禍の中での大会運営におけるお願い
(1) 大会14日前からの体調チェック・行動管理の実施及び大会当日の健康チェック（必須）
大会2週間前（5/1）から大会当日まで、検温結果などの体調・行動チェックをQR Check-inシステムに入力し、大会当
日、会場のQR Check-in受付でQRコードを提示してください。また、健康チェックシートは当日の体調を事前にご記入いただ
き、健康チェックシートの提出場所にご提出ください（スイムキャップをお渡しします）。また、当日検温チェックで、37.5℃以
上の発熱がある場合は、参加をお断りする場合があります。なお、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
などは、参加は控えていただきます。

（2）ワクチン接種またはPCR検査の実施（必須）
次のうち、いずれかに該当する方が参加の対象になります。
1．大会参加の2週間前までに新型コロナウイルスワクチン接種2回完了された方（3回目の接種を推奨します）
2．大会参加72時間以内にPCR検査を受け、陰性を確認できる方
※ ワクチンについては、各自治体が推奨する接種方法に従って接種をお願いします。
※ PCR検査に関わる費用については、参加者負担となります。

（3）オンラインによる競技説明会・理解度チェックの実施（必須）
参加選手間の集密を回避するため、競技説明会は、オンラインで実施します。また、オンライン競技説明会受講後、参加
者の皆様の安全確保と大会運営の円滑化を図るため、理解度チェックを行います。

（4）自己責任による安全対策の履行
当日は、「感染しない・させない」を順守するため、マスクや、個人用手指消毒液は各自で用意し、大会競技中以外は必
ずマスク着用をお願いします。競技終了後、マスクのない方については、フィニッシュ時にお渡します。また、ハイタッチ、握手、ハ
グなど、人と人との接触は避けるとともに個人同士の備品類の貸し借り、共有はしないでください。
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参加者のみなさまへ
新たなスタートに向けて
（１）魅力あるコース
競技運営の安全はもとより、コロナ禍での安全・安心な大会運営を最優先に各コースや運営を常に工夫し、参加するトライ
アスリートの皆様方に大会を楽しでいただくとともに市民からも評価していただけるコースといたしました。
特に、バイクコースでは、安全を最優先に考え、再び山下ふ頭を中心にしたコースへと変更しました。当日、運が良ければ、ガ
ンダムにお目にかかれるかもしれません。
2021大会からのランコースに変更はありません。走りながら横浜の観光名所巡りをお楽しみください。また、大会当日、赤レン
ガでは、他のイベントも開催されておりトライアスリートの皆さまへのギャラリー応援が大いに期待でき、元気がもらえると思います。
なお、スイムでは、昨年同様に、スイム競技開始前のウォームアップエリアの確保やローリングスタート方法など、安全・安心な大
会を心掛けています。

（2）ハマトラFESの開催
2022大会で3年ぶりの開催となる本イベントは、名称を「Yokohama Triathlon Festival（ハマトラFES）」と改め、
会場を山下公園特設会場から象の鼻パークに移し開催します。象の鼻パークは、横浜大会のランコースとなる横浜赤レンガ
と山下公園特設会場の中間に位置し、中華街、山下公園、日本大通など横浜の観光名所を繋ぎ多くの方が来場していた
だけるよう工夫いたしました。また、会場では、トライアスリートはもとより誰もが楽しんでいただけるようスポーツ関連ブース、大
会オリジナルグッズブース、飲食ブース、環境関連ブースなど様々なブースを配置するとともに誰もが安全・安心に楽しんでいた
だけるよう配慮いたしました。
なお、この会場は、エイジ参加者の皆様へ、5月14日、15日の大会期間中、参加賞（記念品）の受け渡し場所となりま
す。ご都合の良い時間帯に受取りを完了してください。

（3）参加賞（記念品）等の受渡
2022大会では、次の記念品をハマトラFES会場（5/14、15）でお渡しします。
① Tシャツ
② キットバック
③ キタムラ大会オリジナルバック
④ 協賛パートナーからの記念品等
また、完走された皆様には、フィニッシュ後にフィニッシャータオルを、また、女性参加者で、完走された皆様には、「スタージュ
エリー」とコラボした大会オリジナルジュエリ－をプレゼントいたします。

（4）エイジ競技のオンラインLIVE配信
2022大会では、コロナ禍の中での安全・安心な大会運営を最優先にしながら、ニューノーマルな大会運営を行います。エイ
ジ競技の熱戦の模様をオンラインLIVE中継・アーカイブで配信いたします。会場から離れていてもネットワーク環境があれば、
家族やチームメイトなどの応援ができます。また、フィニッシュエリアにはLIVE配信用のカメラを設置しますので、競技終了後の
感想やメッセージのご協力をお願いします。

（5）スポーツプレゼンテーション（メダルセレモニー）
本大会のエイジスポーツプレゼンテーションは、表彰者、観客の誰もが安全・安心に健闘を称えあえるよう安全対策を講じて
実施する予定です。
また、表彰対象（競技カテゴリー、年代別等）などに変更はありませんが、一部セレモニーの手順変更や時間短縮を行うな
ど簡素化する方向で検討しています。

（6）ハマトラ女子企画
これまで誰もが参加したいと思える大会、すべての人が自分らしく輝ける大会を目指しており、今大会では、皆様に、「もっと
楽しみたい」「トライアスロンていいな」「私も挑戦してみたい」と感じていただけるよう、「女性」をキーワードに、「ハマトラ女子」企
画を立ち上げ、安心して楽しめる大会づくりに取り組んでいます。
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参加者のみなさまへ
必ずお読みください

体調面
● 大会当日、健康チェックシートの状況により、問診を受けていただき、問診の結果によっては、「出場辞退」 していただく
場合があります。
● 体調不良等により競技を続行することに不安があれば、「リタイア」をすることも勇気ある決断です。
● 大会当日の朝、体調や天候等によりスイムスキップを選択することも可能です。ご自身の判断で選択してください。
● スイムをはじめ、広域な競技コースを使用するトライアスロンでは、常にリスクが待ち構えていると言えます。常にリスクを察知し、
適切な判断で競技を行うよう心がけてください。
● 自分のペースを守り、早めの水分および塩分の補給を心がけてください。
※各エイドステーションには水・スポーツドリンクを用意しています。
● 大会参加に際しては、充分トレーニングし、事前に健康診断を受診するなど、体調には万全の配慮をしたうえで参加してください。
● 前日の飲酒は控え、睡眠を充分にとってください。
● 主催者は、疾病・傷病・その他の事故に際し、応急処置のみを行いますが、それ以上の責任は負いません。
● 安全管理上、TO(審判員)または医師・看護師・救護スタッフ・ライフセーバーがレース続行不可能と判断した場合は、競技者
に対して競技を中止させることがあります。

安全面
● 緊急時には、競技中であっても競技を中断する場合があります。
● 危険・妨害行為は禁止です。バイク競技では、無理な追い抜きなどはせず、キープレフトを心掛け、相手の優先コースを
判断し、スムーズで安全な流れを守るようにしてください。

競技面
● 各種目における周回数は選手自身が責任を持って管理し、競技してください。周回不足は未完走となります。
● 選手の安全管理のため競技中は以下の行為を禁止します。
・ヘッドホン、イヤホンの使用。
・電話の通話、メールのやり取り、SNS等の利用、その他コミュニケーション機器の使用。
・カメラ、ビデオカメラ、スマートフォン等の撮影および撮影機器の携帯。
● 山下ふ頭内は、大会当日（5/15）以外終日立ち入り禁止となっています。
※コース試走、大会前日等レース当日以外の進入は禁止です。
● あらかじめコース図を確認し、自分自身が走行するルートやトランジションの位置、周回数等を把握しておきましょう。
● 5月6日から13日までオンラインで実施する競技説明会へ必ず参加してください。（詳細はP.14参照）

気象状況
● 気象状況等により競技内容に変更がある場合は、競技スタート前に、TO(審判員)から説明を行います。
● 競技スタート後でも、気象状況の急変により、競技を中止または変更する場合があります。
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事前送付物

1

リストバンド（1本）

● トランジションエリアへの入場、トランジションバイクピックアップ時のレースナンバーとの照合など、重要な個人IDとなります。
● 大会期間中【14日(土)・15日(日)】の2日間は、レース中を含め常に手首に装着してください(14日はバイク預託の際に着
用が必須となります)。
● シール式になっており、一度装着すると簡単に外れる事はありません。
● 万が一紛失などした場合は、次ページのとおり再発行いたします。
イメージ図
※ウェーブごとに色が異なります。

2
●
●
●
●

レースナンバー（1枚）

大会当日はレースナンバーをレースナンバーベルトに装着してレースに出場してください。
安全ピンの配付はございません。
レースナンバーの裏面に、レース当日の緊急時連絡先を必ず記入してください。（本人以外の連絡先）
リレーの場合は、バイク及びラン担当者がご使用ください。

一般エントリー

3

チャリティーエントリー

パラトライアスロン

セレクトサービス
エントリー

レースナンバー裏面 全共通

レースナンバーシール（1シート）

● レ―スナンバーが記載されたシールです。
・ A：バイク用（１枚）
・ B：ヘルメット用レースナンバーシール（３枚）
トランジションエリアへのバイクチェックインまでに必ず貼り付け、トランジションバイクピックアップ時まで剥がさないでください。
【貼り付け箇所】
・ バイクの両側からレースナンバーが確認できるよう、バイクフレームもしくはシートピラーに貼りつけます。
・ ヘルメットの前面および左右両面
※正しい位置に貼り付けられているか、トランジションエリアの入口でTO(審判員)がチェックを行います。
・ C：荷物用レースナンバーシール
荷物入れビニール袋に貼り、荷物預かりテントへ預けてください。

イメージ図

Ａ

B

5

C

A バイクフレームorシートピラー
に貼付

B 前面１か所、左右側面2か所
に貼付
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事前送付物

4

ボディナンバーシール

● 本大会では、「ボディナンバーシール」を用います。
● 同封の「貼付方法」をよくご確認ください。

５

健康チェックシート

●大会当日の体調を自己チェックし、当日健康チェック受付に提出してください。【必須】
● 健康チェックシートと引き換えに、スイムキャップをお渡しします。
● 当日検温の結果、体温が37.５℃以上のある方及び体調に問題があると思われる方は、医師による問診を受けていただき
ます。
● 医師による問診の結果、競技に参加できない場合があります。医師の指示に従っていただきますので予めご承知おきください。
● リレーの場合、参加者全員分の提出が必須です。

①②③④の再発行及び事前発送物の受け渡しについて
万が一①リストバンド ②レースナンバー ③レースナンバーシール ④ボディナンバーシールを
紛失された方、レースパッケージが手元に届いていない方
以下のとおり再発行・レースパッケージを受け渡しいたします（再発行の場合は手書きでのお渡しとなります）。
▶ 再発行日
5月15日（日）（山下公園検温エリア前）（P.17）
※検温エリアで検温の前に受け渡しを行います。
▶ 再発行に必要な物
ご自身の身分を証明できるもの（免許証・保険証など）を必ず持参してください 。
※本人確認を行います。
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開催概要
開催趣旨
開催にあたって

ビジョンと開催目標

新たなスタートに向けて
2021大会は、コロナ禍での開催となり
ましたが、横浜大会がこれまで積み上げ
てきた経験・ノウハウと各分野のプロ
フェッショナルが一体となった高い運営
能力は、新たな生活様式に即した大会運
営でも遺憾なく発揮されました。大変厳し
い新型コロナウイルス感染症条件下での
安全安心で質の高い大会運営は「横浜モ
デル」として今後の世界基準になると高く
評価され、また、多くの制限下の中でも横
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。
新型コロナウイルス感染症の影響によ
る対面や移動を避ける生活様式は、人と
のつながりが希薄になり、人間が本来持
つ社会的なつながりに変化をもたらしま
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、「人と人」、「観客と選手」、「横浜と世
界」をふたたびつなげ、コロナ禍で停滞し
た社会に「活力」を醸成してまいります。
横浜大会は、長年にわたり協賛パート
ナーはもとより、参加者の皆様、関係機
関・団体、ボランティアの皆様など、多く
の方々に様々な形でささえられてきまし
た。これまでのご支援に「感謝」するとと
もに、2022大会は第2ステージの「未
来」へのリスタートとして位置づけ、様々
な方々とのパートナーシップを築き、誰も
が主役の開かれた大会を多くの方々の参
加・協働により共に創り上げていきます。
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開催概要
開催概要

開催日
開催場所

5月14日（土）エリートパラトライアスロン／エリート女子・男子
5月15日（日）エイジトライアスロン（スタンダードディスタンス・スプリントディスタンス）／リレー／エイジパラトライアスロン
山下公園周辺特設会場（山下公園スタート・フィニッシュ）

主

催

ワールドトライアスロン
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

主

管

神奈川県トライアスロン連合

後 援
（予定）
助
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2022年5月14日（土）15日（日）

成

外務省、スポーツ庁、観光庁、環境省、神奈川県、日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会、日本障がい者スポー
ツ協会日本パラリンピック委員会、日本イベント産業振興協会、日本スポーツツーリズム推進機構、神奈川県スポーツ協
会、横浜商工会議所、横浜港運協会、神奈川経済同友会、神奈川県経営者協会、横浜銀行協会、横浜港振興
協会、横浜青年会議所、横浜貿易協会、神奈川新聞社、日本放送協会横浜放送局、テレビ神奈川、横浜エフエム
放送、アール・エフ・ラジオ日本
日本スポーツ振興センター、横浜こどもスポーツ基金、ミズノスポーツ振興財団

大会スケジュール
5月１日（日） ｜大会前のスケジュール
日 付

内 容

会 場

5月１日(日)－5月14日(土)

体調チェック・行動管理入力期間（14日間）

ー

5月6日(金)-5月13日(金)

オンライン競技説明会

ー

理解度チェック入力期間

ー

5月6日(金)-5月13日(金)

5月14日（土） ｜大会前日のスケジュール
時 間

内 容

会 場

Yokohama Triathlon Festival（ハマトラFES）
【トランジションバック、記念品Ｔシャツ受渡】

象の鼻パーク Bゾーン

15時00分ー18時00分

競技相談窓口開設

山下公園（トランジションエリア）

16時00分－18時00分

メカニックサービス

山下公園（トランジションエリア）

16時00分－18時00分

バイク預託

山下公園（トランジションエリア）

8時00分－17時00分

5月15日（日） ｜大会当日のスケジュール
時 間

内 容

場 所

6時00分－

エイジパラトライアスロン／スタンダードディスタンス選手受付
（ウェーブごとに時間指定）

山下公園（芝生エリア）

6時00分－

トランジションオープン（グループごとに時間指定）

山下公園（トランジションエリア）

6時00分－12時00分

メカニックサービス

山下公園（トランジションエリア）

6時00分－15時10分

荷物預かり

山下公園（トランジションエリア）

6時00分－

健康チェックシート提出

山下公園（選手待機エリア）

7時00分

交通規制開始

レースコース

7時15分

エイジパラトライアスロン 競技スタート

レースコース

8時00分－

スタンダードディスタンス 競技スタート

レースコース

8時00分－15時00分

Yokohama Triathlon Festival（ハマトラFES）
【トランジションバック、記念品Ｔシャツ受渡】

象の鼻パーク Bゾーン

8時30分－

バイクピックアップ（ウェーブごとに時間指定）

山下公園（トランジションエリア）

8時40分－

リレー選手受付

山下公園（芝生エリア）

9時00分－

スプリントディスタンス選手受付

山下公園（芝生エリア）

10時20分－

リレー 競技スタート

レースコース

11時10分－

スプリントディスタンス 競技スタート

レースコース

13時20分頃

交通規制解除

バイクコース

14時00分頃

交通規制解除

ランコース
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コースマップ
エイジトライアスロン

赤レンガ倉庫

象の鼻パーク

ランエイド

ランエイド

象の鼻パーク

スイム召集エリア前
スタート前・ランエイド

フィニッシュ
フィニッシュエイド

中央広場

シャワーエイド

エイド
シャワーエイド
エイドステーション
スイム
ラン
フィニッシュ
備 考
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スイム召集エリア前
コース中3か所〔スイム召集エリア前、赤レンガ倉庫、象の鼻パーク〕
フィニッシュ後、山下公園内
各エイドには水とスポーツドリンクを用意しています。

5月1日(日)～
5月14日(土)

大会前の準備

体調チェック・行動管理

【必須】 体調チェック・行動管理の入力
入力期間【5月1日(日)～5月14日(土)】
方法：「QR Check-in」システムを使用して、大会２週間前から体調のチェックを行います。
今大会では、各参加者に専用WEBページ(マイページ)を作成し、マイページ内で、体調・行動チェック(2週間)・理解
度チェックの入力が完了すると受付に必要なQRコードが表示される「QR Check-in」システムを導入しています。
操作方法について不明な点は、こちらからご確認ください。
●QR Check-inシステム使い方マニュアル
https://sites.google.com/view/qr-checkin/home

ご注意ください！！※必ずお読みください。
４月28日(木)に『マイページのご案内』(ログインURL/ID/パスワード記載)を、エントリー時にご入力頂いたメールアドレスへ一斉
配信させて頂きます。
当日受付の際は、体調・行動チェック済・理解度チェック済の証明として、画面に表示されるQRコードの提示が必須となります
のでご協力お願い致します。
※メールは info@qr-checkin.jp から配信します。
受信できるように受信拒否設定や迷惑メールフォルダ設定をご確認下さい。
※メールが届いていない場合は大会事務局宛に以下をご用意の上お問い合わせ下さい。
1.レースナンバー
2.参加者氏名
3.メールアドレス(エントリー時に入力したもの)

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

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 太郎

ログイン画面イメージ

マイページ画面イメージ
大会当日のQR Check-inでは、マイページに
表示される２次元コードを読み取ります。
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・ワクチン接種：4月30日までに2回接種
・PCR検査日：5月12日(木)以降
ワクチンの２回接種証明・PCR検査

【必須】
「ワクチン2回接種の完了」または「PCR検査の実施（陰性）」のいずれかを
大会当日、選手受付で確認します。
お手持ちのスマートフォンで証明書を撮影いただくか、証明書のコピーを持参いただき、選手受付で提示してください。
※確認時の混雑緩和、原本書類の紛失を防ぐため、必ず撮影したデータか、原本のコピーをご提示ください。
※PCR検査に関わる費用は参加者の負担となります。
大会当日、次の内容を確認させていただきます。

確認内容

ワクチン接種2回を証明する方

PCR検査（陰性）を証明する方

１．氏 名

必須

必須

２．記 録

必須
※ワクチン2回接種の証明

必須
※陰性の証明

３．日 付

必須
※2回目の接種が
2022年4月30日より前に完了

必須
※検査は
2022年5月12日より後に実施

証明の種類
【ワクチン接種2回を証明する方】
次のいずれかに類するものをご提示ください。
（スマートフォンで証明書を撮影または、証明書のコピーを持参）
（例１）ワクチン接種記録書

接種証明部分

※写真を撮る場合は赤枠（接種
証明部分）を撮影してください。
書式引用：厚生労働省HP
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（例２）ワクチン予防接種済書

（接種を受けたあとに貼られるシールの部分）

接種券

接種済証

※写真を撮る場合は赤枠（接種
済書）の部分を撮影してください。
画像引用：コロナワクチンナビ（厚生労働省）

（例３）ワクチン接種証明書
（アプリ・電子版等）

大会前の準備
【PCR検査（陰性）を証明する方】
次のいずれかに類するものをご提示ください。
（スマートフォンで証明書を撮影または、証明書のコピーを持参）
（例１）PCR検査結果証明書

（例２）PCR検査結果
（電子版）

イメージ
新型コロナウイルス感染症

PCR検査結果

【姓名】 横浜 接種
【結果】 陰性
【日付】2022年５月14日

競技説明会

【必須】 競技説明会（オンライン動画）
方法：オンライン動画（You Tube）にて、競技説明を視聴します。
● スタンダード、スプリント、リレー、パラトライアスロン共通
● オンラインによる競技説明会の動画を視聴します。
● 5月13日（金）までに競技説明会動画を視聴いただき、理解度チェックを完了してください。
※ 理解度チェックは必ず完了してください。
※ 競技に関する質問がある場合は、5月14日(土)に会場で、TOに相談することができます（詳細はP.15参照）。
競技に関する事前の相談
● 日時 5月14日(土) 15:00-18:00
● 場所 トランジションエリア付近（手荷物預かりテント）

競技説明会（オンライン）の視聴方法
【大会公式サイトよりご確認ください】
●視聴期間
2022年５月6日（金）正午から 5月13日（金）23:59まで
●大会公式サイト
https://yokohamatriathlon.jp/wts/index.html
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大会前日の流れ
トランジション・バイク預託
日

時

5月14日（土） 16:00－18:00

会

場

トランジションエリア（山下公園内）

容

● 前日にトランジションエリアにバイクをセットしておくことを推奨します。特にレース当日のスタート時間が早いグ
ループ（エイジパラ、Aグループ、Bグループ）の方はなるべく前日のうちにセットを済ませましょう。当日の行動
時間に余裕ができます。
● 検温チェックを行います。37.5℃以上の発熱がある場合は、参加をお断りする場合があります。
● 整備不良、ルールに準じていないバイクの預託及びレースへの出走はできません。
● トランジションエリア入口でTO(審判員)のチェックを受け、それぞれのレースナンバーが表示されたラックにバイク
をセットします。
● 一度預託したバイクは、レース終了後までトランジションエリアから出すことはできません。なお、ランニング
シューズ・ヘルメットの設置やタイヤの空気圧のチェック、ドリンク（サイクルボトル）のセットなどは、レース当日
の朝となります。グループごとにバイクチェックインの時間が設定されていますので、ご注意ください。
【トランジションエリアに入る際には、リストバンド提示が必須となります】
● トランジションエリアは夜間も含め警備員による警備を行っていますが、必ずカギ等をご用意ください。

内

競技に関する個別の質問
日

時

5月14日（土） 15:00－18:00

会

場

トランジションエリア入り口付近（山下公園内）

内

容

● 前日バイク預託の際、トランジションエリア入り口付近に競技に関する相談テントを設置します。
● 競技に関する内容を直接TOに質問したい場合は、「個別質問テント」にお越しください。

バイクメカニック

バイクチェックイン

個別質問テント

バイク（自転車）での来場について
● 山下公園内はバイク乗車禁止です。必ずバイクから降りて押して歩くようにしてください。
● 大会期間中、バイクに乗車して移動する際には必ずヘルメットを着用してください。
● 飲酒後のバイク走行、無灯火での走行は道路交通法で禁止されています。
15

5月15日(日)

必
須

必
須

必
須

任
意

必
須

大会当日の流れ

検温・QRチェックイン

※QRコードを準備ください。
スマホを持たない場合は、印刷したQRコードをご準備ください。

ワクチン接種・PCR証明確認

※スマートフォンで撮影した証明書類を確認します。

トランジションセッティング
※前日預託あり（P.15）

荷物預かり

※健康チェックシートは手元に保管ください。

健康チェックシート提出
スイムキャップの受け取り

選手待機エリア

※スイムチェックイン時間まで待機

必
須

必
須

スイムチェックイン

※計測チップ（アンクルバンド）受け取り

試

泳

※試泳前にマスクを外しますので、使い捨てのものを着用ください。

競技スタート

※競技終了後にマスクを配布します。

バイクピックアップ

表彰式（対象者のみ）
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大会当日の導線

当日選手受付からスイム会場まで

選手受付からスイム会場までの動線（山下公園内）

●⑤健康チェック受付
・健康チェックシート提出
・スイムキャップ受け取り
●③男子更衣室
選手待機
エリア

●①検温・QR Check-in

●⑥スイムチェックイン
・計測チップ受け取り

●③女子更衣室

●②バイクチェックイン入口
・トランジションセッティング

●④女子更衣室・女子荷物預かり

●④男子更衣室・男女荷物預かり
●トランジション出口

凡例
選手導線

エイジ参加者バイクチェックイン入口

トランジション出口

ご注意ください！！
●感染症対策として、検温・QR check-inからトランジションエリアまでの移動、トランジションエリアからスイムチェックインまでの導
線を指定しています。
● 全スケジュール、時間厳守です。時間に遅れた場合は出走できませんので、時間に余裕を持って行動しましょう。
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大会当日の流れ

当日選手受付(検温・QR・ワクチン・PCR)・バイクチェックイン

① 当日選手受付【必須】

検温、QRチェックイン、ワクチン接種・PCR検査結果確認

会

場

山下公園内芝生エリア
● レースに出場する選手は、全員「検温」を行い、「QR Check-in」、「ワクチン接種2回の証明または、PCR検
査結果（陰性）」の確認を行います。
● 「検温」を行い、「QR Check-in」、「ワクチン接種2回の証明または、PCR検査結果（陰性）」を確認できた
方は、 検温済みのリストバンドを着用してレースに出場してください。
● 37.5℃以上の発熱がある場合、当日体調がすぐれない方は、参加をお断りする場合があります。

注意事項

グループ

スタートウェーブ

受付時間

TRIグループ

TRI

6:00 － 6:15

Aグループ

第1ウェーブ ー 第3ウェーブ

6:00 － 7:00

Bグループ

第4ウェーブ － 第7ウェーブ

7:00 － 7:50

Cグループ

第8ウェーブ － 第11ウェーブ

8:00 － 8:50

Dグループ

第12ウェーブ － 第16ウェーブ

9:00 － 9:50

② バイクチェックイン・トランジションセッティング・バイクピックアップ【必須】

注意事項

バイクチェックイン
● トランジションエリアのオープンは6時00分から順次グループごとに行います。大会当日は競技中を除き、バイ
クセッティング時間及びバイクピックアップ時間のみトランジションエリアに入ることができます。
● トランジションエリアへの出入りには、レースNo.入りのリストバンドと検温済みのリストバンドが必要です。
トランジションセッティング
● 競技に必要の無い荷物をトランジションエリア内に置く事はできません。「荷物預かり所」へ預けてください。
● トランジションエリア内へは、選手以外立ち入ることはできません。
● バイクラックにはレースナンバーのシールが貼付されています。
● バイクラックは両側からバイクを互い違いにかける方式です。（P.25参照）
● ウェットスーツは踏むと滑ることがあります。通路にはみ出さないよう置いてください。また、バイクラックに直接
かけることは禁止です。
バイクピックアップ
● バイクピックアップ時は、TO(審判員)がバイク・ヘルメットに貼られたレースナンバーシールとリストバンドを照合
します。ピックアップが終わるまでレースナンバーシールは剥がさないようにしてください。

バイクセッティング時間

バイクピックアップ時間

TRIグループ

6:00 － 6:30

8:30－11:30

Aグループ（1～3ウェーブ）

6:00 － 7:15

10:00－13:00

Bグループ（4～7ウェーブ）

7:00 － 8:15

11:00－14:00

Cグループ（8～11ウェーブ）

8:00 － 9:15

12:00－15:00

９:00 － ９:50

12:20－15:30

グループ

Dグループ（12～16ウェーブ）
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大会当日の流れ
更衣テント・荷物預かり

③ 更衣テント 6:00 - 15:10

使用にあ
たっての
ご案内

● 着替えの際は更衣テント（男女別）をご利用ください。
● 密集をさけるため、人と人の距離は２ｍ以上確保してください。
● レース中（前後も含め)は、コース内・会場内のいずれでも、体幹部分の素肌を露出することが
禁止されています。
● トランジションエリア内に男女更衣テントを設置します。レース中やレースの前後にご利用いただけます。
● 荷物などは、必ず荷物預かり所へ預けてください。
※貴重品は各自で管理をお願いいたします。

④ 荷物預かり所 6:00 - 15:10
注意事項

●荷物預け用ビニール袋に、レースナンバーが明記されているシールを貼付し、預けてください。
●荷物返却の際はリストバンドの提示をお願いします。※貴重品はお預かりできません
●QR Check-inテントの横に設置している女子更衣室・女子荷物預かりは、トランジションのバイクチェック前にご
利用ください（バイクラック設置あり）。

●健康チェック受付
・健康チェックシート提出
・スイムキャップ受け取り

鏡などをご用意しておりますので、ぜひご利用ください！

●男子更衣室

●ハマトラ女子更衣室・女子荷物預かり

●男子更衣室・男女荷物預かり

凡例

女子更衣室

選手導線

男子更衣室

手荷物預かり
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●女子更衣室

大会当日の流れ
スイムチェックイン

⑤ 健康チェックシートの提出【必須】
スイムキャップの受け取り

会

場

山下公園内芝生エリア
● レースに出場する選手は、全員「健康チェックシート」を記入・提出していただきます。
● 「健康チェックシート」と引き換えに、配付するスイムキャップを着用してレースに出場してください。
● 当日体調がすぐれない方や不安のある方は、医師による問診を受け、場合によってはスイムスキップをしてください。

注意事項

グループ

スタートウェーブ

受付時間

TRIグループ

TRI

6:00 － 6:30

Aグループ

第1ウェーブ ー 第3ウェーブ

6:00 － 7:15

Bグループ

第4ウェーブ － 第7ウェーブ

7:00 － 8:15

Cグループ

第8ウェーブ － 第11ウェーブ

8:00 － 9:15

Dグループ

第12ウェーブ － 第16ウェーブ

9:00 － 10:15

⑥ スイムチェックイン【必須】

※出場ウェーブによって、時間が異なります。下記参照。

注意事項

● スイムチェックイン・計測チップ（アンクルバンド）の配付を行います。
● 一度スイムチェックインエリアに入るとスタートまで出ることはできません。
全ての準備を終えてからスイムチェックインエリアにお集まりください。
● スイムチェックインエリアには、仮設トイレ及びエイドステーションがあります。
● トランジションエリアからスイムチェックインエリアまで約700mあります。ウェットスーツやゴーグル、スイム
キャップ等の忘れ物にご注意ください。
※競技中メガネを着用する方のために、スイムフィニッシュ地点にメガネ置き場を設置しています。
メガネの取り間違いには十分ご注意ください。

グループ

スタートウェーブ

スイムチェックイン時間

TRIグループ

TRI

6:45 － 7:00

Aグループ

第1ウェーブ ー 第3ウェーブ

7:20 － 7:35

Bグループ

第4ウェーブ － 第7ウェーブ

8:25 － 8:40

Cグループ

第8ウェーブ － 第11ウェーブ

9:25 － 9:40

Dグループ

第12ウェーブ － 第16ウェーブ

10:30 － 10:45
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大会当日の流れ
スイムウォームアップ

スイムウォームアップ【必須】

※出場グループによって、開始時間が異なります。下記参照。
● スイムウォームアップを行わない場合は、競技に参加することはできません（DNSとなります）。
● スイムチェックインを必ず済ませ、計測チップ（アンクルバンド）を受け取ってください。
● スイムウォームアップは、ウェーブごとにTOの指示で順次スタートとなります。
※スイムウォームアップ後そのままスタート地点(ポンツーン)へ移動し、整列後にローリングスタートとなります。
● スイムスタート前に試泳を行い、体の状態を確認しましょう！

注意事項

グループ

スタートウェーブ

スイムウォームアップ時間

TRI

TRI

7:00～7:15

第１ウェーブ
Ａグループ

第２ウェーブ

7:50～8:10

第３ウェーブ
第４ウェーブ
第５ウェーブ

Ｂグループ

8:55～9:10

第６ウェーブ
第７ウェーブ
第８ウェーブ
第９ウェーブ

Ｃグループ

9:55～10:12

第10ウェーブ
第11ウェーブ
第12ウェーブ
第13ウェーブ

Ｄグループ

第14ウェーブ

11:00～11:12

第15ウェーブ
第16ウェーブ

凡例

TRIエリア

試泳入水場所
退水場所
スイムスタート場所

50m

選手動線

50m

注意事項
●着用しているマスクは試泳前に外してください。
※外したマスクは、試泳前に設置しているごみ箱へ入れてくださ
い。
●着用していたマスクは廃棄しますので、使い捨てのものを着用
ください。
●試泳は、1周（100ｍ）です。
●パラの試泳はスタートエリアで行います。
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大会当日の流れ
スタートスケジュール
カテゴリー

グループ ウェーブ

受付

（検温・QRチェック）

バイク
チェックイン

健康チェック
（スイムキャップ受取）

スイム
スイム
ウォーム
チェックイン
アップ

スタート
7:15

エイジパラ
（23名）
※ガイド9名除く

TRI

A

TRI

6:00-6:15

1

6:00-6:20

2

6:20-6:40

3

6:40-7:00

6:006:30

6:006:30

6:457:00

7:007:15

7:20

8:00
6:007:15

6:007:15

7:207:35

7:508:10

カテゴリー

ﾚｰｽﾅﾝﾊﾞｰ ｽｲﾑｷｬｯﾌﾟ

TRI-6

9 61－69

グリーン

GUIDE

9 GUIDE

ホワイト

TRI-1

1

TRI-2

4 21－24

TRI-3

4 31ー34

TRI-4

3 41－43

TRI-5

2 51-52

M35-39

8:06
8:13
8:20

人数

9:05

7:007:20

ピンク

148

1201－
1348

ブルー

146

1401－
1546

イエロー

61

2001－
2061

ホワイト

M25-29

5

スタンダード男子
（1,071名）
B

6

7

7:20-7:35

7:008:15

7:008:15

8:258:40

8:559:10

9:08

M30-34

9:11

M55-59

2201－
2252
2401－
153
2553
52

イエロー
グリーン

M60-64
9:18
9:23

7:357:50

イエロー

1001－
1149

M40-49

M20-24

レッド

149

M-19
4

11

M65-69
M70-74

141

M75-79

2601－
2741

レッド

M80-

スタンダード女子
（174名）

8

8:00-8:15

10:05

9

8:15-8:25

10:10

10

8:25-8:40

10:15
8:009:15

C

11

リレー
（25組）

8:009:15

9:259:40

9:5510:12

F40F-39

10:20
10:23

8:408:50

M50-54

リレー(女子)
リレー(混合)
リレー(男子)

スプリント女子
（61名）

12

13

11:10
9:009:20

9:009:20

女子

3001－
3109
3201－
111
3311
109

M60-69

オレンジ

3601－
3647
3701－
2
3702
3721－
10
3730
3751－
13
3762

ホワイト

47

61

101－
161

ピンク

70

201－
270

グリーン

M70スプリント男子
（223名）

D

14
15

16

9:209:40

9:209:40

9:409:50

9:409:50

9:0010:15

10:3010:45

11:0011:12

ブルー

3401－
3527

127

M55-59
11:12

ピンク

11:15

M40-49

53

301－
353

オレンジ

11:17

M50-54

33

401－
433

ホワイト

67

501－
567

ブルー

11:19
11:21

M-19
M20-29
M30-39
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大会当日の流れ
スイムスタート

スイムスタート（ローリングスタート）

注意事項

● 試泳後は、1.5ｍの距離を保ちポンツーン上で整列をして待機してください。
● マスクを外した状態になりますので、ポンツーン上では会話をしないでください。
● TOの合図により、スイムキャップのカラー順にローリングスタートします。
※3名ずつ5秒間隔のスタートとなります。
※各ウェーブは同じ色のスイムキャップを着用しています。スタンダードは750mコースを2周回、
スプリントは750mコースを1周回、いずれも時計回りです。
● 入水は足からとなります。
※スタート時及び周回時の飛び込みは禁止します。

エイジスイムコース

選手待機
エリア

TO

スタート
計測地点
凡例

周回
ポイント

スイムスタート動線
スイム周回動線
スイムアップ動線

スイム
アップ
スイムスキップの受付場所及びバイクスタート時間
カテゴリー

グループ

受付時間

スタート時間

受付場所

エイジパラ

TRI

06:00-07:00

7:40

T1
(エイジパラトランジション)

A

07:20-08:20

8:30

B
C
D
C

08:25-09:20
09:25-10:20
10:30-11:20
09:25-10:20

9:30
10:30
11:30
10:30

スタンダード
スプリント
リレー
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スイム招集エリア
スキップ受付

スタート地点

スイム招集エリア
スキップスタート

大会当日の流れ
スイム
スイム競技
● 制限時間以内にスイム競技を終えることができなかった場合、次の競技に進むことはできません。下記、スイムカットオフ参照。
● スイム制限時間内であってもTO(審判員)やライフセーバーなどのスタッフが、危険もしくは競技続行が困難と判断した場合、
競技中断もしくは競技中止（リタイア）を勧告します。その場合は必ず指示に従ってください。
● 第1ブイを10分以内に通過できない選手は競技続行が困難と判断し、競技中止を勧告する場合があります。
● スタンダードディスタンスでは、スイム1周回目で22分30秒を超えた場合、制限時間内での完泳が難しいと判断し、TO(審判
員)によりリタイア勧告を行います。速やかにTO(審判員)の指示に従ってください。 （TOV：タイムオーバー扱い）
● 本大会はレスチューブ（緊急浮力体）の装着を認めます。
● レスチューブを装着し膨張させなかった場合は、装着しない場合と区別なく、計時・順位の記録を行います。装着し膨張させ
た場合は、直ちにスイム競技を中止し、 TO(審判員) の指示に従ってください。 （DNF：リタイア扱い）

スイムコースマップ
凡例（海上安全対策）

凡例

…レスキュー艇×1艇
…潜水士×5名
…ライフセーバー×22名
…ブイ
…PWC（水上バイク）×5艇
…IRB（ゴムボート）×2艇（TO×2名）
…三角ブイ

…警戒旗艦×1艇
…警戒補助船×4艇

<スイムコース>
1周/750m

2周回目、スプリント
カットオフ地点
1周回目カットオフ地点

計測マット
■ カットオフは、スタンダード1周回目22分30秒、2周回目45分、スプリント25分を制限時間とします。
■ 第1ブイを10分以内に通過できない選手は、競技続行が困難と判断し、競技中止を勧告する場合があります。
■ スタンダード１周回目のカットオフは、水中からポンツーンに上がった地点、スタンダード２周回目とスプリントのカットオフはポンツーン上桟橋
寄りの地点とし、TO(審判員)が競技を中止させ、計測チップ（アンクルバンド）を回収します。 ※TOV扱いとなります。

スイムの安全対策
● 本大会にはスイム会場を含め多くのライフセーバー、潜水士、医師、看護師、救急救命士、TO（審判員）ほか、スタッフ
を配置し、水上、陸上から選手の皆様を見守っています。
● 救助が必要となった際は、頭の上で手を振り合図してください。救助艇、水上バイク、レスキューボードで救助にあたります。
● 周回時、スイムフィニッシュ時にポンツーン上で、TO(審判員)他スタッフが体調確認のために声をかけることがあります。
● 体調が悪い時は決して無理をせず、リタイアする勇気を持つことも必要です。
● スイムスキップは当日キャップ受け渡しの際に申告してください。試泳後のスイムスキップはできません。
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大会当日の流れ
スイムフィニッシュからトランジションエリアまで
スイムフィニッシュからトランジションエリアまで
● スイムフィニッシュ後、トランジションエリアまで約400mの距離があります。
● トランジションエリアまでは全てカーペットを敷いていますので、カーペット上を走る（歩く）ようにしてください。
● スイムフィニッシュ後にシューズ・サンダルなどを使用することはできません。
※スイムチェックインエリアまでサンダルなどで来ることは可能ですが、お預かりすることはできません。
● メガネ置き場に置いたメガネの取り違いや取り忘れがないよう気をつけてください。

トランジションエリア
【バイク乗降方法】
● 山下公園出口付近にあるマウント（乗車）ラインを越えてから乗車し、ディスマウント（降車）ラインの手前でバイクから降り
てください。
● バイクスタート前はラックからバイクを外す前にヘルメットのストラップを締め、バイク終了後はバイクをラックにかけてからヘルメット
ストラップを外してください。
【トランジションエリアでの注意事項】
● トランジションエリア内でのバイク乗車は禁止です。
● トランジションエリア内は、選手以外立ち入り禁止です。
● バイクラックにはレースナンバーのシールが貼付されています。自分のレースナンバーと同じ番号の場所にバイクを設置してください。
● バイクラックは両側からバイクを互い違いにかける方式です。（下図参照）
● ウェットスーツやご自身の競技用具は、通路にはみ出さないように置いてください。
また、ウェットスーツはバイクラックにかけないでください。

バイクラックへの自転車のかけ方

マウントラインとディスマウントライン

122

124

ディスマウントライン
（降車ライン）

A
D
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C

B

A

マウントライン
（乗車ライン）

大会当日の流れ
バイク・ラン・フィニッシュ
バイク競技
● スタンダード・スプリントともにコース（折り返し位置）は共通ですが、周回数が異なります。
山下公園→山下ふ頭→本牧ふ頭方面→山下公園
● 本大会はドラフティング禁止ルールにて実施します。
● 追い越し時以外のバイク走行中は、常にキープレフトを遵守してください。
● ドラフティングゾーンは前走者のバイク先端より、後方10mとなります。
● 危険防止のため、競技中は停車しないでください。やむを得ず停車する場合は後方を確認し、左側に寄って停車してください。
● 落し物をした際は、そのまま競技を続行してください。急に停車し、物を拾うなどの行為は大変危険です。
（落し物についてP.30参照）
● ペナルティーを科された選手は、ラン競技中にペナルティーボックスへ入っていただきます。
● ペナルティーボックスに掲示されたレースナンバーを確認し、ランでフィニッシュする前に自主的にペナルティーボックスに入るように
してください。
※ TO(審判員)より選手への指示は行いません。
● ペナルティーボックスに入らないままフィニッシュした選手は失格となります。ご注意ください。
● バイク周回チェックはスイムスタート前に足首に装着する計測チップ（アンクルバンド）にて行います。
● スタンダードは6周回、スプリントは3周回です。
● サイクルコンピューターの装着を推奨します。
※ スタート前にサイクルコンピューターの距離計測のリセットを忘れないようにしましょう。
● 道路上にあるコース設営物の撤収を行う必要があるため、山下公園周回ポイントを12時30分を過ぎた時点で、次の
周回に入ることができなくなります。
● 緊急時には救急車などの車両が、コース内に入る場合があります。
● 緊急車両通行時には、バイクの一時停止や徐行をしていただくことがあります。
緊急車両も安全を確認しながら走行しますので、最寄りのスタッフの指示に従い、追い抜き等することがないようにしてください。

ラン競技
コースは常に左側通行です。 ※スタンダード・スプリントともコース（折り返しの位置）は共通で、周回数が異なります。
スタンダード

トランジション ⇒ 横浜税関前（1回目）⇒ 赤レンガ倉庫折返し（1回目）⇒象の鼻パーク（1回目）⇒ 山
下公園周回地点折返し（1回目）⇒ 横浜税関前（2回目）⇒ 赤レンガ倉庫折返し（2回目）⇒ 象の鼻
パーク（2回目）⇒ 山下公園周回地点折返し（2回目）⇒ フィニッシュ

スプリント

トランジション ⇒ 横浜税関前 ⇒ 赤レンガ倉庫折返し ⇒ 象の鼻パーク ⇒ 山下公園周回地点折返し ⇒ フィ
ニッシュ

中央広場シャワーエイドにランシャワーがあります。
※ ランペナルティボックスについては山下公園レストハウス側バルコニー付近に設置予定です。

フィニッシュ
同伴フィニッシュ、意図的な同着は認めません。（リレーチームについても同伴フィニッシュは認めません）
フィニッシュ時はサングラス、キャップは外すようにしましょう。
レース終了後、計測チップ（アンクルバンド）を回収します。またフィニッシャータオル、水・スポーツドリンクなどをお受け取りください。
項 目
フィニッシュ制限時間

カテゴリー

制限時間

スタンダード（51.5ｋｍ）

スタート後3時間45分（225分）

スプリント（25.75ｋｍ）

スタート後2時間00分（120分）
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大会当日の流れ
表彰式・リザルト

表彰式
日

時

5月15日（日）14:00－（予定）

会

場

フィニッシュエリア隣、表彰ステージ

召集時間

召集方法

【エイジパラ】 13:55

※召集場所 山下公園内テント（下図、参照）

【スタンダード】 14:05

【スプリント】 14:30

【リレー】 14:50

●お手持ちのスマートフォン等で記録速報「SYSTEMWAY」をご確認のうえ、表彰対象者は、下図の招集場所
へ集合してください。 【集合時間厳守】
●マスクを着用してお越しください。
●安全対策のため、表彰対象者以外の方は、表彰エリアへの入場をお控えください。 ※エイジパラを除く

注意事項

スタンダードは5歳刻み、スプリントは10歳刻み、エイジパラ、リレーは各カテゴリー3位までの表彰を行います。

表彰対象者招集場所

リザルト
日

時

5月15日（日）競技開始後（随時更新）
●記録速報は、次のシステムで確認ができます。

確認方法

「SYSTEMWAY」
URL：https://systemway.jp/22yokohama
※記録速報のため、競技開始前にアクセスしてもつながりません。

「SYSTEMWAY」読み取り用
２次元コード

●密集を避けるため、記録速報の掲示は行いません。
注意事項

●記録速報は暫定版です。全競技終了後、順位が入れ替わる可能性があります。
●大会当日の記録・完走証の配布はありません。大会公式記録及び完走証は、後日大会HPよりダウンロード
が可能です。
●スキップや競技を途中で終了した方は、記録の反映に時間がかかります。

27

大会当日の流れ
メカニックサービス・オンラインLIVE配信
メカニックサービス 【有料】
日

時

5月14日（土） 16:00－18:00
5月15日（日） 6:00－12:00

会

場

山下公園内トランジションエリア付近（下図参照）

容

ご自身の安全確保の為に、バイクは事前に専門ショップなどで点検・整備を行ってください。
● レース前日と当日の不測のメカトラブルに対応するため、メカニックサービスブース（有料）を設置しています。
● メカニックサービスは、簡易な点検・整備となります。（有料：¥1,000から/1回・部品代は実費）

内

凡例
選手導線

バイクメカニック

オンラインLIVE配信
対 象

エイジグループ

配信日時

5月15日（日）午前６時50分頃から配信スタート

カメラ位置

スタート、バイク（山下ふ頭）、バイク（ニューグランド前折り返し）、ラン（赤レンガ）、フィニッシュ 等
※カメラ位置は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

視聴URL

視聴は次のURLをご確認ください。
URL：https://public-yt2022.gnzo.com/
※データ通信を行いますので、3G・4G・5G回線に接続している場合、
データ通信費（パケット通信料）がかかります。

「オンラインLIVE配信」
読み取り２次元コード

【エイジ参加選手の皆様へ】
フィニッシュ後にメッセージカメラを設置します。
ぜひ、オンラインで応援しているご家族・ご友人に一言メッセージを送ってください！
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Yokohama Triathlon Festival

ハマトラFES

Yokohama Triathlon Festival （ハマトラFES）
3年ぶりの開催！ 「Yokohama Triathlon Festival（ハマトラFES）」
2022大会で3年ぶりとなる本イベントは、名称を新たにし、会場を山下公園特設会場から象の鼻パークに移し、開催し
ます。スポーツ関連ブース、大会オリジナルグッズブース、飲食ブース、環境関連ブースなど様々なブースを配置するとともに
誰もが安心・安全に楽しんでいただけるよう配慮いたしました。
日

時

5月14日（土）8：00～17：00
5月15日（日）8：00～15：00
※雨天決行

会

場

象の鼻パーク Bゾーン （神奈川県横浜市中区海岸通１丁目１）（下図、参照）
●ハマトラFES TICKET
参加者の皆様にはハマトラFES会場の出展ブースにて使用できる1,000円分（ 500円×2枚）の金券をレー
スパッケージの発送と併せてお渡しいたします。
※利用等にあたっては、チケットの裏面に記載の注意事項をご確認ください。

内 容

●参加賞（記念品）等の受け渡し
次の記念品をハマトラFES会場でお渡ししますので、開催期間中に
ハマトラFESチケット
お忘れなくお立ち寄りください。
（イメージ）
・参加者Tシャツ
・キタムラ大会オリジナルバッグ
・キットバック
・協賛パートナーからの記念品等
※後日のお渡しは出来ませんので、必ずお立ち寄りください。
※受け渡しはご本人様のみとさせていただきます。レースナンバー入りのリストバンドをご提示ください。
●「環境にやさしいトライアスロン大会」のために
大会全体で環境への取り組みを行っています。横浜大会を通じて、脱炭素化などの環境問題に貢献していくた
めには大会にかかわる様々な方と共に、環境にやさしいイベントを作りあげることが大切と考えています。
そのため、ハマトラFES会場では、「エコバッグ・マイバッグ」や「マイ箸・マイカトラリー（スプーン、フォーク、ナイ
フ等）」 の持参にご協力をお願いいたします。

注意事項

●ハマトラFES会場への入場の際には、検温を実施させていただきます。
●会場内では、マスクの着用、手指消毒など、安全対策の実施にご協力ください。

ハマトラFES会場図

29

山下公園内ブース
その他
【女性参加者限定】 参加記念品プレゼント!!
本大会も、女性参加者限定で、スタージュエリー様ご提供の素敵な大会オリジナルジュエリーをプレゼントさせていただきます。
日

時

5月15日（日）
●記念品の配布は、当日競技に参加し、フィニッシュした女性選手に限ります。

注意事項

●プレゼントの引き換えは、フィニッシュ後、「スタージュエリーブース」（下図、参照）で行います。
●リストバンドを確認しますので、必ずリストバンドを提示してください。

その他
荷物預かり
● 貴重品を預ける場所はありません。ご自身で管理をお願いします。
● 荷物預かりについては、P.19を参照してください。
● トランジションエリア内には、競技備品以外の荷物を置くことはできません。
内

容

落し物・忘れ物
● 当日の落し物及び忘れ物は、山下公園内「インフォメーションテント」（下図参照）でお預かりいたします。
● 大会終了後（5月16日以降）、下記までお問合せください。
※ 落し物・忘れ物の保管期間は、大会当日より3ヵ月間となります。なお、貴重品については速やかに警察
に引き渡します。

会場図（全体）
スタージュエリーブース

インフォメーションテント

会場図（拡大）

インフォメーションテント

スタージュエリーブース

落し物・忘れ物に関する問合せ先
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 （平日9時00分～17時00分 土日祝を除く）
TEL：045-680-5538 ／Eメール：info@yokohamatriathlon.jp

※ 5/16（月）以降にお問い合わせください。
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レースのための注意事項
スイムキャップ
● 健康チェック受付にて、「健康チェックシート」と引換えにお渡しします。
● スイムキャップを重ねてかぶることは可能ですが、必ず大会でお渡しするスイムキャップを一番上に着用してください。

スイムゴーグル
● 本大会はオープンウォータースイムです。天候に合わせて見えやすいレンズの濃さを選択してください。
● 大会前はいま一度ゴーグルのレンズやバンドも点検し安全を確認してください。
● 当日、山下公園特設会場でのゴーグル等の販売はありません。

ウェットスーツ
●
●
●
●
●

本大会は、ウェットスーツ着用を必須としています。
トライアスロン用、またはスイム用のウェットスーツ（厚さ5ｍｍ以下）を必ず着用してください。
スイムスーツの使用はできません。
ウェットスーツのゴム生地製ヘッドキャップの着用を認めます。
大会側でワセリン等の用意はありません。

バイク
●
●
●
●
●
●

トライアスロン専用バイク、またはロードレーサーのみ出場可能です。（JTU競技規則に準ずる。）
エアロバーの装着、後輪のディスクホイールの使用は可能です。（JTU競技規則に準ずる。）
固定ギア（ピスト）バイクでの出場はできません。また、前後輪にブレーキの装着がないバイクでの出場はできません。
バイク預託、バイクチェックイン時には、ヘルメットチェックを実施します。
JTU競技規則に則ったバイク競技用ヘルメットのみ使用可能です。また、エアロタイプのヘルメットも使用可能です。
ヘルメットとバイクにはレースナンバーシールを貼り付けてください。ヘルメットには前面および左右両面、バイクには両側から
レースナンバーが確認できるようバイクフレームもしくはシートピラーに貼り付けてください。（イメージ図P.6参照）
● サイクルコンピューターの装着を推奨します。
● 本大会は周回コースです。計測チップによる機械計測を行いますが、リアルタイムでそれぞれの選手にお伝えすることはできませ
ん。周回数は各自で把握してください。 ※周回不足は未完走となりますのでご注意ください。

レースナンバー
● バイク競技時には後方から、ラン競技時には前方からレースナンバーが見えるよう装着してください。
● レースナンバーベルトの使用を推奨します。
● レースナンバーの裏面には必ず事前に緊急時の連絡先（本人以外の連絡先）を記入してください。

バイクシューズ、ランニングシューズ
● バイク・ラン競技において、シューズを履かずに裸足のまま競技を行うことは禁止です。

レースウェア
● JTU競技規則により、前面部にファスナーが付いたウェアの着用は禁止です。
● 上半身裸になったり、ウェアを片掛けにして競技を行うことは禁止です。
● トランジションエリアに更衣室を設けています。各種目の切り替え時に着替えを行うことができます。
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競技用品の事前チェック
バイク・ヘルメット・サイクルコンピューター
バイク
● トライアスロン専用バイク、またはロードレーサーのみ出場ができます。
※エアロバーの装着、後輪のディスクホイール使用を認めます。
※固定ギア（ピスト）バイクでの出場はできません。また、前後輪にブレーキの装着がないバイクでの出場はできません。
● 会場でバイクの車検はありません。
安全に競技で使用できるように、バイクは必ず事前に専門ショップなどで点検・整備を行ってください。
ヘルメット
● バイク預託、バイクチェックイン時には、ヘルメットチェックを実施します。
※JTU競技規則に準じたバイク競技用ヘルメットのみ使用可能です（エアロタイプのヘルメットも使用可能です）。
● ヘルメットストラップは事前に緩みが無いよう調整をしてください。
サイクルコンピューター（推奨）
● 本大会のバイクコースは1周6.6㎞、スタンダードは6周回、スプリントは3周回です。
計測チップによる機械計測は行っていますが、リアルタイムで各選手に周回数をお伝えすることはできません。
● トランジションエリアにバイクをセットした後には、距離表示をリセットすることを忘れないようにしましょう。
その他
バイクにペットボトルを装着した状態で走行することはできません。
バイク競技時の給水はバイク専用のボトルを利用してください。

ウェットスーツ（厚さ5mm以下）
● レース当日の水温は20℃前後となることが予想されます。ローカルルールにより本大会はウェットスーツの着用を必須とします。
● ウエットスーツの厚さは、5ｍｍ以下でトライアスロン用ウエットスーツ、またはスイム用ウエットスーツで、自分の身体に合った
きつ過ぎないものを着用するようにしてください。 ※スイムスーツ、セカンドスーツの使用はできません。
● ウエットスーツのゴム生地製ヘッドキャップの着用を認めます。
● ホットクリーム・ワセリン等は、大会側で用意がありません。必要な方は各自お持ちください。

レースウェア
● トライスーツの前空きファスナータイプは着用禁止です。
● バックファスナータイプ、またはファスナーが無い被るタイプのウェアを着用してください。

バイクシューズ、ランニングシューズ
● 裸足のままバイク・ラン競技を行うことはできません。必ずシューズを履いて競技に臨んでください。

スイムキャップ
● 大会当日の朝、バイクチェックイン後、山下公園選手待機エリアに設置している受付テントにて「健康チェックシート」と引換え
にお渡しします。必ず大会でお渡しするスイムキャップが一番上になるように着用してください。
● スイムキャップはリストバンドと同色となります。
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その他
テレビ放送

NHKBS1 生中継 5月14日（土）10:00－15:15 （予定）
Triathlon.live
5月14日（全競技) https://www.triathlonlive.tv/
インターネットLIVE配信(大会公式サイト) 5月15日（日）（全競技）

※一部有料

5月14日・15日は、ノーマイカーにご協力お願いいたします！
大会当日は、コース周辺で交通渋滞が予想されます。お車の利用を控えるなど、ご理解とご協力をお願いいたします。

注意事項
項 目

内 容
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護
方針に基づき、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目的とし、大会に関するご案内、大会関係資料の作
成等に利用します。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。

個人情報の
取り扱いについて
大会で撮影した
映像・写真について

本大会では、大会スタッフ又は各種報道関係者が、大会の様子等を撮影します。撮影した映像や写真を、主催者が作成する
ウェブサイト、ポスター、広報物並びに情報メディアにおいて使用することがあります。また、主催者が許可したウェブサイト、新聞、
雑誌その他各種媒体で掲載、放映又は配信する場合があります。あらかじめご了承ください。

参加資格の譲渡について

大会での代理出走、権利譲渡はできません。こうした行為が判明した場合は失格となります。その場合、主催者はいかなる補償
も返金もいたしません。また､譲渡した人､された人、ともに日本トライアスロン連合（JTU）に報告され､他大会も含めて参加で
きなくなる「資格停止」となることもあります｡

参加費返金について

本人都合によるキャンセルや、地震・風水害・事件・事故・疫病等により大会が中止となった場合は、参加料・エントリー手数料
の返金は致しません。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、大会が中止となった場合は、参加料から返金に係る経費
を差し引いた金額を返金いたします。
なお、エントリー手数料は返金いたしません。

大会開催の最終決定について
荒天・地震・津波等の理由やコロナ禍の感染拡大等により、大会を中止する場合があります。また、参加選手の安全確保が
困難と判断した場合、競技内容の変更・中止をする場合があります。開催の有無については、下記の方法で通知します。

インターネット（WEB）

SNS

2022年5月15日（日）5時00分

2022年5月15日（日）5時00分

■ 大会公式サイト
https://yokohamatriathlon.jp/wts/index.html

■ 大会公式ツイッター
@YTRIATHLON

■大会公式フェイスブック
Yokohama Triathlon

お問い合せ
■ 大会に関するお問い合わせ
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
〒231-0015 横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上町ビル3階
TEL：045-680-5538 FAX：045-641-2371（平日9時00分－17時00分 土日祝を除く）
Eメール：info@yokohamatriathlon.jp
HP：http://yokohamatriathlon.jp/wts/index.html
■ 交通規制に関するお問い合わせ
(公財)日本道路交通情報センター
TEL：050-3369-6614（※5月14日、5月15日のみ）
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大会に関する詳細や続報は
大会公式ウェブサイトで
お知らせします。

リレー出場のみなさまへ
注意事項

リレーに出場されるみなさまは、
P.34～P.35を必ずご確認ください。
健康チェックシート
● チーム人数分の健康チェックシートの提出が必要です。健康チェックシート提出テントにて全員分を提出してください。

スキップ制度について
● 本大会はスキップ制度を認めます。
● 他のリレーメンバーが体調不良や制限時間のオーバー、メカトラブルなどでリタイアし、残ったメンバーが競技の継続を
希望する場合は、トランジションエリア内リレーゾーン担当のTO(審判員)に申し出ることによりスキップ制度（バイクまた
はランからレース再開）が認められます。 ※リレーゾーンは次ページ参照

スキップ制度
バイクから競技の継続を希望する場合

ランから競技の継続を希望する場合

● スイム競技の不出場や途中リタイア、制限時間

● バイク競技メンバーにメカトラブル(パンクなど)や転倒

オーバーなどに関わらず、リレーの部スイム競技制限

によるリタイア、制限時間のオーバーなどがあった場合、

時間終了後の11:05にスタートを行います。

13:10にスタートを行います。

● バイクから競技再開を希望するチームのバイク担当者

● ランからの競技再開を希望するチームのラン担当者は

はトランジションエリア内リレーゾーンに11:00に集合し、

トランジションエリア内リレーゾーンに13:05に集合し、

スキップ担当のTO(審判員)に、スキップ制度適用の

スキップ担当のTO(審判員)に、スキップ制度適用の

希望を申し出てください。

希望を申し出てください。

● TO(審判員)より、予備の計測チップ(アンクルバン

● TO(審判員)より、予備の計測チップ(アンクルバン

ド)をお渡しします。必ず足首に装着して再スタートを

ド)をお渡しします。必ず足首に装着して再スタートを

行ってください。

行ってください。

● 計測（周回チェック）は行いますが、記録は参考と
なります。

● 計測（周回チェック）は行いますが、記録は参考と
なります。

スキップする状況

受付場所

スタート場所

スタート時間

スイムをスキップ（DNS）
（スイム選手がスキップ・欠席）

スイム招集エリア
スキップ受付

スイム招集エリア
スキップスタート

10:30

スイムでリアタイア（DNF）
（スイム選手がリタイア）

トランジションエリア
（TOから連絡あり）

バイクをスキップ（DNS）
（バイク選手がスキップ・欠席）

トランジションエリア

バイでクリタイヤ（DNF）
（バイク選手がリタイア）

トランジションエリア
（TOから連絡あり）

10:30以降
トランジションエリア

12:50
12:50
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リレー出場のみなさまへ
マップ
同伴フィニッシュについて
本大会は全カテゴリー、同伴フィニッシュ禁止です。

その他
計測チップ（アンクルバンド）引き継ぎの際、リレーゾーン内でのヘルメット装着は任意とします。
ヘルメット装着は、計測チップ（アンクルバンド）引き継ぎの前後どちらでも構いません。

コース全体図
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パラトライアスロン出場のみなさまへ
注意事項

パラトライアスロンに出場されるみなさまは、
P.36～P.38を必ずご確認ください。
5月14日（土） ｜大会前日のスケジュール
時 間

内 容

会 場

16時00分－18時00分

メカニックサービス

山下公園（トランジションエリア）

16時00分－18時00分

バイク預託

山下公園（トランジションエリア）

トランジション
● エイジパラトライアスロンでは、トランジションエリアが２つあります。
『トランジション１(スイム→バイク)』は、ポンツーンからすぐの海沿いです。
※エリートパラトライアスロンのトランジション１と同様。
『トランジション２(バイク→ラン)』は、エイジトランジションエリア内のマリンタワー寄りです。
● スイムフィニッシュ直後にプレトランジションを設けます。義足など補助具を置くことができます。
● トランジション1では、ウェットスーツ等を入れるカゴを準備します。ウェットスーツなどははみ出さないよう、まとめて入れてください。
トランジション1のカゴ（荷物も含めて）は、フィニッシュまでにリカバリーエリアに移動いたします。

バイク預託
● 大会前日にバイク預託をする場合は、トランジション２のエイジトランジションエリアにバイクを預けていただきます。当日の朝、
トランジション２からトランジション１へ移動してください。当日にセットアップを行う場合は、直接トランジション１へ預けます。

当日の流れ
● トランジション１からスイムチェックイン・スタート場所まで、距離が離れているため（約700m）下記の流れを推奨します。
① 検温・QR Check-in後トランジション２へ移動。
② エイジトランジション内の『トランジション２』でランのセッティング
③ 更衣テント利用、荷物預かり（必要に応じて）。 ※男女で場所が異なります。
④ ポンツーン近くの『トランジション１』にバイクセット。TO(審判員)によるバイク等の機材チェックがあります。
⑤ ポンツーン上のプレトランジションエリアセット
⑥ 選手待機エリアにある選手受付にて健康チェックシートの提出
⑦ スイムチェックイン

GUIDE・ハンドラー
● 健康チェックシートは、GUIDE及びハンドラーも必ず提出してください。
● ハンドラーは、大会当日の健康チェックシートを提出するテントにてＴシャツを配付します。レース時には必ず着用してください。
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パラトライアスロン出場のみなさまへ
マップ
エイジパラトライアスロン コース全体図

エイジパラトライアスン 山下公園詳細図

トランジション１
トランジション２

プレトランジション

SWIM
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BIK
E

RUN

TRI1 RUN

パラトライアスロン出場のみなさまへ
マップ
エイジパラトライアスロン

赤レンガ倉庫
ランエイド

象の鼻パーク
ランエイド

スイム召集エリア前
スタート前・ランエイド

中央広場
シャワーエイド

エイドステーション
スイム
ラン
フィニッシュ
備 考

スイム召集エリア前
コース中3か所〔スイム召集エリア前、赤レンガ倉庫、象の鼻パーク〕
フィニッシュ後、山下公園内
各エイドには水とスポーツドリンクを用意しています。

シャワー
ラン

中央広場シャワーエイド
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