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日本トライアスロン選手権（2012/東京港）事務局【東京新聞企画事業部内】
TEL　０３－６９１０－２５０９（平日午前１０時～午後６時）

[大会および交通規制に関するご案内]

日本トライアスロン選手権（2012/東京港）本部【ホテル日航東京内】
TEL　０３－５５００－５６１１（10日：午前１０時～午後6時、11日：午前７時～午後２時）

11月9日（金）までは

11月10日（土）、11日（日）は

・バイク(自転車)及びランナーの競技コースは、一般車両は通行できません。
・交通規制・う回については現場警察官の指示に従ってください。

・大会観戦は公共交通機関をご利用ください。

ご協力お願いします

７時45分～１３時30分頃まで規制 ７時45分～12時30分頃まで規制

(片側車線のみ規制)

(片側車線のみ規制)

(両側車線規制)

凡例

トライアスロンコース☆各種目とも周回コースとなります。

<競技の流れ>
①スイム 2周(1.5㎞)

②バイク 8周(40㎞)

③ 4周(10㎞)

<競技スタート時間>
[女子スタート] 8：25～
[男子スタート] 11：00～

第18回日本トライアスロン選手権(2012/東京港)

ラン
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平成24年
11月11日(日)
時間：
７時45分～１３時30分頃まで
(一部７時45分～１2時30分頃まで)

周辺施設のご案内

駐車場閉鎖および
入出庫規制のお知らせ

 高速道路を降りてから約6分
首都高速湾岸線「有明ランプ」を降りしばらく直進、『お台場中央』交差点を左折し、しばらく直進のうえ『青海一』
交差点を右折しましたら、『船の科学館入口』交差点まで直進、現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

船の科学館にお越しの方は（車）
新橋方面より（一般道）
①芝浦の海岸通りの南浜橋、浦島橋または潮路橋の交差点を海岸側に入り、レインボーブリッジの
　下層の一般道を渡り、『レインボー入口』交差点を右折、そのまま直進し『台場』交差点を左折し、
　しばらく直進のうえ『青海一』交差点を右折しましたら、『船の科学館入口』交差点まで直進、現場の
　警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。
②晴海通りを晴海大橋方面に直進し、『かえつ学園西』交差点を右折、そのまま台場方面に直進し、
　『台場』交差点を左折し、しばらく直進のうえ『青海一』交差点を右折しましたら、『船の科学館入口』
　交差点まで直進、現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

都心方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約6分
レインボーブリッジの上層の首都高速11号台場線を通り「台場ランプ」で降り、『レインボー入口』交差点を
右折、そのまま直進し『台場』交差点を左折し、しばらく直進のうえ『青海一』交差点を右折しましたら、『船の
科学館入口』交差点まで直進、現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

大井方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約3分
首都高速湾岸線「臨海副都心ランプ」で降り、『お台場中央』交差点を右折、しばらく直進のうえ『青海一』交差点を右折
しましたら、『船の科学館入口』交差点まで直進、現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

葛西方面より（高速道路）

 高速道路を降りてから約4分
首都高速湾岸線「有明ランプ」を降りしばらく直進、『お台場中央』交差点を右折し
一つ目の『台場』交差点を左折、さらに一つ目の『台場駅前』交差点を右折すぐ。

ホテル日航東京にお越しの方は（車）
新橋方面より（一般道）
①芝浦の海岸通りの南浜橋、浦島橋または潮路橋の交差点を海岸側に入り、
　レインボーブリッジの下層の一般道を渡り、『レインボー入口』交差点を右折、
　そのまま直進し『台場駅前』交差点を右折すぐ。
②晴海通りを晴海大橋方面に直進し、『かえつ学園西』交差点を右折、そのまま
　台場方面に直進し、『台場駅前』交差点を右折すぐ。

都心方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約3分
レインボーブリッジの上層の首都高速11号台場線を通り「台場ランプ」で降り、
『レインボー入口』交差点を右折、そのまま直進し『台場駅前』交差点を右折すぐ。

大井方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約3分
首都高速湾岸線「臨海副都心ランプ」で降り、『お台場中央』交差点を左折し一つ目の
『台場』交差点を左折、さらに一つ目の『台場駅前』交差点を右折すぐ。

葛西方面より（高速道路）

★当日は規制時間内であっても、現場の警察官・大会スタッフが
　適宜ご案内をさせていただきます

 高速道路を降りてから約5分
首都高速湾岸線「有明ランプ」を降りしばらく直進、『お台場中央』交差点を
右折し一つ目の『台場』交差点を直進のうえ突き当りを左折、建物沿いに進みます。

アクアシティお台場にお越しの方は（車）
新橋方面より（一般道）
①芝浦の海岸通りの南浜橋、浦島橋または潮路橋の交差点を海岸側に入り、
　レインボーブリッジの下層の一般道を渡り、『レインボー入口』交差点を
　右折、そのまま直進し『台場』交差点を右折のうえ突き当りを左折、建物
　沿いに進みます。
②晴海通りを晴海大橋方面に直進し、『かえつ学園西』交差点を右折、そのまま台場
　方面に直進し、『台場』交差点を右折のうえ突き当りを左折、建物沿いに進みます。

都心方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約3分
レインボーブリッジの上層の首都高速11号台場線を通り「台場ランプ」で降り、
『レインボー入口』交差点を右折、そのまま直進し『台場』交差点を右折のうえ
突き当りを左折、建物沿いに進みます。

大井方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約1分
首都高速湾岸線「臨海副都心ランプ」で降り、『お台場中央』交差点を左折し
一つ目の『台場』交差点を直進のうえ突き当りを左折、建物沿いに進みます。

葛西方面より（高速道路）

高速道路を降りてから約4分
首都高速湾岸線「有明ランプ」を降りしばらく直進、『お台場中央』交差点をそのまま直進すぐ。

ダイバーシティ東京 プラザにお越しの方は（車）
新橋方面より（一般道）
①芝浦の海岸通りの南浜橋、浦島橋または潮路橋の交差点を海岸側に入り、
　レインボーブリッジの下層の一般道を渡り、『レインボー入口』交差点を
　右折、そのまま直進し『台場』交差点を左折しすぐの『お台場中央』交差点を
　右折すぐ。
②晴海通りを晴海大橋方面に直進し、『かえつ学園西』交差点を右折、
　そのまま台場方面に直進し、『台場』交差点を左折しすぐの『お台場中央』
　交差点を右折すぐ。

都心方面より（高速道路）
高速道路を降りてから約4分
レインボーブリッジの上層の首都高速11号台場線を通り「台場ランプ」
で降り、『レインボー入口』交差点を右折、そのまま直進し『台場』交差点を
左折しすぐの『お台場中央』交差点を右折すぐ。

大井方面より（高速道路）
高速道路を降りてから約2分
首都高速湾岸線「臨海副都心ランプ」で降り、『お台場中央』交差点を右折、
同じく『お台場中央』交差点を右折すぐ。

葛西方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約7分
首都高速湾岸線「有明ランプ」を降りしばらく直進、『お台場中央』交差点を左折し、しばらく直進のうえ『テレコム
センター前』交差点を右折しましたら、現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

大江戸温泉物語にお越しの方は（車）
新橋方面より（一般道）
①芝浦の海岸通りの南浜橋、浦島橋または潮路橋の交差点を海岸側に入り、レインボーブリッジ
　の下層の一般道を渡り、『レインボー入口』交差点を右折、そのまま直進し『台場』交差点を
　左折し、しばらく直進のうえ『テレコムセンター前』交差点を右折しましたら、現場の警察官
　または大会スタッフの指示に従って進んでください。
②晴海通りを晴海大橋方面に直進し、『かえつ学園西』交差点を右折、そのまま台場方面に直進し、
　『台場』交差点を左折し、しばらく直進のうえ『テレコムセンター前』交差点を右折しましたら、
　現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

都心方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約3分
レインボーブリッジの上層の首都高速11号台場線を通り「台場ランプ」で降り、『レインボー入口』交差点を
右折、そのまま直進し『台場』交差点を左折し、しばらく直進のうえ『テレコムセンター前』交差点を右折しま
したら、現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

大井方面より（高速道路）
 高速道路を降りてから約4分
首都高速湾岸線「臨海副都心ランプ」で降り、『お台場中央』交差点を右折、しばらく直進のうえ『テレコム
センター前』交差点を右折しましたら、現場の警察官または大会スタッフの指示に従って進んでください。

葛西方面より（高速道路）

お台場海浜公園中央駐車場
11月10日（土）9:00～11月11日（日）19:00
まで一時閉鎖させていただきます

お台場海浜公園臨時駐車場
11月9日（金）9:00～11月12日（月）18:00
まで一時閉鎖させていただきます

シンボルプロムナード公園駐車場A棟
11月11日（日）
7:45～13:30頃まで入庫ができなくなります

潮風公園北・南駐車場
11月11日（日）
7:45～13:30頃まで入出庫ができなくなります

右記の地域で第18回日本トラ
イアスロン選手権が行われる
にあたって交通規制をかけさ
せていただきます。
詳細は裏面をご参照ください。

第18回日本トライアスロン選手権(2012/東京港)


