
令和3年度スポーツ庁補助事業

Athlete Guide
12月16日現在

本アスリートガイドは12月16日現在の情報となります。準備の関係上、未決定情報も含んでいます。今後の更新版を
『必ず』確認いただきますようお願いします。

第18回日本デュアスロン選手権（2021/東京・台場）



Ğ�پ

変更・更新箇所

変更日 ページ 項目 内容 変更前 変更後

12月10日 P３ エントリー エントリー関連スケ
ジュール：修正

12月10日 P16 コース図 バイクコース注意箇
所：追加

12月10日 P17 コース図 メイン会場図：更新

12月16日 P13 ゾーニング
対象エリア

ゾーニング対象エリア図：
追加

12月16日 P6~8 スタートリ
スト

スタートリスト：追
加

12月16日 P11~12 基本事項 陽性反応の場合：追
加
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参加にあたって ＊重要＊
下記項目については、参加前までに確認いただき提出ならびに対応のほどお願いします。

① PCR検査陰性証明・大会前の移動方法＆滞在先の提出（必須）
本大会出場選手は、PCR検査陰性証明・大会前の移動方法＆滞在先について下記フォームより提出をお願いします。
陰性確認後、移動および参加をお願いします。
不備がある場合は、大会当日アスリートラウンジにて提出状況を確認することがあります。

大会指定フォームURL https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_YGR9p2WOkYbUlgT1-qNGElt43yLLwgQxWm4W5dFhw5RBA/viewform
ヒアリング内容：PCR検査結果、滞在場所、移動方法、同行者の有無など
提出期間：12月20日〜25日

＝PCR検査実施概要＝
検査申込先
木下グループPCR検査センター（https://covid-kensa.com/#place ）
＊上記URLより選手自身が申込、購入、検査キット受取・返送、結果受取まで行い、結果については大会へ報告すること。

＊検査案内 https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021PCRtest_info.pdf
検査期日 大会週（12月20〜25日）の検査が有効
検査結果の報告 12月25日23:59までに大会指定フォームへ『陰性結果メール画面（IMGデータorPDFデータ）』を提出
検査に関わるスケジュール（予定）
【郵送検査実施の場合】
〜12月20日まで 検査キットの購入＆受取
12月20〜23日 検体採取＆返送
12月20〜25日 検査結果受取＆フォームで報告
【来店検査実施の場合】
12月20日〜25日 来店検査、結果受取＆フォームで報告

② 健康行動記録について（必須）
本大会出場選手・同行者全員を対象に健康行動記録（12月12日〜/来場14日前から開始)をお願いしております。

健康行動記録シートについてはGoogleフォームでの回答、もしくはアスリートラウンジチェックインの際に回収します。忘れずに持参ください。

Googleフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRV3MdxOJqWj74ScRtQTg8amZsMG7GHy87QUCfFfTMMRDAuA/viewform

チェック期間：12月12日〜25日

＊回答にはGoogleアカウントが必要となります。お持ちでない方はアカウント取得後、回答をお願いします。

＊Googleアカウント作成が難しい場合は紙で提出ください。下記URLよりダウンロードし、ご記入の上、持参お願いします。

PDF：https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.pdf

Excel：https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.xlsx

③ 支給物について（必須）
次の物品を事前郵送します。(12月14日〜順次発送）
バイク・ヘルメットステッカー 一式 / ADカード 1枚 / トランジションバック 1枚 / 案内資料
＊計測チップは、当日会場で配布

④ ユニフォーム・バイクチェック事前申告（必須）
下記フォームより事前申告（12月20日(月)23:59まで）をお願いします。
https://ws.formzu.net/fgen/S84957771/

⑤ WEB競技説明会について（任意）
12月20日(月)〜エントリー時にいただいたメールアドレスへ競技説明会案内（ZOOM URL/ID/PASS）を配信します。

12月25日(土) 入室可能 15:15〜・説明会開始 15:30〜16:00
＊説明会への参加は必須ではありませんができる限り参加をお願いします。
＊選手のみ参加可能となります。
＊不参加選手・コーチ・関係者向けに説明会資料（PDF）、録画データを日本選手権特設HPへ掲載いたします。
＊日本デュアスロン選手権・特設HP https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_YGR9p2WOkYbUlgT1-qNGElt43yLLwgQxWm4W5dFhw5RBA/viewform
https://covid-kensa.com/#place
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021PCRtest_info.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRV3MdxOJqWj74ScRtQTg8amZsMG7GHy87QUCfFfTMMRDAuA/viewform
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.pdf
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.xlsx
https://ws.formzu.net/fgen/S84957771/
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/


P.3

一般情報

INTRODUCTION

第18回日本デュアスロン選手権（2021/東京・台場）へ出場おめでとうございます。本資料の目的は、すべての出場選手が本

大会に関するすべての手続きを確実に理解することにあります。

この情報は変更される可能性があります。変更箇所は更新版での確認をお願いします。

尚、最終的な情報はWEB競技説明会で提供されることに注意してください。

大会概要

大会名称：第18回日本トライアスロン選手権（2021/東京・台場）

開催日：

2021年12月25日(土) 

15:30〜16:00  エリート競技説明会（オンライン）

12月26日(日)

08:30〜 エリート女子スタート

10:10〜 エリート男子スタート

会場：東京都港区周辺特設コース

競技距離：エリート：27.50km （1st ラン4周回5km、バイク4周回20km、2nd ラン2周回2.5km）

参加対象（定員）：エリート：女子60名、男子60名

エントリー

URL：https://do.l-tike.com/app/dss/race/detail?acd=WOYuD0LggDq

スケジュール：

エントリー期間：11月5日(金)15:00～12月5日(日)23:59

出場基準確認：12月6日(月)〜12月7日(火)

優先順位リスト回覧：12月8日(水)12:00

当落発表日：12月14日(火)12:00

入金期間：12月14日(火)12:00〜16日(木)23:59

スタートリスト発表（予定）：12月14日(火)

（12月8日更新）

出場基準＆優先順位リスト作成：12月6日(月)～7日(火)

エントリー選手へ優先順リストの開示：12月8日(水)

優先順リストに関する変更修正受付：12月8日(水)～10日(金)13:00

スタートリスト発表：12月14日(火)

当落案内：12月14日(火)12:00

入金期間：12月14日(火)12:00～16日(木)23:59

日本デュアスロン選手権・特設HP  https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/

ライブタイミング（速報） https://systemway.jp/21duathlon_championships
ライブ配信URL

エリート 女子: URL後日掲載

エリート 男子: URL後日掲載

https://do.l-tike.com/app/dss/race/detail?acd=WOYuD0LggDq
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/
https://systemway.jp/21duathlon_championships
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一般情報
問合せ（連絡先）

大会事務局：

（公社）日本トライアスロン連合

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4−2 Japan Sport Olympic Square 708

TEL : 03-5786-0515  E-mail: event@jtu.or.jp Website: http://www.jtu.or.jp

技術代表：石井 なおみ（千葉県連合） isshy3tri@mbr.nifty.com

メディカル代表：村瀬 訓生（JTUメディカル委員会） murase@kuretake.ac.jp

領収書申請

日本デュアスロン選手権領収書申請フォーム

https://forms.gle/KAapZU7Hn6gdL1ne8
１）額面は【18,000円】となります。

システム手数料は含まれません。

２）但し書きは【第18回 日本デュアスロン選手権（2021/東京・台場）エントリー料として】と記載されます。

３）領収書の発行日は大会開催日である【令和3年12月26日】と記載されます。

４）PDFデータのメール送信のみ対応いたします。

ご自身で出力してご使用くださいますようお願い致します。

５）領収書のサンプルはこちらからご確認いただけます。

https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/receipt_sample.pdf

６）本領収書は2022年1月初旬にお送りいたします。

大会公式旅行代理店

株式会社日本旅行

全国営業推進部 スポーツチーム

TEL：03-5369-4540

E-mail : mice_sports@nta.co.jp

住所：〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1四谷TNビル4F

担当：新井、原田、百瀬

mailto:event@jtu.or.jp
http://www.jtu.or.jp/
mailto:ito09087464401@gmail.com
mailto:kasanami@cc.nara-edu.ac.jp
https://forms.gle/KAapZU7Hn6gdL1ne8
https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/receipt_sample.pdf
mailto:mice_sports@nta.co.jp
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競技スケジュール 11月29日現在

12月25日(土) ＊スケジュールは今後更新となる予定です。

15:30～16:00 エリートWEB競技説明会 WEB（ZOOM）

12月26日(日)

05:00 会場本部オープン

05:30 実施検討委員会 フィニッシュ会場

06:00〜12:00 メカニックサービス

06:00〜12:00 ゾーニング適用

メディア受付

07:50〜13:30 交通規制開始

07:15〜08:15 エリート女子：レジストレーション アスリートラウンジ

07:15〜08:15 エリート女子：トランジションオープン トランジションエリア

08:20〜08:30 エリート女子：スタートセレモニー スタートエリア

08:30〜09:30 エリート女子：競技 コース

08:45〜10:00 エリート男子：レジストレーション アスリートラウンジ

09:30〜10:00 エリート男子：トランジションオープン トランジションエリア

10:00〜10:10 エリート男子：スタートセレモニー スタートエリア

10:10〜11:10 エリート男子：競技 コース

11:10〜11:20 エリート男子・女子：メダルセレモニー フィニッシュエリア

キッズ・ジュニア向け普及イベント
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スタートリスト
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スタートリスト
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スタートリスト
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競技関連情報
競技規則

下記URL及び競技説明会での説明を参照してください。

World Triathlon競技規則 https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf

JTU競技規則 http://www.jtu.or.jp/jtu/pdf/rulebook_20190123.pdf

ローカルルール https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021rule.pdf

競技中以外（受付時、アスリートラウンジ、トランジションエリア、スタート整列など）には、マスクを着用してください。

会場及び受付時、非接触体温計による検温を行います。マスクをしていない時やアスリートラウンジ内では、会話を控えて
ください。

受付、集合の際には、表示やスタッフの従い、ソーシャルディスタンス（２ｍ間隔）を保ち、密にならない様にしてくださ
い。
体調管理、防寒対策他、選手自身で準備、対応をお願いします。

アスリートラウンジ

12月26日(日)

エリート女子 07:15～08:15 ／ エリート男子 08:45～10:00

場所：メイン会場

バイク・メカニックサービス

12月26日(日) 06:00〜12：00   場所：メイン会場

ホイールステーション ＊調整中

2箇所のホイールステーション（ニュートラル、チーム）を設置します。
ニュートラルホイールステーションにて次のオフィシャルホイールを提供します。
・700Ｃフロントホイール×４
・シマノ700Ｃ11速リアホイール×4
・シマノ700Ｃ10速リアホイール×2
・シマノ700C 11速ディスクホイール140mm×前後1セット
・シマノ700C 11速ディスクホイール160ｍｍ×前後1セット
チームホイールには、レースナンバー又は、名前、チーム名を必ず明記し、置いてください。
※競技終了後、速やかにピックアップしてください。

支給物について

次の物品を事前郵送します。(12月14日〜順次発送）

バイク・ヘルメットステッカー 一式

ADカード 1枚 / トランジションバック 1枚 / 案内資料

＊計測チップは、当日会場で配布

ユニフォーム・バイクチェック事前申告（必須）
下記フォームより事前申告（12月20日(月)23:59まで）をお願いします。
https://ws.formzu.net/fgen/S84957771/

https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf
http://www.jtu.or.jp/jtu/pdf/rulebook_20190123.pdf
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021rule.pdf
https://ws.formzu.net/fgen/S84957771/
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競技関連情報

WEB競技説明会について
12月20日(月)〜エントリー時にいただいたメールアドレスへ競技説明会案内（ZOOM URL/ID/PASS）を配信します。

12月25日(土)入室可能 15:15〜・説明会開始 15:30〜
＊説明会への参加は必須ではありませんができる限り参加をお願いします。
＊選手のみ参加可能となります。
＊不参加選手・コーチ・関係者向けに説明会資料（PDF）、録画データを日本選手権特設HPへ掲載いたします。
＊日本デュアスロン選手権・特設HP https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/

バイク試走について
今選手権では、バイク試走の時間は設けません。
バイクコースを大会前日に下見することは可能ですが、交通ルールを遵守のうえ実施をお願いします（ヘルメット着用義

務）。

大会エリアでのトレーニングについて
参加選手は、自身の計画に合わせて現地でトレーニングすることが可能です。
以下の注意事項を遵守して準備をお願いします。
＊感染防止のため少人数での実施をお願いします。
＊マスクは常に携帯し、人混みやマスク着用の指示がある場所（ホテル内など）では必ず着用すること。
＊バイクトレーニング中は、交通規則を遵守し、必ずヘルメットを着用すること。
＊ラントレーニング中も、交通規則を遵守すること。

https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/
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新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策

本大会は、新型コロナウイルス感染症対策として『スポーツ活動再開ガイドライン』『第18回日本デュアスロン選手権

COVID-19感染拡大防止対策ガイドライン』に基づき開催いたします。内容を確認いただきご協力をお願いいたします。

JTU スポーツ活動再開ガイドライン https://www.jtu.or.jp/hjueuewohu83kjd/

本大会 COVID-19感染拡大防止対策ガイドライン

https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021duathlon_covid19.pdf

基本事項
● 密な状態とならないよう人との距離を2ｍ以上保ち、自他の感染予防、安全への各対策を励行し、周囲への気遣いをお願い

します。

● 競技以外でのマスクの着用をお願いします。

● 手指消毒、手洗いの徹底をお願いします（消毒液を各所へ設置）。

● 本大会は、感染拡大防止のため、無観客開催とさせていただきます。ただし、参加選手1名につき、同行者1名の来場を認

めます。

● 来場される選手、同行者（家族、指導者他）、関係者においては、来場の14日前から体調管理チェックシートへ記入の上、

来場をお願いします。健康管理については下記参照。

● 参加選手は来場前PCR検査陰性証明の提出が必須となります。陰性確認の後、来場をお願いします（詳細下記）。

● 大会会場ではゾーニングを実施します。会場内の案内に従うようお願いします。

● 長距離や都道府県を跨いでの移動の際にも感染防止に努めるようお願いします。

● 本大会では、行動管理のために事前ヒアリングを実施します（ヒアリング項目予定：PCR検査結果、滞在場所、移動手段、

同行者の有無など）

● 大会開催日直前においても、開催地域の感染状況や開催自治体から要請があった場合は開催可否について変更することがあ

ります。予めご了承ください。

● 万が一、PCR検査で陽性反応が出た際は、速やかに大会事務局までご連絡ください。

https://www.jtu.or.jp/hjueuewohu83kjd/
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PCR検査陰性証明・大会前の移動方法＆滞在先の提出（必須）
本大会出場選手は、PCR検査陰性証明・大会前の移動方法＆滞在先の提出をお願いします。
陰性確認後、移動および参加をお願いします。
不備がある場合は、大会当日アスリートラウンジにて提出状況を確認します。

大会指定フォームURL https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_YGR9p2WOkYbUlgT1-
qNGElt43yLLwgQxWm4W5dFhw5RBA/viewform

ヒアリング内容：PCR検査結果、滞在場所、移動方法、同行者の有無など

＝PCR検査実施概要＝
木下グループPCR検査センター（https://covid-kensa.com/#place ）
＊上記URLより選手自身が申込、購入、検査キット受取・返送、結果受取まで行い、結果については大会へ報告すること。
検査期日 大会週（12月20〜25日）の検査が有効
検査結果の報告 12月25日23:59までに大会指定フォームへ『陰性結果メール画面（IMGデータorPDFデータ）』を提出

検査に関わるスケジュール（予定）
【郵送検査実施の場合】
〜12月20日まで 検査キットの購入＆受取
12月20〜23日 検体採取＆返送
12月20〜25日 検査結果受取＆フォームで報告
【来店検査実施の場合】
12月20日〜25日 来店検査、結果受取＆フォームで報告

健康行動記録について（必須）

本大会出場選手・同行者全員を対象に健康行動記録（12月12日〜/来場14日前から開始)をお願いしております。

健康行動記録シートについてはGoogleフォームでの回答、もしくはアスリートラウンジチェックインの際に回収します。忘れずに持参く

ださい。

Googleフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRV3MdxOJqWj74ScRtQTg8amZsMG7GHy87QUCfFfTMMRDAuA/viewform

＊回答にはGoogleアカウントが必要となります。お持ちでない方はアカウント取得後、回答をお願いします。

＊Googleアカウント作成が難しい場合は紙で提出ください。下記URLよりダウンロードし、ご記入の上、持参お願いします。

PDF：https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.pdf
Excel：https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.xlsx

新型コロナウイルス感染症対策

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI_YGR9p2WOkYbUlgT1-qNGElt43yLLwgQxWm4W5dFhw5RBA/viewform
https://covid-kensa.com/#place
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRV3MdxOJqWj74ScRtQTg8amZsMG7GHy87QUCfFfTMMRDAuA/viewform
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.pdf
https://www.jtu.or.jp/national_championships/duathlon/pdf/2021Duathlon-HealthCheck.xlsx
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新型コロナウイルス感染症対策

移動・宿泊について
本大会出場選手・同行者（全員）の移動・宿泊については各自手配・各自負担となります。
必要に応じて、下記大会公式旅行代理店をご活用ください。
尚、大会期間がクリスマスシーズンと重なるため、宿泊が必要な選手におかれましては早目の手配対応を推奨。

株式会社日本旅行

全国営業推進部 スポーツチーム

TEL：03-5369-4540

E-mail : mice_sports@nta.co.jp

住所：〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1四谷TNビル4F

担当：新井、原田、百瀬

駐車場について
大会としての駐車場の用意はございません。
必要な選手は近隣駐車場をご活用ください（各自負担）。

ゾーニングについて

コロナウイルス感染症対策の為、選手、大会スタッフ以外原則立ち入り禁止となります。

ゾーニング対象エリア

※ゾーニングエリアは、選手、大会スタッフ以外原則立ち入り禁止
※出入りはADゲートのみ可能となります。事前送付されたADカードを必ずお持ちください。

ゾーニング対象エリア

AD AD

ゾーニングエリアへは、
ADカードが必要です。

mailto:mice_sports@nta.co.jp
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コース図

エリート：1st ラン4周回5km - バイク4周回20km - 2nd ラン2周回2.5km

コース全体図

ーランコース ーバイクコース

1st ラン：4周回5km（1,280m+1,220m+1,220m+1,280m）

■
■

エイドステーション

■

ペナルティBOX
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コース図

エリート：1st ラン4周回5km-バイク4周回20km-2nd ラン2周回2.5km

バイク：４周回20km

ホイールステーション１

■

ホイールステーション２

2nd ラン：2周回2.5km（1,170m+1,330m）

■
■

エイドステーション

■

ペナルティBOX
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コース図

メイン会場

バイクコース注意箇所

⚠トランジションエリア前の歩道は立ち入り禁止

トランジションエリア

東京湾岸
警察署

THE SOHO

バイクコース路面注意箇所 ■

■

■

バンプあり

東京港湾合同庁舎

通行可能箇所
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コース図

メイン会場拡大図
１

メイン会場拡大図
２

アスリートラウンジ（男子）

アスリートラウンジ（女子）

⚠トランジションエリア前の歩道は選手立ち入り禁止

⚠トランジションエリア前の歩道は選手立ち入り禁止

※道路を横断する際は、必ず横断歩道を通行すること
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大会パートナー
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