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Athlete’s Guide

本アスリートガイドは10月8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。

〜Applause for Tokyo！〜
第28回日本トライアスロン選手権（2022／東京・台場）

第12回日本U23トライアスロン選手権（2022／東京・台場）
ー2022NTTランキング最終戦ー

10月8日現在
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変更・更新箇所

変更日 ページ 項目 内容 変更前 変更後

9月28日 P.10 競技関連情
報

表彰対象追加 表彰対象追加

9月28日 P.10 競技関連情
報

忘れ物について追
加

忘れ物について追
加

10月4日 P.7,8 スタートリ
スト

スタートリスト
ページ追加

男女スタートリス
ト追加

10月4日 P.12 競技関連情
報

日本U23トライア
スロン選手権につ
いて追記

10月4日 P.12 競技関連情
報

水質検査結果につ
いて追記

10月2日実施検査結
果追記

10月4日 P.13 新型コロナ
ウイルス感
染症対策

大会ガイドライン
追記

新型コロナウイル
ス感染防止ガイド
ラインリンク追記

10月4日 P.14 弔問台 弔問台の設置につ
いて追記

10月5日 P.6 競技スケジ
ュール

10月6日、10日ス
ケジュール追記

6日お台場小学校訪
問、10日

10月5日 P.7,8 スタートリ
スト

スタートリスト所
属先表記変更

スタートリスト所
属先表記変更

10月6日 P.5 一般情報 コーチID申請者修
正

コーチ本人 選手本人

10月7日 P.4 一般情報 ライブタイミング URL修正

10月8日 P.4 一般情報 ライブ配信 ライブ配信追記
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大会前実施事項

以下の事項については必ず大会前にご確認の上、実施をお願い致します。

ユニフォーム規定

下記URLから事前に確認をお願いします。
https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/EliteUniform.pdf

ユニフォーム・バイクチェック事前申告（必須）

下記フォームから事前申告（10月4日(火)20:00まで）をお願い致します。
https://ws.formzu.net/fgen/S34297926/

健康管理・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管理・行動記録（10月2日〜/来場7日前から開始)をお願いしております。
記録用シートを下記よりダウンロードいただきご記入ください。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。

エクセル

https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2022odaiba_health_check_sheet.xlsx

PDF

https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2022odaiba_health_check_sheet.pdf

WEB競技説明会について（任意）
エントリー時にいただいたメールアドレスへ10月7日にまでに競技説明会案内（ZOOM URL/ID/PASS）を配信しま
す。
10月7日時点でメールを受け取れていない場合はJTUイベントチームへお問い合わせください。
JTUイベントチーム event@jtu.or.jp

10月8日(土) 15:45〜入室可能／16:00〜説明会開始
＊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JTUのWebサイトに掲載いたします。
https://www.jtu.or.jp/national_championships/
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一般情報

INTRODUCTION

〜Applause for Tokyo！〜
第28回日本トライアスロン選手権（2022／東京台場）/第12回日本U23トライアスロン選手権（2022／東京台
場）への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
〜Applause for Tokyo！〜
第28回日本トライアスロン選手権（2022／東京・台場）
第12回日本U23トライアスロン選手権（2022／東京・台場）

開催日程 2022年10月9日（日）（雨天決行）
女子8時25分スタート、男子11時00分スタート、大会（交通規制）終了13時30分

競技会場 お台場海浜公園、臨海副都心トライアスロン特設会場

主 催 公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）、東京新聞・東京中日スポーツ

共 催 東京都

主 管 日本トライアスロン選手権 実行委員会

競技主管 一般社団法人東京都トライアスロン連合（TMTU）

後 援

スポーツ庁、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本水泳連盟、
一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、東京臨海副都心グループ（株式会社東京臨海ホールディングス、
東京港埠頭株式会社、株式会社東京テレポートセンター）、株式会社ゆりかもめ、株式会社東京ビッグサイト、
りんかい線（東京臨海高速鉄道株式会社）、港区、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、
一般財団法人港区体育協会

協 力

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）東京ブロック協議会、
公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター、公益財団法人日本海事科学振興財団、アクアシティお台場、
デックス東京ビーチ、the SOHO、港区トライアスロン連合、東京慈恵会医科大学附属病院、
昭和大学江東豊洲病院、フジエクスプレス、公益財団法人日本ライフセービング協会、kmモビリティサービス、
京浜急行バス、日の丸自動車興業、日本財団ボランティアセンター

特別協賛 NTT東日本

協 賛
セガサミーグループ、富士通、ローソン、アシックス、JAL、大和ハウス工業、三井住友海上火災保険、
味の素、セレスポ、サンフロンティア不動産、博慈会、シマノセールス、JTB、日本旅行、H.I.S.、ブリヂストン、
スポーツクラブNAS、HUUB、TYR、２XU、ROKA、フォトクリエイト、OAKLEY、エアウィーヴ、仙台銘板、
JPF、BMW Motorrad

助成団体 独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）

オフィシャル
ホテル グランドニッコー東京 台場

テレビ放送 NHK-BS1にて放送予定

競技距離 日本選手権：51.5km（スイム2周回1.5km、バイク8周回40km、ラン4周回10km）

参加対象 男子60人、女子60人（エリート：NTTランキング、JTU各ブロック選抜選手他)

2022年9月22日現在 *予定
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一般情報

問い合わせ

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）
〒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：小田 智子（東京都トライアスロン連合） applegg@gmail.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

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
住所：〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1四谷TNビル4F

TEL：03-5369-4540
E-mail : mice_sports@nta.co.jp 
担当：新井、原田、百瀬

ライブタイミング（速報）

https://systemway.jp/22championships

*上記リンク先はレース当日まで『準備中』となります。

領収書申請
〜Applause for Tokyo！〜
第28回日本トライアスロン選手権（2022／東京・台場）
第12回日本U23トライアスロン選手権（2022／東京・台場）
領収書申請フォーム
https://forms.gle/UoGW69SZjYA8bNQy7

1. 額面は【22,000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28回日本トライアスロン選手権（2022/東京・台場）エントリー料として】もしくは【第12

回日本U23トライアスロン選手権（2022/ 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4年10月9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10月下旬にお送りいたします。

ライブ配信

https://www.youtube.com/channel/UCVDeZm3hyrZQMn0G19iQzDQ

「JTU YouTube」ぜひチャンネル登録お願いします
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一般情報

出場資格証明書申請

〜Applause for Tokyo！〜第28回日本トライアスロン選手権大会（2022／東京台場）／第12回日本U23トラ
イアスロン選手権（2022／東京台場）出場資格証明書申請フォーム
https://forms.gle/8Anm2A2qW6BCSjvk9

＊出場資格証明書は申請者へ「メール送付（PDF）」でお送りします
＊出場資格証明書のサンプルはこちらからご覧頂けます。

https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2022/06/d5b4c34c4c446c73972298a43952d2e1.pdf
＊出場資格証明書は選手の「所属先（学校・会社・団体）」へ提出するものです。所属先以外を宛先とすること
はできませんのでご了承ください。
お問合せ先：event@jtu.or.jp

コーチID申請

下記フォームより選手本人で申請お願いします。

申し込みフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctwFdieItMU5jYC_NqTYh9_Ht_OWTpzGA8ytoqYwT8ZhA
DSA/viewform
1）申請は選手本人からお願い致します。
2）選手１名に付きコーチID を１枚発行できるものとします。ただし複数選手から同一コーチでの申請があった
場合は、該当コーチにお渡しするIDは1枚のみとなります。
3）コーチIDはスイムエリアの「コーチエリア」、「アスリートラウンジ」のみ有効とします。但し、アスリー
トラウンジテント内への立ち入りは、同性コーチのみとします。
＊オープンスペースでの選手への直接的なサポート（マッサージ、ワセリン塗布など）は控えて下さい。
＊コース、アスリートエリア、トランジション、フィニッシュエリア、ミックスゾーンには入れません。
＊コーチエリアを含む会場内、コース沿道での大声での声かけは新型コロナウイルス感染症対策の観点からお控
えください。
4）コーチIDは次の資格を有するコーチにのみ発行できます。
・JSPO公認コーチ1(トライアスロン)
・JSPO公認スタートコーチ(トライアスロン)
・JTU公認指導資格（初級、中級、専門科目修了者）＊次年度以降からはJSPO公認コーチのみを対象とします
（未移行者は取得手続きをお願いします）
＊コーチＩＤでコーチ資格を持たない選手、ご家族等の使用はできませんのでご注意下さい。
＊コーチＩＤの発行が、ご希望通り出来ない場合もありますのでご了承下さい。
＜申請締め切り＞
2022年10月6日（木）午前11時迄
＊準備の都合上、早めの申請をお願いします。
＜コーチID受取方法＞
コーチIDの受け取りは、下記の通りです。
10月8日(土)13時00分〜15時00分 台場区民センター内体育館
10月9日(日)7時00分〜13時00分 会場内アスリートラウンジ横のコーチID受付
＊「フォーム申請済み」の旨伝え、受け取って下さい。

＜問い合わせ先＞
JTUイベントチーム event@jtu.or.jp
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10月6日(木) 

13:35〜15:10 お台場学園小学校訪問 学校訪問：お台場学園

10月8日(土) 

13:00〜15:00 コーチID受付 台場区民センター

13:00〜15:00 選手支給物配布 台場区民センター

14:00〜15:00 選手記者会見 晴天：マリンハウス屋上
雨天：台場区民センター

16:00〜16:30 競技説明会 WEB（ZOOM）

10月9日(日)

07:00〜12:00 メカニックサービス アスリートラウンジ横

07:00〜13:00 コーチID受付 アスリートラウンジ横

07:00〜08:00 女子レジストレーション アスリートラウンジ

07:00〜08:00 女子トランジションオープン トランジションエリア

07:45〜08:05 女子スイムウォームアップ スイムコース

08:10〜 女子スタートセレモニー スタートエリア

08:25〜 女子競技 コース

09:30〜10:40 男子レジストレーション アスリートラウンジ

10:10〜10:40 男子トランジションオープン トランジションエリア

10:20〜10:40 男子スイムウォームアップ スイムコース

10:50〜 男子スタートセレモニー スタートエリア

11:00〜 エリート男子競技 コース

13:30〜 メダルセレモニー 大会会場

10月10日(月)

13:00〜18:00 JTUトライアスロン・パラトライアスロンコーチングシン
ポジウム オンライン

競技スケジュール（10月5日現在）
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スタートリスト

女子

bib 氏名 ふりがな 所属 YOB

1 福岡 啓 ふくおか ひらくオクタケグループ（福井） 1994

2 佐藤 優香 さとう ゆか トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ
（山梨） 1992

3 酒井 美有 さかい みゆ トーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） U23 1999

4 中嶋 千紗都 なかじま ちさとトーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） U23 2003

5 安西 琴美 あんざい ことみ博慈会（東京） U23 2004

6 江田 佳子 えだ よしこ 東京ヴェルディ（東京） 1993

7 松本 文佳 まつもと ふみか木村情報技術（佐賀） 1995

8 佐藤 姫夏 さとう ひめか 敬愛大学・稲毛インター U23 2001

9 白石 怜佳 しらいし れいか立命館大学 U23 2001

10 池口 いずみ いけぐち いずみ日本体育大学 U23 2000

11 林 愛望 はやし まなみ 岡崎城西高校・まるいち（愛知） U23 2004

12 平泉 真心 ひらいずみ まこ流通経済大学 U23 2003

13 武田 結 たけだ ゆい 東北大学 U23 1999

14 丹野 惠梨香 たんの えりか ゾーン・ボーマレーシング（埼玉） 1989

15 山内 麻代 やまうち まよ 大阪府トライアスロン協会 1986

16 江成 みなみ えなり みなみ FBインターナショナル（神奈川） U23 1999

17 杉原 有紀 すぎはら ゆうき栃木県トライアスロン協会 1998

18 一松 菜央 ひとつまつ なお鹿児島県トライアスロン協会 1993

19 田中 美沙樹 たなか みさき 愛知県トライアスロン協会 1998

20 前田 乙乃 まえだ おとの 愛知県トライアスロン協会 1997

21 鈴木 詩万 すずき しま 東京都トライアスロン連合 U23 2004
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スタートリスト

男子

bib 氏名 ふりがな 所属 YOB
1 徳山 哲平 とくやま てっぺい 早稲田大学・ロンドスポーツ U23 2002
2 谷口 白羽 たにぐち しるば 三重県スポーツ協会（三重） 1994
3 小田倉 真 おだくら まこと 三井住友海上（東京） 1993
4 玉﨑 稜也 たまざき りょうや 小泉（東京） 1998
5 望月 満帆 もちづき みつほ トーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） U23 2000
6 岩本 敏 いわもと さとし 日本食研（愛媛） 1996
7 石関 玲於 いしぜき れお 佐賀県スポーツ協会（佐賀） 1998
8 吉川 恭太郎 よしかわ きょうたろう 早稲田大学 U23 2000
9 安藤 勘太 あんどう かんた 流通経済大学 U23 2001
10 小原 北斗 おばら ほくと セクダム・チームエフォーツ（鳥取） 1998
11 榊原 利基 さかきばら としき ANAシステムズ（神奈川） 1994
12 古山 大 ふるやま たいし セクダム（茨城） 1995
13 山本 康貴 やまもと こうき 博慈会（東京） 1996
14 長正 憲武 ながしょう のりたけ 福島県トライアスロン協会 U23 1999
15 富内 檀 とみうち だん アリーディ・トライアクティブ・テイルウインド（東京） 1994
16 小林 祐也 こばやし ゆうや 日本大学 U23 1999
17 桶谷 祐輝 おけたに ゆうき ベルリオ・ヤマツネ（島根） 1988
18 新田 城二 にった じょうじ 関愛会佐賀関病院（大分） 1994
19 前田 凌輔 まえだ りょうすけ 三重県トライアスロン協会 1995
20 湯村 天星 ゆむら たかとし 岐阜県トライアスロン協会 U23 1999
21 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 日本体育大学 U23 2000
22 浅海 健太 あさかい けんた 東京都トライアスロン連合 1994
23 高橋 正俊 たかはし まさとし 大阪府トライアスロン協会 1992
24 寺澤 光介 てらさわ こうすけ 東京都トライアスロン連合 1994
25 小川 颯斗 おがわ はやと 東京都トライアスロン連合 U23 1999
26 阿部 有希 あべ ゆうき 福島県トライアスロン協会 1993
27 出口 陽也 でぐち あきや 東京都トライアスロン連合 1998
28 岩井 悠二 いわい ゆうじ 立命館大学 U23 2002
29 福島 旺 ふくしま あきら 日本体育大学 U23 2002
30 定塚 利心 じょうづか かずし 石川県トライアスロン協会 U23 2004
31 田中 聡 たなか そう 東北大学 U23 1999
32 森 拳真 もり けんしん トヨタ自動車（愛知） U23 1999
33 若竹 葵礼 わかたけ きら 海星高校・チームエフォーツ（鳥取） U23 2004
34 林田 悠希 はやしだ ゆうき 同志社大学 U23 2004
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競技関連情報

競技規則

下記URLおよ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/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128_xxx.pdf
JTU競技規則
http://www.jtu.or.jp/jtu/pdf/rulebook_20190123.pdf

アスリートラウンジ

10月9日(日)
エリート女子 07:00〜競技終了後／エリート男子 09:30〜競技終了後
場所：スタートエリア付近

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、表示やスタッフに従い、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。体調管理など、選手自身で準備、対応をお願いします。

バイク・メカニックサービス

10月9日(日) 07:00〜12:00   場所：アスリートラウンジ横

ホイールステーション

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。
・シマノ700Cフロントホイール×2 
・シマノ700Cフロントディスクホイール140mm×1 
・シマノ700Cフロントディスクホイール160mm×1 
・シマノ700C11速リアホイール×2 
・シマノ700C10速リアホイール×1 
・シマノ700C11速リアディスクホイール140mm×1 
・シマノ700C11速リアディスクホイール160mm×1 
・シマノ700C12速リアディスクホイール140mm×1
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。必要な工具等も準備お
願いします。
※競技終了後、速やかにピックアップしてください。
※ホイールステーションの場所は、コース図（P13）でご確認ください。

支給物について

次の物品を10月8日（土）13:00〜15:00に台場区民センターにて配布します。
台場区民センター：https://www.city.minato.tokyo.jp/shisetsu/kumincenter/kumincenter/01.html
ボディナンバーシール 両腕両脚用
バイク・ヘルメットステッカー 一式
スイムキャップ 1枚 / トランジションバック 1枚 / 案内資料
＊計測チップは、スタート前に配布
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競技関連情報

ユニフォーム規定

下記URLから事前に確認をお願いします。
https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/EliteUniform.pdf 

ユニフォーム・バイクチェック事前申告（必須）

下記フォームから事前申告（10月4日(火)20:00まで）をお願い致します。
https://ws.formzu.net/fgen/S34297926/

WEB競技説明会について

エントリー時にいただいたメールアドレスへ10月7日にまでに競技説明会案内（ZOOM URL/ID/PASS）を配信しま
す。
10月7日時点でメールを受け取れていない場合はJTUイベントチームへお問い合わせください。
JTUイベントチーム event@jtu.or.jp

10月8日(土) 15:45〜入室可能／16:00〜説明会開始
＊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JTUのWebサイトに掲載いたします。
https://www.jtu.or.jp/national_championships/

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。
※前日の試泳、大会側で手配しているスイムトレーニング会場はありません。

盗撮防止について

JTUでは、大会会場での盗撮防止に努めています。
近年、大会会場における盗撮行為がいくつか報告されています。
特に女子選手はフニッシュ後にタオルを巻くなどの自己防御対応をお願いいたします。
尚、盗撮行為と疑わしき場合を発見した際は、お近くの大会関係者までお知らせください。
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競技関連情報

大会保険について

競技団体公認の大会保険に加入しています。（引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社）
競技中の負傷などに対する保証は、大会において加入する保険の適用範囲内です（機材・備品の保証䛿一切ありませ
ん）。
大会保険：
競技中の負傷などに対する主催者の補償は、大会において加入する保険の適用範囲内です。また機材・備品の補償は
一切ありません。次の補償内容を必ず確認のうえ、不足と思われる方は、各自において別途保険に加入ください。
（感染症には対応していません）

問い合わせ：

保険会社代理店：オフィス・プラスアルファ社
担当：新家 義則（シンヤ ヨシノリ）

TEL:045-570-4106
FAX:045-581-8919
E-mail:shinya0726@aroma.ocn.ne.jp

給付内容/原因 傷害 日射病・熱射病・低
体温症

細菌性食物中毒 特定疾病（注1）

死亡保障 1,500万円
（傷害保険） 500万円 補償なし 補償なし

後遺障害補償 45〜1,500万円
（傷害保険） 20〜500万円 20〜500万円 500万円

入院見舞金 5,000円×日数 5,000円×日数 5,000円×日数 5,000円×日数

通院見舞金 2,500円×日数 2,500円×日数 2,500円×日数 2,500円×日数
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競技関連情報

ドーピングコントロール

今大会では日本アンチ・ドーピング規程（日本アンチ・ドーピング機構＜以下JADAと示す＞ホームページ
https://www.playtruejapan.org/より入手可能）に基づき、競技会内でドーピング検査が行われる可能性がありま
す。
来場の際は必ず写真付き身分証明書（パスポート、学生証、運転免許証など）をご持参ください。

ドーピング検査の対象となった競技者は、競技終了後、通告を受けます。通告者（ドーピング検査員、シャペロン）
の指示に従って下さい。尿もしくは血液または両方の検体提供の拒否または回避をすることは違反行為とみなされる
ことがあります。検査の過程はJADAホームページの「トップページ → アスリート＆競技団体の方へ → 競技会に参
加するすべてのアスリート → ルールについて知る → ドーピング検査手順（尿、血液）」をご参照下さい。

強化費

今大会では上位選手に強化費が支給されます。
詳細についてはJTUから発表があり次第更新します。

表彰対象
・第28回日本トライアスロン選手権（2022／東京・台場） 1〜6位
・第12回日本U23トライアスロン選手権（2022／東京・台場） 1〜3位

スイムコース水質

2022年8月11日東京・お台場海浜公園のスイムコース上スタート地点、中間地点、第二ブイ周辺地点の3か所でサン
プルを採取し検査を実施致しました。検査の結果、pH値、大腸菌数、腸球菌数は全てWorld Triathlon Competition 
Rulesに規定された数値を全てクリアしております。

2022年10月2日東京・お台場海浜公園のスイムコース上スタート地点、中間地点、第二ブイ周辺地点の3か所でサン
プルを採取し検査を実施致しました。検査の結果、pH値、大腸菌数、腸球菌数は全てWorld Triathlon Competition 
Rulesに規定された数値を全てクリアしております。

忘れ物について

・大会終了後30日間JTU事務局にて保管します。期間を過ぎた忘れ物は廃棄いたします。

日本U23トライアスロン選手権について

本選手権では、日本U23選手権を併催します。
本選手権出場の23歳以下を対象に日本U23選手権・結果ならびに表彰を行います。

出場基準：
日本トライアスロン選手権・出場基準に準じる
＊日本トライアスロン選手権と併催の場合
https://www.jtu.or.jp/news/2022/04/01/40084/
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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/
日本トライアスロン選手権新型コロナウイルス感染防止ガイドライン
https://www.jtu.or.jp/national_championships/pdf/2022covid19_guideline.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）。
• 応援者の人数は最少人数としてください。 選手と同様の感染症対策を行い、 来場してくださ い。
• 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7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。
• スタートエリア、トランジションエリア、フィニッシュエリアでは入場規制を実施します。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。
• 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、来場前に新型コロナウィルス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。

健康管理・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管理・行動記録（10月2日〜/来場7日前から開始)をお願いしております。
記録用シートを下記よりダウンロードいただきご記入ください。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。

エクセル

https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2022odaiba_health_check_sheet.xlsx

PDF

https://www.jtu.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2022odaiba_health_check_sheet.pdf
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コース図

コース全体図
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コース図

メイン会場図（9月16日現在）

スイムコース

スイム2周回1500m

エリート：51.5km 

スイム1500m
バイク40km
ラン10km
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コース図

ランコース

ラン：４周回10km

バイクコース

バイク：8周回40km
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弔問台、追悼バイクラック

弔問台場所

今大会では2022年7月にフランスで亡くなられた宮崎集選手に哀悼の意を表すため、下記の場所に弔問台を設置致し
ます。
トランジションエリアには宮崎選手のバイクラックも設置する予定です。

また、女子スタートセレモニーの際に黙祷を捧げる時間を設けご冥福をお祈りいたしますので選手、来場者の皆様に
おかれましてはご協力を頂けますようお願いいたします。

弔問台
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大会パートナー

2022年9月22日現在 *予定
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