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第２４回トライアスロンフェスティバル inフォレスタヒルズ 

大会要項 

■大会要項 

大会名：  第２４回 トライアスロンフェスティバル inフォレスタヒルズ  

種目    ミニトライアスロン および トライアスロンリレー 

開催日   ２０１７年６月２５日（日）  雨天決行 ＊注意報・警報発令時は中止 

会場    フォレスタヒルズ（愛知県豊田市岩倉町一本松１－１） 

アクセス  車：  愛知環状道路≪豊田東ＩＣ・松平ＩＣ各≫１０分   

鉄道：  愛知環状鉄道≪三河豊田駅≫よりタクシー１０分 

主催    フォレスタトライアスロン大会実行委員会 

協力    フォレスタヒルズ   フライトスポーツ  サイクルアシストオオバ 

       トヨタボランティアセンター  松平清流会雅の会  ネオシステム㈱ 

企画運営  株式会社トライアスロンステーション  

 

■募集要項 

 参加資格   

大会規定コースとその距離を１人で完走できる方 

 

 部門・定員・参加費・表彰・参加条件 

①個人部門    

部門 定員 参加費１人 表彰 距離 S ｽｲﾑ・B ﾊﾞｲｸ・R ﾗﾝ 

① A一般男子  

 

７０人 

 

 

6,000円 

１～３位 S400ｍ B12㎞ R4㎞ 

 
制限タイムあり 

S＋B終了時が４５分以内 

② A中高生男子 １～３位 

③ A一般女子 １～３位 

④ A中高生女子 １～３位 

⑤ B一般男子  

 

４０人 

 

6,000円 

１～３位 S400m  B7.2km R2km 

 
制限タイムはございません 

51.5km2.5時間以内の方は参加不可 

⑥ B中高生男子 １～３位 

⑦ B一般女子 １～３位 

⑧ B中高生女子 １～３位 

⑨ ジュニア６年  

 

３０人 

 

 

6,000円 

 

１～３位 S200m  B4.8km  R2km 

 
２５分以内で完走した選手は 

翌年の当大会へご招待！ 

⑩ ジュニア５年 １～３位 

⑪ ジュニア４年 １～３位 

⑫ ジュニア３年 １～３位 
 

①～⑫の部門の参加費割引特典 

      Ａ）岡崎竜城スイミングクラブ会員     １０００円ＯＦＦ 

      Ｂ）トライアスロンステーションメンバー  １０００円ＯＦＦ 

      Ｃ）フォレスタヒルズスポーツクラブメンバー ５００円ＯＦＦ 

      Ｄ）家族で複数種目参加の方         ５００円ＯＦＦ 

       *Ａ～Ｄのいずれか一つのみ適用のこと。  ＊リレー参加費の割引はございません。 

 

②リレー部門   各チーム２～３人編成  チーム名１０文字以内 

リレー 条件 参加費１チーム 総合表彰 距離 その他条件 

⑬ 一般 中学生以上 

３０チーム 

9,000円 １～３位 S400m B7.2km R2km 

２～３人編成 

 

⑭ ファミリー 小学１年以上 

１０チーム 

6,000円 １位 S200m B4.8km  R2km 

２親等*以内の親族家族 

２～３人編成 
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 参加資格補足 

 ２親等とは？ 

→申込者の兄弟・父母・祖父母・子・孫・配偶者・配偶者兄弟・配偶者父母・配偶者祖父母 

 リレーについては一人が２種目担当してもよい 

 参加賞    

フォレスタクアハウス入浴割引券・各社協賛品 

 成績表(リザルト) 

会場にて速報発表を行います。大会終了２～３日後に大会ホームページへ掲載します。 

郵送はございません。 

 

■申し込み方法・問合せ先 

 

 入金方法  

 インターネットエントリーの方は、各社指定の決済方法に従ってください。 

 入金手数料は各自ご負担でお願いします。 

 入金後のご返金はできません。 

 郵送・ＦＡＸ・メールエントリーご希望の方へ。 

→申込用紙が事務局に届き次第ご入金の案内を差し上げます。 

 申込方法   

インターネット スポーツエントリー   

郵送 大会事務局宛に、返信用切手を同封のうえ送付 

Fax メール 大会事務局に直接送付 

 

 申込締切日      

２０１７年３月７日～５月３１日まで。 

 参加者への案内    

 １０日前までに最終案内およびスタートリストを大会ホームページに掲載いたします。 

 お名前・参加部門に相違がないかを必ずご確認ください。 

 万一相違がある場合は事務局までご連絡ください。 

 参加引換証の郵送はございません。 

 

■問合せ先・大会事務局   

 

 トライアスロンフェスティバル inフォレスタヒルズ 大会事務局 

    〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町越舞１９－１ ㈱トライアスロンステーション内 

    Tel (0564)83-9442  平日１０～１７時  *不在時は留守番電話にコメントをお願いします。 

 Fax (0564)83-9452  24時間受付 

      メール info@tri-station.com          

ホームページ http://tri-station.com 

 

 『大会ボランティアスタッフ』同時募集    

大会運営に携わっていただける方を、４０名募集します。 

お申込み・お問合わせは、大会事務局までご連絡ください。 

前日・当日の、コース設営および選手の安全確保と、競技運営の補助業務をお願いします。 

参加者には、スタッフ Tシャツ・昼食・入浴補助券 を進呈させていただきます。 

 

■参加できる自転車の種類 

 

 ジュニア・ファミリー部門のみ、子供用自転車またはママチャリ（普通自転車）が使用できます。 

 Ａ・Ｂ・一般リレー部門には、変速機付きスポーツ車*でご参加ください。 

 当大会承認スポーツ車の種別は、競技用ロードレーサー・マウンテンバイク・クロスバイクです。 

 スポーツ車は、カゴ・ミラー・スタンドなど、競技に必要のない付属品を外してください。 

 障がい者競技者自転車（タンデム・ハンドル改装タイプ）でのご参加は、事務局までご一報ください。 
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■自転車整備のお願い 

 

 距離は短くても、当大会は「スポーツ競技大会」です。全ての自転車において、ブレーキ調整・タイヤ

の空気確認・ハンドルやサドルのゆるみ・変速機の調整整備を、大会前に必ず行ってください。当日オ

フィシャルメカニック及び大会主催者に、｢競技スポーツとしての走行性能を満たさない｣、と判断され

た自転車については、レースにご参加いただけないことをご承知おきください。この場合の参加費の返

金はできません。自転車整備の義務付けは、全国のトライアスロン大会においても同様のルールが適用

されています。全参加者が安全に楽しくフェアにレースを終えるために、ご面倒でも皆さまのご理解と

ご協力をお願いします。 

 

■コース・会場 

 

 競技コース  *ホームページのコースＭＡＰを参照 

 エイドステーション１か所設置(スポーツドリンク・水) 

 トイレ・更衣室・コインロッカー・無料駐車場完備。  自動販売機・飲食露店出店等あり 

 宿泊に関するお問合せ先は、(０５６５)５８－３５００ ホテルフォレスタフロントまで。 

 

■大会スケジュール  

 

時刻 内容 場所 

６：１５ 会場オープン  

６：４５～  

  ８：００ 

選手受付   
    自転車の受付はトランジットエリア（Ｐ５） 

ウオーターパーク入口 

８：００～ 開会式・競技説明会 メイン会場芝生広場 

９：００～ 

 

競技開始 ウエーブスタート（部門ごと時差スタート） 
Ａ→ ジュニアとファミリーリレー→ Ｂ→ リレー 

スタート１５分前召集 

プールサイド 

 

１２：５０ 全競技終了予定  

１３：１５ 表彰式・抽選会・閉会式 メイン会場芝生広場 

１４：００ 大会終了予定  

    当日の天候や競技進行状況により、多少の変更が生じる場合もありますのでご了承ください。 
 

■大会参加に関する注意および確認事項 

 

① Ａ部門には以下の制限タイムがあります。 

Ｓ＋Ｂ終了時が４５分以内。ＳＢＲ総合タイムが７０分以内であること。 

② スイムキャップは各自ご持参ください。 

③ ウエットスーツ着用は自由ですが、水質保持のためオイル・ワセリンの使用は禁止です。 

④ プール水深は０.９ｍです。途中で立ち止まっても構いませんが、歩いて進むことは禁止です。 

⑤ レンタルバイクはございません。 

⑥ あご紐付きの硬質ヘルメットがない選手は参加できません。当日販売あります。 

⑦ 主催者は、応急手当以上の医療対応はできません。各自体調を整えたうえでご参加ください。 

⑧ 大会会場は禁煙です。 

⑨ ペット同伴できません。 

⑩ 貴重品は各自で管理してください。有料ロッカーございます。 

⑪ 事前申請のない代理出走が判明した場合は、失格となります。 

⑫ リレーメンバー変更は当日受付で承りますが、変更選手は誓約書の承認を同時にお願いします。 

⑬ 全ての参加者(未成年選手は保護者)は大会誓約書に同意したうえで参加したものとみなします。 

⑭ バイクでの試走は、事故防止のため禁止です。下見は、徒歩かランニングで行ってください。 

⑮ 施設内道路は、常時２０km/hです。競技時間以外の車両走行時は、速度をお守りください。 
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誓約書 

 
私は、トライアスロンフェスティバル inフォレスタヒルズ大会（以下本大会と略す）への 

参加にあたり、下記誓約書の内容に同意し誓約します。 

 

 

１． 私は本大会主催者が設けた全ての規約・規則・指示に従うことに同意いたします。 

２． 私は本大会が自然環境の中で行われるため、絶えず予期せぬ危険に直面していることを認識しています。 

３． 現在私の健康状態は良好であり練習も十分に行っているため、本大会への参加に何ら問題を生じることはありません。 

４． 私は本大会より１年以内に医師による健康診断の結果、健康であることが証明されています。 

５． 私はアレルギー体質・過敏症などの特異体質や既往歴など、さらには宗教上・その他の理由により本大会本部が緊急医療のた

めに知っておいてほしいことがある場合は、事前に大会主催者に文面による申告をいたします。なお、大会主催者からの要望

があれば健康診断書・負荷心電図証明を提出します。 

６． 私は大会開催中に負傷・事故遭遇・あるいは発病した場合、私に対する治療が施されることを承諾し、さらにはその治療法お

よび結果に対しても異議を申し立てないことを誓います。 

７． 私は本大会開催中及び付帯行事の開催中に私について負傷・死亡事故が発生した場合、これらに更に基づいて後遺症が発生し

た場合、その原因の如何を問わず本大会主催者が承諾した全ての関係者に対する責任の一切を免除し、私に対する保証は各個

人にかけられた傷害保険の範囲内であることを確認・了承いたします。従って私は個々に私自身・私の遺言執行人・管財人・

相続人・近親者などの何れからも私が被った損害の賠償請求・訴訟の提起及びそれらのための弁護士費用などの支払い請求を

一切行わないことを誓います。 

８． 私は私個人の所有品および運動用具の管理について一切の責任を持ち、本大会関係者に対しその紛失・損害を追求しないこと

を誓います。 

９． 私は私の肖像・氏名・住所・年齢・競技履歴等が本大会に関する広告物全般・報道メディアにおいて使用されることを了承し、

これらに付随して大会主催者・管轄競技団体が製作する印刷物・ビデオ・情報的利用を承諾いたします。 

10．私は気象条件の悪化および競技環境の不良、また交通機関の不通により大会が取消になった場合、または内容が変更になった

場合においても、本大会参加に要した参加費・諸経費などの支払い請求などを一切行わないことを誓います。 

11．私は私の家族・親族または保護者が本誓約書に基づく全ての内容を理解し、私の本大会参加を承諾しています。 

12．大会主催者にあらかじめ連絡しておきたい事項があれば、申込時に書面で提出いたします。 

13．私は本大会への応募書類全ての記載事項が真実かつ正確であることを誓い、上記内容を十分理解した上で参加します。 

 

 

■未成年の参加者については保護者様が責任を持ってご確認と誓約書同意をお願いいたします。 

■参加本人またはチーム代表者（監督）は大会申込用紙の誓約書同意を必ず明記ください。 


