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第２６回（最終回）フォレスタヒルズトライアスロン大会要項 

 

■ コロナ感染症予防対策 

今大会にご参加いただくための最初の条件となります。全員が守らなければなりませんので厚生労働省ホームペ

ージ再確認をお願いします。健康や医療相談の情報｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

併せて、大会ホームページの感染対策にも必ず目を通し、理解と協力をお願いします。 

 

■ 大会内容 

大会名：第 26回 フォレスタヒルズトライアスロン大会 

種 目：トライアスロン 

開催日：2021年９月 19日（日）  小雨決行 ※各種注意報・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：  東海環状自動車道≪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：フォレトラ大会実行委員会 

企画運営：株式会社トライアスロンステーション 

 

■ 募集内容 

 参加資格 

1. コロナ感染防止対策を理解・実践し、大会の対策活動に協力できる方。 

2. 2週間前から体調管理とその記録をつけて健康に問題がない方。 

3. 大会当日に正しい記載内容が明記されたチェックシートを提出できる方。 

4. 大会スケジュールを熟読し、予定通り一人で行動ができる方。 

5. 入場・受付・準備・レース・撤収を一人で行える方。 

6. 競技ルールを理解し守れる方。 

7. 規定コースとその距離を完走できる準備と練習を積んだ方。 

8. 誓約書に同意いただける方。（未成年者は保護者の同意が必要） 

 

 コース   ＊過去大会と異なりますので、毎年ご出場くださっている方は変更点にご注意ください。 

 

① スイムコース：ウオーターパーク 1周 200ｍ（参考記録トップ選手 2分 30秒） 

流れは止めます。水深 80ｃｍ。途中で立っても良いが、歩いて進むは禁止。 

 

② バイクコース：フォレスタヒルズ園内特設コース 1周 2400ｍ（参考記録トップ選手５分 00秒） 

キープレフト、対面走行、8%の登坂、下り、Ｕターン、直角コーナー、立ち上がり、など距離は短い

がかなりテクニカル。したがってＴＴバイクよりロードレーサーがおススメ。ＤＨバーの出番もない。 

 

③ ランコース：フォレスタヒルズ園内特設コース 1周 1000ｍ（参考記録トップ選手３分 30秒） 

四耐フォレスタマラソンコースの一部を利用。前半はオフロードで登り基調。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1
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 部門・定員・参加費・表彰・距離・条件 

部門 定員 参加費 表彰 距離・条件 

 

A男女 

８０名

(40名ｘ 

2 レース) 

 

6,000円 

 

男女別 1～3位 

S/400m B/7.2km  R/2㎞ 

経験者 51.5km 2時間 30分未満 

バイク（ロードレーサー・ＴＴ） 

 

B男女 

８０名

(40名ｘ 

2 レース) 

 

6,000円 

 

男女別 1～3位 

S/400m B/7.2km  R/2㎞ 

経験者 51.5km 2時間 30分～３時間 

バイク（ロードレーサー・ＴＴ） 

 

C男女 

 

40名ｘ 

1 レース 

 

6,000円 

 

男女別 1～3位 

S/400m B/4.8km  R/2㎞ 

経験者 51.5km ３時間以上 

未経験者可 

バイク（ロードレーサー、ＴＴ・MTB、クロスバ

イク等の、変速機付スポーツ車） 

 

 成績表(リザルト) 

 大会終了３日以内に大会ホームページへ掲載 

 入賞者表彰状 

 完走証はありません 

 

■参加できる自転車の種類 

 大会バイクコースは、対面走行、Ｕターン、コーナー、８％の登り下りなどがあり大変テクニカルなコースです。 

サイクリングとは異なり、スピードも速くなります。例えば自転車が走行中にコース上で破損したり、部品が 

落下した場合、他の選手の競技が妨げられ事故となる可能性があります。その責任は事故を招いた選手と 

なりますので、必ず専門家に「トライアスロンに出場する」旨を伝えて整備した自転車をご用意ください。 

 

1. 当大会スポーツ車の種別は、競技用ロードレーサー、ＴＴ，マウンテンバイク、クロスバイク、です。 

2. カゴなど競技に必要のない付属品を外してください。（他大会も同様のルールです） 

3. パラ競技自転車（ブラインド選手のタンデムバイクなど）は事務局までご一報ください。 

4. 参加者本人にフィットした、あごひも付き硬質ヘルメットが必要です。レンタルはありません。 

5. 競技に耐えうる強度があり、専門家（バイクショップなど）に整備点検を受けた自転車であること。 

 

■ 大会スケジュール  

時刻 内 容 

6:15 会場オープン 

6:15～ 

   

選手受付   

8:30～ 

 

14:00 

競技 

部門別時差スタート 

スタート順：A→B→C ＊詳しくはホームページ 

14:30～ 大会終了予定 

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

 モシコム エントリーサイト 

 エントリーサイトご利用にあたっては先に個人登録を行ってください。 

 モシコムサイトのエントリー方法と決済方法に従ってください。 

 大会保険に申込みますのでフルネームでエントリーしてください。 

 当日受付にてエントリー完了画面（または印刷用紙）を確認しますので削除しないでください。 

 入金手数料は各自ご負担をお願いいたします。入金後の返金はできません。 

 

 申込締切日    

 2021年 ８月 15日 23:59:59 

 エントリー後の入金を忘れますと自動的に取り消されますのでご注意ください。 

 定員になりましたら、締切日前であっても募集を終了しますのでご了承ください。 

 

 申込み後の案内    

 ８月末日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。 

 今回は、競技説明会を行いません。随時、競技ルールの詳細をホームページでお知らせします。 

 受付引換証の郵送はありません。 

 当日受付にてエントリー完了画面（または印刷用紙）をみせてください。 

 大会事務局およびモシコムからのメールを必ず受信、確認できるように各自設定してください。 

 

 

■ 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 

〒444-3525 愛知県岡崎市簔川町寺辺 11-99 ㈱トライアスロンステーション内  担当：髙橋 

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 

 

大会ホームページ  

http:// tri-station.com/event/forestatriathlon/ 
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誓約書 

 
私は、第２６回フォレスタヒルズトライアスロン大会（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、誓約いたします。 

 

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、日頃よ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書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いたします。 

6. 私は、大会開催中に負傷・自己遭遇・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ません。 

7. 私は、本大会開催中およ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・訴訟の提起およびそれらのための

弁護士費用などの支払い請求を一切行いません。 

8. 私は、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・損害を追求しませ

ん。 

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開催されないことになった場合、または競

技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・諸経費の支払い請求などを一切行いません。 

11. 私は、大会が定める最少開催参加人数（100 名）未満となり、大会が開催されないことになった場合は、手数料を差し引

いた 5000円が返金されることに同意します。これ以外の個人的な諸経費の支払い請求などを一切行ないません。 

12. 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。 

13. 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。 

14. 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いたしま

す。 

15. ＊未成年者のみ対象 

私は、私の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。 


