
京都丹波トライアスロン in南丹大会 ローカルルール 

 

■ 大会規定 

本大会は（公社）日本トライアスロン連合競技規則と京都丹波トライアスロン in 南丹大会ローカルルールに

より実施します。 

 

■ 重要注意と安全義務 

(1) 安全を最優先で大会を開催します。警察、警備員、その他スタッフの指示、誘導に従ってください。 

(2) 体調不良の選手は、無理せず棄権してください。また体調不良等により競技続行が不可能と判断された選

手は、大会スタッフの指示に従い、棄権してください。 

(3) バイク・ラン競技ともコース外からの車両や歩行者の飛び出し、及びコース横断が考えられることから前

方を十分注意し安全走行に努めてください。 

(4) 地域の方々の生活道路を使って大会を実施しています。社会のルールを守り、自身のみならず周囲への安

全配慮やマナーの向上に努めてください。 

 

■ スイム競技 

（スタンダード 500ｍ×3周回、スプリント 500ｍ×1.5周回、スーパースプリント 500ｍ×0.75 周回） 

 

【スタート地点】 

スタンダード   ・・・上流側地点 

スプリント    ・・・下流側折り返し地点 

スーパースプリント・・・下流折り返しより 125m上流 

【スイムスタート】 

(1) フローティングスタート（水中からスタートする）の形式で行います。 

(2) スタート時は込み合いますので、無理をせずに泳力に合わせた位置でスタートしてください。 

(3) スイムキャップは必ず主催者が支給したものを着用しスタートしてください。紛失、破損した場合は本部

まで連絡してください。 

【スイム競技中】 

(4) 危険回避や体調保全のため、競技を一時停止してブイ、コースロープ、フロート類及び停止中のボートに

つかまるなどの方法により小休止をとることができます。ただし、これらを利用して推進することは禁止

です。 

(5) スイムでは、緊急時に備えて余力を残して競技し、自ら安全を保てるよう心がけてください。 

(6) 競技中に救護を必要とする場合は、片手を頭の上で振り、救助を求めてください。 

【スイムフィニッシュ】 

(7) スイムアップからトランジッションエリアまで裸足走行になりますので、怪我に十分注意をしてください。

また、キャップやゴーグル等のスイムギアは本人がトランジションエリアまで運び、各自のスペースに置

いてください。 

【スイムキャップ制度】 

(8) 大会当日の最終選手登録までに申請した選手に限り、バイク競技からスタートする事ができます。スイム

競技中に棄権をした場合は、その後の競技に移ることができません。 

 



(9) スイムスキップした場合、スイムフィニッシュ地点からスタートし、トランジッションを行ってから、バ

イク競技に移ってください。スタート時間は各カテゴリー最終ウェーブのスイム制限時間となります。 

(10)スイム競技関門及び制限時間は下表の通りとし、時間オーバーした場合は競技終了となります。 

スタンダードは、関門を設けていますので、ご確認ください。 

カテゴリ 
関門 

制限時間 
位置 時間 

スタンダード第 1w 
2周目地点 

(1,000m) 
8:40 

8:50 

スタンダード第 2w 8:52 

スタンダード第 3w 8:54 

スプリント第 1w  11:05 

スプリント第 2w 11:06 

スーパースプリント 10:55 

 

■ トランジッション 

(1) バイクをラックにかけるときは、レースナンバー表記のある側にハンドルが向くように、サドルを掛けて

ください（バイク乗車前）。 

(2) バイク乗車前、ヘルメットをかぶりストラップを締めてからバイクをラックからおろしてください。 

(3) トランジッション内ではバイクに乗らないでください。乗車ラインを越してからバイクに乗り、降車ライ

ン手前でバイクから降りてください。 

本大会では、乗車ラインと降車ラインを統一していますので、ご注意ください。 

(4) 降車後、バイクをラックにかけてからヘルメットを脱いでください。 

(5) 競技に必要のない物の持ち込みは禁止にします。 

(6) 選手、審判スタッフ以外はトランジションエリア内に入れません。 

(7) バイク等のピックアップ時は本人確認のためにレースナンバーの確認を行います。 

(8) ランスタート制限時間は下表の通りとし、時間オーバーした場合は、競技終了となります。 

カテゴリ ランスタート制限時間 カテゴリ ランスタート制限時間 

スタンダード第 1w 10:40 スプリント第 1w 12:00 

スタンダード第 2w 10:42 スプリント第 2w 12:01 

スタンダード第 3w 10:44 スーパースプリント 11:25 

 

■ バイク競技 

（スタンダード 10ｋｍ×４周回、スプリント 10ｋｍ×２周回、スーパースプリント 10ｋｍ×１周回） 

 

安全に競技運営を行うため、以下の項目の遵守をお願いいたします。 

(1) バイクはロードレーサーを基本とします。スーパースプリント、リレーはマウンテンバイク、クロスバイ

ク等のスポーツサイクルも許可します。 

(2) 正常に機能するサイクルコンピュータの使用を義務付けます。 

(3) キープレフトが基本です。 

BIKEコースは全面対面走行となりますので、追い越し時、危険回避以外はキープレフト走行を厳守くだ

さい。 

 



(4) ドラフティング禁止です。 

(ア)ドラフティング行為が発見された場合は、TP（後述）対象となります。 

(イ)並走もドラフティングとみなします。（ブロッキング及びキープレフト違反） 

(ウ)ドラフトゾーンはバイクの前輪の最前部を基点に後方 7ｍ、幅は各サイド 1.5ｍとします。前走者の

追い越しは 15秒以内で行ってください。 

(5) 追い越し時の手順と声かけの励行ください。 

(6) 前の選手を追い越すときは、以下の手順で行うことを強く推奨します。 

① 後方確認 

② 走行ライン変更時の先行指差し（右手、右向き） 

③ 前走者への「右から抜きます！」「右、行きます！」等の声かけの励行 

④ 追い越し終了時、走路をキープレフトに戻す際の先行指差し（左手、左向き） 

⑤ 後走者との十分な距離（7m）があることを確認してキープレフト走行に戻る 

(7) ブロッキング、ならびにその他の違反行為、危険行為にタイムペナルティー（後述）を科します。 

(8) 周回カウントは各自の責任で行ってください。 

(9) バイクエイドはありません。各自ボトルを用意してください。（ペットボトルは禁止です） 

(10) コーナー、Ｕターンの多いコースです。十分に減速して安全走行に努めてください。 

(11) 室橋折り返し及び各コーナーに追い越し禁止区間の設定を行っています。 

（コーナー進入 100m手前から、コーナー離脱 50mまで） 

(12) バイクへの乗車は乗車ラインを越えてから行い、降車は降車ラインの手前で行ってください。 

(13) 逆走は禁止です。 

（バイクボトルや補給食を落とした場合、逆走して取りに戻らないでください。） 

(14) 競技前の車検はありませんが、バイクセルフチェックシートを参考に入念にチェックしたバイクでご参加

ください。シートの提出義務はありませんが、不備がある場合はオフィシャルメカニックで整備していた

だきます。不可能な場合は失格となります。ご注意ください。 

(15) レースナンバーは背面につけてください。 

(16) バイク競技関門及び制限時間は下表の通りとし、時間オーバーした場合は、競技終了となります。 

スプリントは関門がありますので、ご確認ください。 

カテゴリ 
関門 

制限時間 
位置 時間 

スタンダード第 1w 

西田折り返し 10:24 

10:40 

スタンダード第 2w 10:42 

スタンダード第 3w 10:44 

スプリント第 1w 西田折返し 

(10km地点) 
11:41 

12:00 

スプリント第 2w 12:01 

スーパースプリント  11:25 

 

 

 

 

 

 



■ ラン競技 

（スタンダード 2.5ｋｍ×4周回、スプリント 2.5ｋｍ×2周回、スーパースプリント 2.5ｋｍ×１周回） 

 

(1) ランコース 

① ランニングは周回コースです。周回カウントは各自の責任で行ってください。 

（全競技者は亀岡側折り返しで周回バンドを必ずもらうこと。） 

＊ラン折り返しでは必ず、ゴムバンドを受け取ってください。フィニッシュ後、必要数が足りない場

合は失格になります。 

スーパースプリント（リレー）・・・1つ 

スプリント         ・・・2つ 

スタンダード        ・・・4つ 

② コース内はキープレフトで走行してください。 

③ 前方の選手を追い越す場合は、右側から行ってください。折り返し地点では接触する危険性があります

ので、一声かけて追い越すことをおすすめします。 

④ ラン競技ではレースナンバーがはっきり確認できるように体の前につけてください。 

⑤ エイドは各周回に 2ヶ所設置しています。十分給水してください。 

(2) ラン競技関門及び制限時間は下表の通りとし、関門時間をオーバーした場合はその地点で競技終了。また

ゴールした場合であっても、制限時間をオーバーしている場合は、記録無しとなります。 

カテゴリ 
関門 

制限時間 
位置 時間 

スタンダード第 1w  12:00 

スタンダード第 2w 12:02 

スタンダード第 3w 12:04 

スプリント第 1w 西田折返し 

(2.5km地点) 
12:21 

12:30 

スプリント第 2w 12:31 

スーパースプリント  11:40 

(3) ランフィニッシュ 

① 同伴フィニッシュを認めていますが、フィニッシュエリアが狭いため他の競技者に影響しない範囲で競

技者自身の判断で行ってください。 

同伴ゴールを希望される方は、フィニッシュから 50ｍ手前の芝生辺りでお待ち下さい。 

② フィニッシュはレースナンバーがしっかり見えるように、体の前につけてください。また、サングラス、

キャップを外し、スポーツマンらしくフィニッシュゲートを走り抜けてください。 

 

■ フィニッシュ後 

① 大会記念タオルを受渡し後、アンクルバンドを回収します。 

② トランジッションエリア内のバイクピックアップは全バイク競技終了後予定しています。 

 

■ 計測地点 

① トランジッションエリア T1入口 

② トランジッションエリア T2出口 

③ フィニッシュ 



 

■ 制限時間 

制限時間オーバーまたは運営に支障が予想される場合に競技を停止させる場合がありますので、 

ご承知置きください。 

 

■ 違反行為 

違反等はすべて TP（タイムペナルティー）の対象とします。 

計測リザルトにも TPとして公表します。 

したがってペナルティーボックスは設置していません。 

悪質と思われる場合は DQ（失格）とします。 

スポーツマン精神にのっとり、内容や結果に対して誇れるレースを行ってください。 

 

① ドラフティング （TP 30秒～60秒） 

意図的と思われるドラフティング行為が発見された場合は、TP（基本 30 秒、警告後に再度発見された

場合は 60秒）を科す。悪質な場合は審判長が裁量を行います。 

② ブロッキング （TP 30秒） 

追い抜かれた選手は、抜かれた瞬間からスピードを落とし、抜かした選手の前輪から後方 7ｍの位置ま

で速やかに後退すること。抜かした選手は、抜かす時のスピードを維持した状態で、抜いた選手の前方

7ｍの位置まで進むこと。以上のことを怠った状態が、ブロッキング行為です。 

③ 危険回避のための反対車線走行（TP 15秒） 

④ ボランティア、マーシャルへの暴言（DQ） 

⑤ 意図的な反対車線通行（DQ） 

⑥ コースのショートカット（DQ） 

⑦ ボランティアや応援の方々に１回も「ありがとう！」といわなかった（TP 600秒） 

 

■ 違反判定に対する抗議 

審判長の判定、競技環境及び他の競技者並びに大会スタッフの言動に不服があるときは 

抗議をすることが出来ます。 

(1) 抗議の期限 

① 競技中に審判員から受けた判定もしくは言動または他の競技者の言動に対する抗議は、 

抗議者のフィニッシュ後 30分以内とする。 

② 記録及び、計測に関する抗議は、公式記録が掲示されてから 30分以内とする。 

(2) 抗議の制限事項 

下記の判定に対する抗議は受け付けません。 

① ドラフティング 

② ブロッキング 

③ 暴言等、スポーツマン精神に反する言動 


