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第２１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 

 

ごあいさつ 

 

平素より当大会にご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

  さて昨今、全国的にマラソンや自転車の愛好者が増加中です。 

各地マラソン大会やサイクルイベントがにぎわいをみせている中、この｢フォレスタヒルズ 

トライアスロン大会｣も、昨年は過去最高数の参加者におこしいただき、２０周年記念大会を 

盛大に終えることができました。 

気軽に始められる、水泳・ジョギング・サイクリングを楽しまれてきた皆さんの行きつく 

先は、３種目が一度に楽しめるトライアスロン。そこで、今年も皆様のご期待に応えようと、 

第２１回大会を開催する運びとなりましたことを、謹んでご案内申し上げます。 

選手だけではなく、会場にお越しの応援者・観戦者にも大会を楽しんでいただけるように、 

美味しい手づくりグルメブースと、小さなお子様向けのキッズコーナーなども準備も進めて 

おります。 

６月２９日は、初夏の新緑が美しいフォレスタヒルズへ、ぜひお越しください。 

 

                       フォレスタトライアスロン大会実行委員会  

 

■1.大会要項 

 

□大会名   第２１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   ２０１４年 ６月２９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    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実行委員会 

  

□協賛    フォレスタヒルズ フライトスポーツ ㈱明治 ㈱アシックス サイクルアシストオオバ 

       (有)フジタヤ  海鮮居酒屋えん。 トライアスロンステーション 

 

□協力    フォレスタヒルズ   フライトスポーツ  ㈱明治  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  トライアスロンステーション   
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■2.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、小学生以上で７０歳未満の健康な男女 

 

□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 総合表彰 距離 

① A一般男子 ６０人 ６０００円 １～３位 S４００m B１２km R４㎞ 

② A中高生男子 ６０００円 １～３位 

③ A一般女子 ６０００円 １～３位 

④ A中高生女子 ６０００円 １～３位 

⑤ B一般男子 ４０人 ６０００円 １～３位 S４００m B７km R２km 

⑥ B中高生男子 ６０００円 １～３位 

⑦ B一般女子 ６０００円 １～３位 

⑧ B中高生女子 ６０００円 １～３位 

⑨ ジュニア６年 ３０人 ６０００円 １～３位 S２００m B５km 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 ６０００円 １～３位 

⑪ ジュニア４年 ６０００円 １～３位 

⑫ ジュニア３年 ６０００円 １～３位 

 

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人 総合表彰 距離 その他条件 

⑬ 一般 中学生以上 

３０チーム 

１０５００円 １～３位 ２～３人編成 

Ｓ４００m Ｂ７km Ｒ２km 

⑭ ファミリー 小学１年以上 

１０チーム 

６０００円 １位 ２親等以内 

２～３人編成 

Ｓ４００m Ｂ５km Ｒ２km 

＊２親等：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 

 □割引について 

  岡崎竜城スイミングクラブ会員     １０００円ＯＦＦ 

  トライアスロンステーションメンバー  １０００円ＯＦＦ 

  フォレスタヒルズスポーツクラブメンバー５００円ＯＦＦ 

  家族で参加の方            ５００円ＯＦＦ（各部門） 

 

□参加費に含まれるもの 

レース NO・エイドステーション・大会保険・計測システム費・会場使用料・食券 

 

□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) 

会場にて速報発表および大会終了後ホームページに掲載します。 

郵送はありませんので予めご了承ください。 

 

□その他の募集 

ボランティアスタッフ  ３０人 

大会運営に携わっていただける方を募集します。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・入浴券 を差し上げます。 
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■3.申込方法・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。 

郵送・ＦＡＸ・メールエントリーの方は、下記口座にご入金ください。 

入金手数料各自負担でお願いします。入金後の返金はできません。 

 

□入金先 

三菱東京ＵＦＪ銀行  岡崎支店  普通１８０６３５８ トライアスロンステーション  

 

 

□申込方法   

インターネット スポーツエントリー MSPOエントリー JTBスポーツステーション 

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 

 

□申込締切期日    ２０１４年６月９日（月）参加費ご入金分まで。 

 

□参加者への案内   大会１０～７日前にメール配信 (郵送申込の方は封書郵送) 

  ＊メールまたは封書が届かない場合は、お手数ながらご一報ください。 

 

□申込先・問合せ先  フォレスタトライアスロン大会  事務局  

 

〒444-3508岡崎市本宿茜 1-7-6 トライアスロンステーション内  

TEL  (０５６４)４８－７３６０（平日１０～２０時）  

FAX   (０５６４)４８－７３６４（２４時間） 

            e-mail  tri-station @ m3.catvmics.ne.jp 

 

■4.大会案内 
 

□大会公式サイト    

 http://www.catvmics.ne.jp/~tri-station/ 

 

トライアスロンステーションホームページ内に「フォレスタトライアスロン」を設置しております。 

 

□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～ 

  ８：２０ 

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  
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□自転車の種類と整備のお願い 

 

  ①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。 

  ②Ａ・Ｂ・一般リレー部門には、変速機付きのスポーツ車でご参加ください。 

  ③ここでいうスポーツ車とは、競技用ロードレーサー・マウンテンバイク・クロスバイクをさします。 

④③のスポーツ車は、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参加ください。 

  ③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、ご参加いただけません。 

   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、皆さまのご協力をお願い申し上げます。 

 

□大会参加に関する確認事項 

 

① スイムキャップが必要です。各自ご持参ください。 

② 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。 

③ 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。 

④ スタート１５分前に、プールサイドで召集（点呼）を行い、計測チップを配布します。 

⑤ 計測チップは足首にマジックテープで巻きつけるタイプです。 

⑥ 計測チップは、競技終了後に回収します。紛失された場合は、実費現金 5,000円が必要です。 

⑦ ストラップ（あご紐）付き硬質ヘルメットがないと、参加できません。当日販売もあります。 

⑧ 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。 

⑨ 飲食ブース専用およびエイド専用ゴミ箱のみ設置します。私物ゴミの持ち帰りをお願いします。 

⑩ スポーツ大会につき、会場全面禁煙です。 

⑪ 施設内の全ての場所において、ペット同伴できません。 

⑫ 屋外プールサイドは、荷物置き場・応援・更衣室への通路としてのみ解放しております。 

⑬ 貴重品は、各自で管理してください。主催者は盗難・紛失等の責任は一切負いません。 

⑭ 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。 

⑮ 忘れ物は、大会当日より１０日間のみ保管いたし、連絡があれば着払いにて送付します。 

⑯ 全ての参加者(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。 

⑰ バイクの試走は、事故や危険防止のため禁止です。下見は徒歩またはランニングで行ってください。 

⑱ 施設園内道路はお車も常時２０ｋｍ/ｈをお守りください。 

⑲ 音楽を聴きながらの走行は、非常に危険をともないますので、行わないでください。 

 

■5.コース・会場案内 
 

□コース・会場  

 

① 競技コースは、別途コースＭＡＰ参照。 

② アップダウンがあり、短いながらも飽きずに走れるレイアウト。 

③ 応援者も大人も子供も楽しめる、持ちのいい芝生広場がメイン会場。 

④ エイドステーション１か所設置(スポーツドリンク・水) 

⑤ トイレ・更衣室・無料駐車場完備   

⑥ 大会指定駐車場 Ｐ６・７・８・１０（Ｐ１・２・３は駐車禁止）。 

⑦ 有料ロッカー１００円。 男女各更衣室内(カギ紛失の場合は、修繕実費 2000円が必要。) 

⑧ 飲食ブースあり。３００～５００円（焼きそば・五平餅・フランク・クレープ等予定）。 

⑨ ソフトドリンク・アイスクリームの自販機あり。 

 

□宿泊 

 

ホテルフォレスタ または 車中泊もできます。（１台２５００円)   

各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。 


