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北海道トライアスロン 2022

参加要項
みなさん、ようこそ北海道トライアスロンへ！
2016年に59名が参加した「実証実験」をもとに、大会のディティールを整え、2017年に第

1回大会を開催、2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の世界的流行のなか開催を見
送りましたが、今回は感染拡大防止対策を講じ、厳しい状況が続く中、あらゆる状況に柔軟
に対応できるよう準備を進めています。

◎主な感染症対策

なによりも大切なのは、参加者、関係者の意識と行動です。大会までの期間、出来るだけ
人混みなどを避けて「罹患しない」「持ち込まない」を意識して行動しましょう（陰性証明、
接種証明、会場での簡易検査などは行いません）

・会場では、熱中症などの影響のない範囲で、特に対面の機会ではマスクを装着しましょう
・競技説明会 →事前のビデオ視聴で行います（大会公式ホームページより視聴出来ます）
・スタート →ローリングスタートとします
・エイドステーション →飲料はペットボトルをセルフピックアップとします。掛水はシャ

ワー形式を主に準備をします
・フィニッシュ → フィニッシュテープはなし。メダル等はセルフピックアップとします
・パーティ、表彰式 →行いません（表彰物などは対象者に後日郵送します）

◎当大会の特徴（大会の個性）
バイクコースでは、ごく一部の区間を除き、交通規制を行いません。そのため参加者の皆

さんには、信号機による交通整理や一時停止の標識・標示に従いながら競技を行っていただ
きます。特に『一時停止』の際には『選手の自身で安全確認を励行すること』をお願いして
います。

具体的な考え方や方法は、この参加要項や競技説明動画で説明しますので、よく理解して
遵守をお願いします。

大会として開催し、順位もつき、皆さんにとっては晴れの舞台でもあります。一時停止を
はじめ、道路交通法を遵守することにはストレスを感じることと思います。しかし、この大
会の実施方法が守られなければ、この大会を続けることは出来なくなります。

参加者の皆さんには、生まれたばかりの大会を共に育てるという想いを持って、常に安全
を意識し、穏やかな気持ちで参加していただけるとありがたいです。
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●前日のスケジュール

◎8月27日（土）

11:00～16:30 メカニックサービス 洞爺湖文化センター（東側駐車場内）
14:30～16:45 受付（選手登録） 洞爺湖文化センター

※大会前日のバイクチェックイン（車検）はありません。バイクやギアは、大会当日各自でトランジションエリ
ア（T1とT2は別の場所です）に設置して下さい

※バイクは、各自で良く整備、点検してください。メカニックサービスを設けますが、パーツ代・工賃など有料
を原則とします

※大会当日の受付（選手登録）は出来ませんので、必ず大会前日に受付（選手登録）を行って下さい



●気候

●北海道の気候

年間を通して湿度が低いため、特に夏は過ごしやすい。梅雨がなく6月～8月がベストシーズンです。9月にはす
でに秋の気配が感じられます。

洞爺湖、羊蹄山麓の属する道央地域は、太平洋型の気候で北海道の中では比較的温暖です。太平洋側の洞爺湖
周辺は北海道としては温暖な気候で、冬の積雪量は比較的少ないと言われています。

一方、ニセコや羊蹄山麓では、夏は高原らしい爽やかな気候が続き、冬は雪が多く、パウダースノーが世界的
に有名です。

●洞爺湖・羊蹄山麓の気候

・8月の平均気温→ 洞爺湖町： 19.6℃
・8月の平均降水量→洞爺湖町：約150mm

今年は、8月上旬時点で猛暑が続いており、湿度も高めになっています。また8月16日には集中豪雨に見舞われ、
多くの道路や鉄道に被害が出ています。ランコースとなる道道578号も一時通行止めとなっていましたが、コース
となる道路、主な幹線道路、JR室蘭本線などについては復旧しており、会場へアクセスに問題はありません。

8月21日時点での天気予報では、大会当日8月28日(日)は、最高気温23度/最低気温17度となっています。8月下
旬は、例年概ねこのような気温となっています。

本州と比較するとやはり平均して気温は低く、特に日が落ち、夜になると一気に気温が下がります。気温の変
化が大きいので、普段着を含めてウエアには十分注意しましょう。
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新千歳空港
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函館市
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●洞爺湖までのアクセス（主会場：洞爺湖温泉へ）
●北海道に向けて

＊航空機
・各地から「新千歳空港」を利用してください。
（新千歳空港と洞爺湖は、直線距離で80km以上離れています。新千歳空港と札幌市内は40km以上離れています）

＊鉄道で
・各地から、JR北海道室蘭本線「洞爺駅」を利用してください

＊フェリーで
・各地から、苫小牧港、苫小牧東稿、室蘭港、小樽港を利用してください

●北海道要所から

＊自動車で
・新千歳空港から 道央自動車道千歳空港I.C.～虻田洞爺湖I.C. 約105km
・札幌から 国道230号札幌～定山渓～中山峠～洞爺湖温泉 約2時間10分
・苫小牧から 道央自動車道苫小牧中央東I.C.～虻田洞爺湖I.C. 約102km
・函館から 国道5号函館～長万部、道央自動車道長万部I.C.～虻田洞爺湖I.C. 約60km

＊鉄道で
・新千歳空港から JR室蘭本線：新千歳空港～南千歳／南千歳～洞爺（特急利用） 約1時間30分
・室蘭から JR室蘭本線：東室蘭～洞爺（特急利用） 約30分
・函館方面 JR室蘭本線・函館本線：函館・新函館北斗～洞爺（特急利用） 約1時間30分

※洞爺駅からは、道南バスで約20分（詳細下記／タクシー［小型のみ］を利用して洞爺湖温泉へ）

＊バスで
・札幌から JR札幌駅～洞爺湖温泉 約2時間40分（予約制：0142-75-2351／1日4往復運行）
・JR洞爺駅から 道南バス 約20分（JR列車の発着に合わせて1日20往復程度運行）
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●メイン会場付近図（洞爺湖温泉）

●各会場の移動
・洞爺湖温泉には、各宿泊施設の駐車場のほか、公共の駐車場があります。ただし収容台数に限りがあるため、
各会場間の自動車での移動は出来るだけ避けていただくようお願いします
・基本的に宿泊施設の駐車場に駐車の上、徒歩、バイクなどで移動して下さい。バイクで移動するときは、ヘル
メットを装着して下さい。
・特にスタート会場、トランジションエリア、フィニッシュ会場付近には選手用の駐車スペースはありません
（付近に既設駐車場はありますが大会関係車輌専用とするなど、運営に使用します）。ご協力下さい
・自動車で参加される方は、乗り合わせ等で出来るだけ車輌数を減らすようにご協力をお願いします。
・送り迎えなどでの路上駐車は避けて下さい。特にスタート、T1、T2ともにトランジションエリア付近の道道2号
線は交通量が多く危険です。必ず駐車場を利用して下さい

●選手登録（会場：洞爺湖文化センター）
●8月27日（土）14:30～16:45

＊提示が必要なもの
・公的機関が発行した写真入りの身分証明証（運転免許証、住民基本台帳カードなど）

※事前に登録確認が取れていない方は、JTUライセンスカードの提示をお願いします（国内居住者）
・大会当日の受付（選手登録）は出来ませんので、必ず大会前日に受付（選手登録）を行って下さい

●ＪＴＵ（公益社団法人日本トライアスロン連合）ライセンスの確認
・当大会の参加には、ＪＴＵへの選手登録が必要です。事前に事務局で登録確認を行っています。確認が取れて
いない方には、事務局より連絡しますので、大会登録会場で各自のＪＴＵライセンスカードもしくは番号を確認
できる資料を印字した書面や端末の画面を提示をしてください
・海外から参加する選手（活動拠点が日本になく、ＪＴＵ登録をしていない選手）は、ワンデーライセンス登
録・支払いで必要です。登録会場で必ず登録・支払いを行って下さい。日本円で1,000円をおつりのないように持
参して下さい
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●バイクコース試走について
・本大会のバイクコースは、農業を基幹産業とする地域を中心に走行します。平日はもちろん、土曜、日曜日も
多くの農家が作業をしており、トラックだけではなく大型の農業機械も多数通行しています。農業機械は車体が
大きく、走行速度も一般車と異なります
・レースを開催するためには、沿道の住民、事業所、農家の方々の理解と協力が欠かせません。試走の際は、交
通法規やマナーを遵守し、横に広がって併走するなど他車の通行を妨げになるような行為や危険な走行をするこ
とのないよう十分注意してください

●スイムの試泳・ウォーミングアップ
・洞爺湖は最深部で180mの水深があります。今回のスイムコースは最深部は約50m程度です。淡水ですから、ウ
エットスーツを着用していても、必ずしも浮くとは限りません
・スイムスタートの有珠山噴火記念公園・珍小島周辺は、砂浜のようになっている場所があり、一見浅いように
見えますが、数メートル泳ぎだしたらすぐに水深が深くなり足が立たなくなります
・このことに恐怖感を覚えることもあるため、大会当日スタート前に、ウォーミングアップしながら、試してみ
て下さい
・大会当日のウォーミングアップ、競技以外は遊泳禁止です。前日等に泳いではいけません

●ここしばらくの北海道の気候
・全国的な天候不順により、大気が不安定な状態が続き、降雨が多く、高温、多湿の状態が続いてました。天気
予報では、この後、大会までは比較的気温が下がってくるようです。そのため相対的に湿度は高くなる事が予想
されます。
・朝方にはバイクコース中盤の留寿都村、喜茂別町、京極町周辺（羊蹄山麓）では霧が発生しています
・湿度が高いと言うことは、汗の発散が抑えられるため、熱中症に陥りやすいといえます。レース中には、早め
早めの水分補給をしましょう。安全、パフォーマンスの向上につながります

★8月17日現在スイムフィニッシュ地点付近の水温は21.0℃前後です（ここ最近の雨天の影響でやや低
めです）。さらに湧水のある場所などは20℃を切る可能性があります

●競技規則について
◎競技規則

・当大会は、公益社団法人日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）競技規則に準拠し開催します
・競技規則の詳細、ペナルティなどについては、競技説明ビデオで審判長より伝達します

◎バイクの走行方法（ローカルルール）
・当大会では、バイク競技において一部区間（約1km）を除き交通規制を行いません。道路交通法を遵守して競技
を行っていただきます。
・信号機による交通整理、一時停止をはじめとする道路標識、道路標示に従って下さい
・コース上で4箇所、一時停止の規制がない交差点で一時停止をして頂きます（壮瞥町内2箇所、豊浦町内、留寿
都村内）
・道路交通法に定められている走行方法を遵守してください

車道の左側端を走行する
並列して走行しない
右折時には、車線中央に入っていかず、左側端を徐行して進み、安全確認の後右折する

※詳細は、バイクコースの項目で説明します

◎携帯電話の携行（ローカルルール）
・バイク、ラン共に誘導員、立哨員を配置しますが、万が一のミスコースや立哨員の居ない場所での体調急変な
どに備えて、携帯電話を携行してください（当日の事務局連絡先：080-1600-6137）

◎保険関係注意事項
・大会中に事故や指定された病気（心筋梗塞や熱中症など）にかかった場合は保険の対象になりますが、大会後
期間が経過した後の申し出の場合、大会に起因した怪我や病気かを証明できなければ、補償できない場合があり
ます
・主催者がお預かりしている間のバイクの損傷、ギアの紛失なども保険の対象となります。こちらも大会後期間
が経つと、損傷、紛失の発生時期が特定できず、補償できない場合があるので、速やかに申し出てください
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●大会当日のスタートまでの動き
＊トランジションエリアオープン 5:30～6:40 T1：噴火記念公園南駐車場

T2：洞爺湖文化センター東駐車場
・ランギアはT2で「赤紐」のバッグに入れて、バイクギアはT1に「青紐」のバッグに入れて設置します
・まず、T2でランシューズ・ギアのセッティングを行ってください（番号順にラックが設置されています）
・T1に移動して、バイクのセッティング、補給食のセットなどを行ってください
・各自のバイク付近にトランジションバッグを使い、ギアをセットしてください。他の選手の邪魔にならないよ
うに注意してください
・T1、T2ともに更衣テントを男女別に設けます。更衣はここで行ってください

＊プレスイムバッグの預かり＆アンクルバンド配布 6:00～6:45
・フィニッシュ後、すぐに受け取りたい荷物は、トランジッションバッグ「黒紐」に入れて、スタート会場（珍
小島）の「プレスイム荷物預かり」で預けてください。貴重品や易損品などは預かることが出来ません。財布な
どは入れず、小銭程度にとどめてください
・また大型の荷物については、出来るだけ避けていただきますようお願いします。バッグの口がふさがっていな
い場合、内容物の紛失につながりやすいので、留意してください
・レースナンバーを確認して、計測用チップの内蔵されたアンクルバンドを配布します。必ず受け取るようにし
てください。
・アンクルバンドは、足首に装着してください。左右どちらでもかまいません。

＊ボディマーキング 6:00～6:45
・上腕もしくは手の甲にレースナンバーを記入してください。スタッフ・ボランティアが記入しますので、スイ
ムエリア入口手前のマーキングテントに立ち寄ってください
・ワセリンや日焼け止めクリームを塗ると、記入できなくなるので、必ず塗る前にマーキングしてください

＊入水チェック 6:40～6:55
・スイムスタートはローリングスタートです。
・プレスイムバッグ預かりの際に配布する「アンクルバンド」を必ず足首に装着してください。アンクルバンド
が無い場合、入水チェックを受けることが出来ず、スタートできません。必ず受け取って、装着してください
・一度エリアに入ったら、退出できませんので、ご注意ください

＊ウォームアップ 6:40～6:55
・スタート前のウォームアップは、入水チェックを受けた後、6時40分～6時55分に限って行うことが出来ます
・時間になりましたら、審判員の指示に従い、退水し、スタートエリアに整列してください

＊メガネ預かり
・メガネをスイムフィニッシュ後すぐに受け取りたい方は、各自でスイムフィニッシュ付近のメガネ預かりデス
クに置いておいてください。スイムフィニッシュの際には、スロープ脇に移動しておきますので各自でピック
アップしてください

2016年8月の実証実験のスタート

晴天だと陽の光の反射があるので、
偏光タイプや濃色のゴーグルの使用が有効です
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スタートはローリングスタートです。
20秒間隔で20人ずつで行います（所要時間約5分）



●スイムコース

・スイムは、洞爺湖（淡水の湖）を泳ぎます
・三角形のコース周回し、④⑦の地点で2回上陸し（周回

チェックあり）、再度入水し2/3周泳ぎ、⑨にフィニッ
シュします（2周回＋2/3周）

・⑨には、スロープに適切な角度で入れるようにブイを設
置し、これを回ってからフィニッシュします

・水温：21.0℃程度を予想しています。
・所々に湧水があり冷水帯があります。また、表面から1m

弱潜るだけで水温は大きく変化します
・水深：泳ぎだしてすぐに水深が深くなり、コース上の最

深部は約50mです。コース上では全く足は立ちません
・折返し（②、⑤、⑧／③、⑥）には、高さ3.2mの大型ブ

イを配置します
・コースに沿ってガイド・ブイは配置しません（水深が深

く、ブイが流されてしまうため、最小限の物しか設置出
来ません）

・ライフセーバー、水上バイク等を配置し、皆さんの安全
を確保し、パトロールを実施します

・ライフセーバーが必要を感じた場合、選手に声がけをし、
体調を確認します。これに対して二つのサインで返答
してください。
＊手のひらで頭頂部を叩く
＊大きな声で「大丈夫」と答える

・この二つが速やかに出来ないときには直ちに救助します

●制限時間
・スタート後：1時間15分が制限時間です。今回はローリングスタートを行うため、最後のグループがスタートし

てから1時間15分とします。
・大幅に遅れている選手は、審判員、パトロール要員の判断で競技の中止を命じる事があります
・トライアスロン競技中に発生する、命に関わる事故のほとんどがスイムで起こっています。少しでも体調の異
変を感じたら、参加を止める、リタイヤをするなど、自分の身は自分で守ってください。スイムスキップも可能
です。競技開始前あるいは、競技開始後の場合上陸地点（④、⑦）で8時00分までに、審判員に申し出てください。

●ウェットスーツ規定
・JTU競技規則により、下記の規定により運営します

水温20度以下の場合、着用義務づけ
水温20度以上の場合、着用推奨

・想定される水温は21.0度℃程度ですが、湧水などにより部分的に水温が低い箇所もあり、淡水であるため、着
用を強く奨励します

●トランジション（T1）
・各自のナンバーを付したバイクラックの所定の位置にバイクをセットしてください（当日5:30～6:40）
・バイクギアは「青紐」のバッグに入れて、各自のバイクラック付近にセットしてください。他の選手の邪魔に
ならないように注意してください
・各自のラック付近でトランジションを行うことが出来ますが、更衣する時には更衣テントを使用してください
・使用を終えたスイムギアは、「青紐」のバッグに収めて、各自のラック付近においてください。他の選手の邪
魔にならないように注意してください
・「青紐」のバッグは、主催者が回収し、T2（洞爺湖文化センター東駐車場）に移動し、最終フィニッシュ後に
T2のバイク＆ギアと共に返却します。
・「青紐」のバッグに収納されていない物品は「落とし物」として取り扱います。T2で「落とし物」とし一括し
て各自の申し出によりお返しすることになるので、紛失や破損の責は負いません。

※洞爺湖は遊泳禁止です。
大会当日のウォーミング
アップ、競技以外は、泳
ぐことは出来ません

－７－

制限時間：スイムアップ 8時20分
バイクスタート8時25分



●バイクコース
・ごく一部の区間（約1km）を除き、交通規
制はありません。
・道路交通法に従い、走行する必要があり
ます
・例外的に、1箇所の信号機（壮瞥町内／昭
和新山入口）は、往路4.9km地点のみは、伊
達警察署の協力により「青」（進むことが
出来る）固定表示となるため、停止するこ
となく進むことが出来ます。

※左折時はみ出し走行禁止
・喜茂別町から京極町に向かう地点の左折
箇所（63.6km）が、風除板（地吹雪防止
壁）の隙間にあたり、入口を見定めにくい
交差点となっています
・このため、例年、左折時に減速が間に合
わず、一旦右に振ってから左折する選手が
多く見られます
・一般車両が走行しているため、大変危険
です
・カウントダウン式の看板（100ｍ→50m→
20m）を設置するほか、はみ出し抑止のため
のコーンを設置します。
・「100ｍの看板見たら、早めに減速」でお
願いします
・このほかにも、道道97号線から道道777号
線の入口の横断右折地点も見通しが悪く、
カウントダウン式の看板を設置しています

－８－

◎バイクでの法規遵守
冒頭にも記載しましたが、北海道トライ

アスロンでは、競技と言えども、道路交通
法を遵守しての走行が求められます。

しかし、残念なことに、これまでの大会
で、一時停止が遵守されないケースが報告
され、ペナルティ対象となったケースもあ
りました。

規制をかけず、交通法規を遵守して走行
するという、このスタイルでの開催が出来
なくなれば、大会の継続は難しくなります。
また、一時停止を守らないことは選手自身
や一般通行者の生命を危険にさらすことに
もなります。

一時停止とは『完全に車輪が停止するこ
と』です。道路交通法では、「一時停止の
標識・標示のある交差点では「一時停止を
して、安全を確認し、発進すること」が定
められています。

◎道道2号工事迂回のためのコース変更

バイクスタートして約2.8km地点（壮瞥町
内）で道路工事が行われており、大会当日
は約320mにわたり未舗装であることが確定
しています。山側に迂回ルートを取ります
が、往路では2回の右折横断が必要となるほ
か、急勾配となるなど十分な注意が必要な
区間です（10ページで詳細）。



●バイクコースの走り方

◎信号機の遵守
・コース上には、2交差点、合計3回、信号機による交通整理が行われている交差点を通過します
①往路：昭和新山入口交差点（4.9km/壮瞥町） →選手側標示は通過中「青（進むことが出来る」固定
②川西集会所（BAS③）先交差点（69.2km/京極町）→標示を遵守
③復路：昭和新山入口交差点（132.9km/壮瞥町） →標示を遵守

◎一時停止の遵守
・コース上には、合計22箇所、一時停止の規制が設定されている交差点があります
・既設の一時停止標識以外でも4箇所で、主催者による「一時停止」を競技規則として定めます（合計25カ所）。
さらに道路管理者による「一時停止奨励」の指示が2箇所あります。
・看板に加え、警備員、立哨員が、一時停止箇所であることをかけ声、ジェスチャーで示します
・確実に一時停止し、交差道路などの安全を確認して進んで下さい

※一時停止とは、『車輪が完全に止まる事』です。動きながら足つきをする、徐行するでは不完全です
・警備員、立哨員が「一時停止箇所であることをお知らせ」をします。一時停止は確実に励行して下さい

※これまで、一部で警備員、立哨員が安全確認の補助として「進んで良い」と指示をしていたとの報告があり
ますが、今後は一切いたしません（危険が差し迫っている場合、制止することはあります）

※過去の大会で選手が、警備員、立哨員に「進んで良いか？」「一時停止はこれで良いか？」と質問するケー
スがあったようですが、警備員や立哨員はそのような判断をする立場にはありません。安全確認は選手自身
でおこなってください。競技に関する判断は審判員が行います

2016年の実証実験の際の一時停止箇所（国道230号横断）の様子。停止線で確実に止まりましょう

◎右折の方法
・コース上には、合計11箇所、一時停止がなく、右折する交差点があります
・交差点が近づいても中央線側に入ってはいけません
・必ず、左側端に沿って徐行し、前後の安全を十分に確認してから右折を開始して下さい
・右折交差点近くには「この先右折」の看板を主催者が設置します
・看板に加え、警備員、立哨員が、右折箇所であり、徐行、安全確認が必要なことをかけ声、ジェスチャーで示
します
・左側端に沿って、確実に安全確認し進んで下さい
・警備員、立哨員が「安全確認の補助」をしますが、安全確認は選手自身で確実に励行して下さい
・見通しの悪い箇所も含まれます。一時停止をするつもりで臨んで下さい

2016年の実証実験の右折箇所（今回はコース外）の様子。徐行で進み、安全でないと思われれば、停止する

－９－



●バイクコースの要注意ポイントをいくつか

◎洞爺湖畔遊歩道
・バイクスタートから約1.8km続く湖畔遊歩道を走行する
区間は、石畳になっています。コーンでコースを示しますの
で、左側通行ではなく、遊歩道右側の比較的舗装が細かい
部分を走って下さい。

・一部、段差があったり、進行方向に細く溝が出来ている箇所があるので注意して走行して下さい

◎道道2号工事迂回ルート（往路：2.8km地点、復路：134.8km地点）

・往路は、セイコーマート
の先で「右折横断」します。
・交通量が多いので、特に
後方の安全確認を徹底して
下さい
・右折後は徐々に急勾配に
なります

・復路は、道道から左折して迂回路に入ります。坂を登った突き当たりの右折は見通しが悪く「道路管理者によ
る一時停止推奨」があるので、十分に左右を確認してください。
・途中アップダウンがきつく、見通しが悪いのでキープレフトを守ってください
・迂回路後半の下り坂途中にコースを横断する側溝があり段差があるので十分に減速通過してください

●バイクコースのエイドステーション
・コース上の４箇所にエイドステーションを設けます。往路復路で５回補給可能です。

・各エイドステーションでは、必ず停止して補給を受けるようにして下さい。選手だけではなく、ボランティア
の安全を期するためにも、停止しての補給を守って下さい
・バイクエイドステーションでは、ミネラルウォーター、スポーツドリンクを準備します
・今回の大会では、感染症拡大防止のために、全てペットボトルで（市販の500mlタイプ）準備し、選手自身で
テーブルからピックアップしていただきます
・その場で、自身でキャップを開けて補給するか、各自のバイクボトルに入れ替えてください（ペットボトルの
まま持ち去ることは禁止です）
・補給食は、BAS3 と BAS4 にエナジーゼリーを各1個を用意します。それ以外は各自で用意して下さい

種目 回数 名称 距離 間隔 行政 場所

1 BAS1 24.2km 23.9km 洞爺湖町 とうや水の駅

2 BAS2 53.2km 29.0km 留寿都村 ルスツグランド東側

3 BAS3 69.4km 16.2km 京極町 川西集会所

4 BAS4 87.7km 18.3km 真狩村 知来別克雪管理センター（向かい空き地）

5 BAS1 114.4km 26.7km 洞爺湖町 とうや水の駅

バイク

－１０－

◎TA入口の変更
TAのすぐ手前の交差点に信
号機がついたため、TA付近
でルートが変更になってい
ます



●トランジション（T2）
・各自のナンバーを付したバイクラックの所定の位置にバイクをかけてください
・あらかじめ当日早朝にバイクラック付近に「赤紐」のバッグをセットしてあるはずですから、各自のラック付
近でトランジションを行うか、更衣する時には更衣テントを使用してください
・使用を終えたバイクギアは、「赤紐」のバッグに収めて、各自のラック付近においてください。他の選手の邪
魔にならないように注意してください

・「赤紐」のバッグに収納されて
いない物品は「落とし物」として
取り扱います。「落とし物」とし
一括して保管し、各自の申し出に
よりお返しすることになります。
紛失や破損の責は負いません。

●ランコース
・トランジションから折返し区間
までは、最初と最後の1往復のみ走
ります。
・折返し区間は2往復します
・それぞれの往復を終えて、トラ
ンジションに戻りフィニッシュま
での間は1回だけ走ります。
・2往復する区間（地図の上＝北側
＝道道578号線）は交通規制が行わ
れ、車道を走ることが出来ます。
・ただし近隣住民の車輌と大会関
係車両は通行しますので、十分に
注意して、左側端を走行してくだ
さい。
・歩道を走行する区間（国道230号、
道道2号線歩道）は、往復します
から、集中力を保ち対向選手との
接触などがないように注意して走
行してください
・公園内を走行する区間（有珠山
噴火記念公園）は、遊歩道を往復
しますので、接触などのないよう
に注意してください
・湖畔遊歩道は、観光客も多く散
策するなど賑わっていますので、
接触などのないように注意してく
ください。
・湖畔に出てすぐに、フィニッ
シュ直前の選手と交差します。ラ
ンナー同士の交差に注意が必要で
す。優先は先行する選手です。
誘導員や審判員が安全確認の補助
を行いますが、各自でも十分に注
意してください

・ランスタート後、約150の信号機
交差点で道道2号を横断します。
伊達警察署の協力により、警察官
が信号操作して、ラン選手の横断
をサポートします。警察官、警備
員、誘導員の指示に従って横断し
てください。

車道の左側端を走行
（交通規制あり）

緑のトンネルによる日陰が多い

歩道走行

公園内
湖畔

遊歩道

－１１－※注意：エイドステーション位置修正

歩道走行

信号機

制限時間：ランスタート15時05分

制限時間：
フィニッシュ18時05分



●ランコースのエイドステーション
・コース上には、4地点にエイドステーションを設けます。トランジションエリア、スタート、フィニッシュを含
め合計13回補給、コース上11回の補給が可能です。
＊ご用意する飲料と補給食
・飲料は、全てのエイドステーションで、水、スポーツドリンクを提供します。感染症拡大防止の観点から、
ペットボトルを各自でピックアップする方法とします。目安として1回の補給について水500ml、スポーツドリン
ク500mlを各1本を目安に準備しています。
・補給食は、エナジーゼリーを用意します。配置は下の表をご覧下さい。感染症拡大防止の観点から準備数は最
小限に抑えていますので、選手自身でも十分な準備をお願いします（例年準備しているバナナや軽食の準備はあ
りません）。

＊ゴミはしっかりと後始末
・各エイドステーション付近には、ゴミ袋を設置しています
・ペットボトルや補給食の包装などは、エイドステーション付近で捨てるようにしてください
・エイドステーションから離れた場合には、次のエイドステーションまで移動して捨てるようにしてください
・間違っても、夢中になっていても、畑、湖、路側にゴミを捨ててはいけません！ 農家の皆さんが丹精込めて
作った作物に被害を与えます。また洞爺湖畔は国立公園です。自然を守りましょう！
・競技規則におけるルール以前の問題として、マナーある行動をお願いします（美しい畑や洞爺湖を見ていると、
ゴミを捨てる気にはならないのですけれど...）

－１２－

種目 回数 名称 距離 間隔 場所・住所 場所

TA2 0 T2AS 0.0km 0.0km TA2 洞爺湖文化センター東駐車場

1 T1AS 1.4km 1.4km TA1 噴火記念公園南駐車場

2 RAS1 3.3km 1.9km 洞爺湖町洞爺湖温泉213 道道578号線南起点

3 RAS2 5.6km 2.3km 洞爺湖町月浦44-42 ポロモイスタジアム南交差点

4 RAS3 7.6km 2.0km 洞爺湖町月浦131 北月浦バス停

5 RAS2 9.7km 2.1km 洞爺湖町月浦44-42 ポロモイスタジアム南交差点

6 RAS1 12.1km 2.4km 洞爺湖町洞爺湖温泉213 道道578号線南起点

7 RAS2 14.5km 2.4km 洞爺湖町月浦44-42 ポロモイスタジアム南交差点

8 RAS3 16.5km 2.0km 洞爺湖町月浦131 北月浦バス停

9 RAS2 18.6km 2.1km 洞爺湖町月浦44-42 ポロモイスタジアム南交差点

10 RAS1 20.9km 2.3km 洞爺湖町洞爺湖温泉213 道道578号線南起点

11 TAAS 22.8km 1.9km TA1 噴火記念公園南駐車場

12 FAS 23.1km 0.3km フィニッシュ会場 噴水広場東側通路

ラン

TA2(B→R) TA1(ラン) RAS① RAS② RAS③ フィニッシュ

文化センター 噴火記念公園 道道578南入口
ポロモイ

スタジアム
北月浦折返 噴水広場

0.0km
1回目： 1.4km
2回目：22.8km

1回目： 3.3km
2回目：12.1km
3回目：20.9km

1回目： 5.6km
2回目： 9.7km
3回目：14.5km
4回目：18.6km

1回目： 7.6km
2回目：16.5km

23.1km

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

500mlペットボトル ○
シャワー式 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

ドリンクゼリー

スポーツドリンク
（500 or 525ml ペットボトル）

エナジゼリー

塩分補給タブレット

掛け水

エイドステーション

距離

飲み水
（500mlペットボトル）



●メカニックサービス
・各自で十分に、整備、調整の上大会にお越し下さい。
・会場でのメカニックサービスは、大会前日の受付・登録会場の洞爺湖文化センター付近で対応します。工賃、
部品代は実費を直接お支払い願います
・メカニックサービスでは、航空機への持込・預託の出来ないエアカートリッジについて販売します
・大会当日のスタート前にも対応しますが、緊急対応としますので、通常の整備は前日までに行って下さい
・コース上の巡回メカニックはありません
・競技中のメカトラブル、パンクなどには、各自で対応して下さい。簡単な工具やスペアチューブ、ポンプなど
は各自で準備し、携行して下さい

◎メカニックからのメッセージ
①最近はスポークのサイズが多様化しているため、現地のメカニックサービスがすべてのサイズを用意すること
はできません。心配な方は、各自で適合するスポークを持参してください

②昨年の大会では、バイクの輸送に際して、自分でハンドルを分解してヘッドコラムスペーサーを紛失した事例
が複数見受けられました。ご注意ください！

③飛行機の受託手荷物にする際、Di2（シマノの電動タイプのディレイラー）の電池を外すように航空会社カウン
ターで指示されます。その際、電池のワイヤーの紛失に注意が必要です。

●救護・リタイヤ・回収
・スイム会場、フィニッシュ会場に救護所を設けます
・コース上には、救護所はありません。審判団の車輌、事務局の車輌などが巡回します
・コース上、場所によっては、急行しても時間がかかる可能性があります
・体調に変化があった場合などは、無理することなく、早めに誘導員などがいる場所に停止し、携帯電話で主催
者に連絡を取って下さい
・状況に応じて、審判車輌、回収車輌、救護車輌などによって対応します
・最後尾には、審判車輌、回収トラック、回収バスが帯同し、大幅に遅れている選手の対応にあたります
・制限時間に間に合わないと判断される場合には、審判員により失格の宣告の上、回収車輌に乗車していただき
ます
・リタイヤする際には、審判員、立哨員などにその旨を告げる、あるいは自身で携帯電話で本部に連絡を取って
下さい。申告のないリタイヤは、捜索を行わなければならなくなるなど、多大な負担となってしまうので、その
様なことのないように、お願いします

当日の主催者連絡先：０８０－１６００－６１３７（当日のみ）
メモリーなどに入れておいて下さい

－１３－



スイムスキップの条件

◆スタート前 近くにいるTO(審判員)に申告する

◆スタート後 8:00までに折り返し上陸ポイントの
TO(審判員)に申告する

※スイムスキップした選手は、次の競技に進むことができますが
完走扱いにはなりません。

重要

スイムスキップ以外でスイムを中止した選手
は、次の競技に移ることができません。

※スイムスキップした選手は、8:25BIKE STARTからスタート
しますので、着替えて集合してください。



１．完全に車輪が止まっていること

２．左右の安全を確かめること

※一時停止の条件に止まって足が地面につくかつかないかは

関係ありません。

また、TO(審判員)から見て停止していないと判断されれば

どんなに停止したと主張しても停止していないと判断され

ますので、条件を完全に履行してください。

一時停止についての抗議は受け付けません。



１２m

ドラフティング

センターライン
オーバー



北海道トライアスロン競技ルール（抜粋）
大会審判団から再確認をお願いしたい事項

【基本的な規則】

・バイクに乗車中（競技中、試走、トレーニング中等いかなる場合も）は、必ずヘルメットを装着してくだ
さい

・裸体での競技は厳禁です

・レースナンバーを加工（余白の切り取り、穴あけ）してはいけません

・バイクは、通路側に前輪が来るようラックにサドル掛けにしてください
（※構造上サドル掛けできない場合は、審判員の指示を受けて下さい）

【使用資機材について】

・ウエットスーツの厚さ⇒5.0mmを超えてはいけません
（※セパレーツタイプは重なる部分も含めて5.0mmを超えてはいけません）

・カメラ、ヘッドフォン、イヤフォンは使用禁止です

・ヘルメットにひび割れがある等車検に不合格の場合は、使用できません

・ヘルメットのストラップを締めてからバイクに触るようにしてください

・バイクをラックに掛けてからヘルメットのストラップを外してください

【乗車・降車ライン】

・乗車⇒乗車ラインを超えた地面に完全に片足が着いてから乗車してください

・降車⇒降車ラインを超える前に完全に片足が着いていなければなりません

【ドラフティング】

＊ドラフトゾーン
・先行する選手のバイクの先端から後方12mとします
・ドラフトゾーンに侵入可能な時間は25秒間とします

【道路交通法の遵守】

・信号機による交通整理、一時停止などの道路標識・道路標示による規制を遵守すること

・道路交通法に定められる走行方法を遵守すること
並列走行してはならない
右折時には、中央線側に入らず、左路側端に沿って徐行、安全確認後に右折する

・現場警察官の指示に従うこと

・標識等による規制はないものの、北海道警の指示により「競技中の選手に対し、主催者の指示により一時
停止を励行させるように」との指示がある交差点が、4箇所あります

・これらに従わない場合、競技規則違反と同等にペナルティの対象とします

【ペナルティ】

・ミドル及びロングディスタンス競技では3回目のタイムペナルティをあたえられると失格になります

・ペナルティの方法、種類については、競技説明会で審判長が説明します

・安全上の理由でレースから離れても、発生地点に戻らなければなりません。いかなるアドバンテージも得
ることはできません

－１４－



トライアスロン・関連複合競技の大会参加者への基本注意事項（改定第1版）

（出典：公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU））

競技の特性
トライアスロン、デュアスロンそして関連複合競技（以下、トライアスロン）は、スイム（水泳）、バイク（自転車）、ラ

ン（ランニング）を特設コースで連続して行います。そのため、トライアスロンは、「レジャースポーツ」としてよりも「競
技スポーツ」として認識し、十分に準備をして大会に臨む必要があります。レースを完走するための第一歩は、それぞれの特
性と危険要因を知り、「レースを想定した日頃からの練習と健康管理」を行うことです。

2．スイムの特性
スイムは、水温、潮流、波など変化の激しい海、川、湖等で行われるため、競技者は予期せぬ危険に直面します。スタート

地点で適温と感じても、沖合では身体が冷えこんできます。誤って飲んだ水が肺に入り込むこともあります。耳管に水が入っ
て、錐体内出血を起こせば平衡感覚を弱めます。また、選手同士の接触で顔をけられてケガをすることもあります。プールで
泳げるだけでは不安です。オープンウォーターで続けて泳ぐ力を身につけ、選手同士でぶつかりあう練習もしてください。
「口から息を吸って、口から息を吐き出す」息継ぎは慣れが必要です。ブイにつかまって一休みすることはルール違反では

ありません。低体温対策には、自分の身体にあったフルウェットスーツ着用が必須です。ヘッドカバーも効果があります。基
本はウエットスーツなしで泳げることです。

3．バイクの特性
バイクは、身体が冷えたままスタートするため、乗り慣れたバイク操作がおぼつかなくなるものです。循環器系のサイクル

も変わり、血圧の上昇など心臓への負担が増大します。さらに、前傾姿勢が続くことで呼吸がうまくいかず、めまいを起こし、
転倒や追突につながることもあります。

競技コースは、使用許可を受け一般公道や施設内に特設されます。競技の制限時間内でも、交通規則が適用されています。
運営スタッフや審判員の監視があっても、突然コースに飛び出した人との接触事故が起きています。
「前方注意義務」を忘れないでください。周囲に気を配るのは、一般車両を運転しているときと同じです。エアロバーの使

用により、ハンドル操作が難しくなるだけでなく、視野がせまくなり、一瞬のブレーキ操作が遅れます。急ブレーキのために、
前後のブレーキの効き方を体感してください。ときに転倒は避けがたいことです。その瞬間、「ハンドルから手を離さず、体
をまるめましょう」。肩口に擦過傷を負っても、頭部を守り、骨折をする確率が低くなります。

4．ランの特性
バイクで大腿（ふともも）が疲労し、身体を支える力が足りないまま、ランが始まります。炎天下・高温多湿のなかでは熱

中症が起きやすく、汗で電解質（主にナトリウム）が失われるため、水だけの補給では低ナトリウム性の脱水症が起こりがち
です。スポーツドリンクや塩タブなど、水と一緒に塩分を補給すると効果的です。声援の多いランでは、ついラストスパート
をしがちです。ここで倒れ、救急車で運ばれるケースが目立ちます。

5．変化する体調への備え
トライアスロン大会の経験者でも、運動負荷心電図検査などの定期検査が有効です。初挑戦の方、体力が衰え始める４０歳

後半から５０歳以上の年代の事故率が高まっています。
距離が短ければエネルギー消費は低い反面、平均速度が上がり、呼吸・循環器系への負担が増加します。競技中の身体は、

内的・外的要因により思わぬ変化をするものです。競技中はもちろんのこと、大会前も体調変化に気をつけ、体調不良に柔軟
に対応できるよう心がけてください。大会前日の過度な飲酒が事故につながったとされる報告もあります。

6．大会保険の必要性
大会の一般的な保険は、競技中の傷害事故（いわゆるケガ）が対象です。熱中症、急性心不全（心臓マヒ）等は対象になり

ません。入院や通院での損失補てんも対象外です。

→ （大会事務局注記）北海道トライアスロンでは熱中症、急性心不全も保険の対象です

海外の大会では、参加選手が独自に保険に入ることが競技規則に明記されるなど、日本とは方式が異なります。大会用の誓
約書により、保険内容を受け入れて参加しているものと見なされています。

7．選手の自己管理の重要性
トライアスロンは、エアロビクス効果の高い競技です。大会開催では、ボランティアや役員が「選手の安全を守るため」最

善を尽くしています。それでも、コース全域、全選手のすべての行動を守ることはできません。事故を防ぐために、次のこと
をお願いします。

１）ルールとマナーを守る。
２）体調を把握し、自分のペースを守る。
３）水分補給を十分に行う。
４）無理をしないで完走をめざす。

トライアスロンを楽しむために、「勇気あるリタイアが明日への挑戦につながる」ことを提唱します

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）
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トライアスロン大会参加選手用・熱中症対策（2013年6月8日改訂）
公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）

JTUメディカル・アンチドーピング委員会、JTU強化チーム

【はじめに】
暑いさなかに、トライスロン参加選手が快適で安全に競技し、ベストパフォーマンスを発揮するために注意しなければなら

ないことをメディカル面からまとめました。日頃から、選手自身の身体のリズムや機能を知るために、次の内容をよく理解し
大会に備えてください。

１．ポイント

１）体温が上がりすぎると、身体能力（パフォーマンス）が低下し、同時に判断能力が低下する。暑熱環境下で運動機能を維
持するには、体温を下げる努力が効果を発揮する。

２）体温を下げるには、①定期的な水分補給、②カラダに水をかけ直接冷やすことが重要。③帽子を被れば、頭部への輻射熱
をさえぎることができる。

３）エイドステーションを一つ飛ばせば、数秒は早くなる。しかし、それで脱水ぎみとなれば、1分以上のペースダウンにつ
ながるかもしれない。

４）バイクでは、ボトル2本（ノーマルサイズ）＝1リットルは準備したい競技用アイテムである！
５）バイク終了時にボトルに水が残っていると、「給水が不足気味」の目印といえる。
６）保冷ボトルを活用すれば、冷えた水が、身体の中から体温を低下させる効率が上がる。
７）レース前、レース前日からの給水が大切。レース前から、身体は水分を発散している。

２．レース中に補給すべきもの

1. まずは水分。
１）レース中の体重減少は、大部分が汗によって水分を失ったことによるもの。
２）体重の2％以上の水分を失うと血液濃縮が始まり、3％以上で運動機能が低下する。そのため、体重減少が2～3％以内に収

まるように水分を補給しなければならない。
＊スタンダードディスタンス（51.5km）での自分自身の体重の減り具合と必要補給量を知る。異なる気象条件と運動強度で、
体重減少を実際に測定しレースに生かす。

＊例）気温25℃、湿度60％で体重70kgの選手が、補給なしで10kmを60分で走ると、体重1kgが減る。2時間30分で完走する間に
体重2.5kgが減少すると仮定する。体重減少を2％（＝1.4kg）以内に収めるには、2.5-1.4=1.1(kg)の水分補給が必要。
バイクボトル2本分＋αの水分補給が必要となる。

2. スタンダードディスタンス（51.5km）以上であれば、塩分補給が欠かせない。
１）汗と一緒に塩分も体の外へ出る。汗に含まれる塩分は、1リットル中平均1.75～3g。
２）水分を補給しても塩分が足らないと、浸透圧を一定に保つため、水分が血管の外へ出てしまう。これにより、脚がつりや

すくなる。
３）塩分が足らないまま、水分だけを採れば、水分が血管外へ逃げてしまう。
４）2時間以上の運動、急激に大量の発汗をした時には、塩分補給が必要となる。
５）補給量は、汗と一緒に失った量よりも少ないくらいでＯＫ。体の中にも塩分は含まれているので、少々の塩分喪失には対

応できる。
６）一般的なスポーツドリンクの、ペットボトル500mlに含まれる食塩は0.4～0.6g。
※ スポーツドリンクの塩分計算方法：成分表示「Na」を2.5倍したら食塩の重さとなる。
７）薬局で売っている飲む点滴（経口補水液）には、ペットボトル500mlに食塩が約1.4g含まれる。
８）自分で「飲む点滴」を作るときは、ペットボトルの水かスポーツドリンクに食塩を入れる。目安は、2本の指でしっかり

つまんで約0.5g。
９）塩分を摂りすぎると、血管外に水分を貯め込み、身体がむくんでしまう。塩分摂取は大事だが、摂りすぎにも注意しなけ

ればならない。
10）意識して塩分を摂る必要があるのは、レースの時のように、急激に大量の発汗をして汗とともに塩分を失ったとき。日

常生活で常に塩分を多量に摂るのは控えたほうがよい。
11）心臓や腎臓に持病があり、医師から、塩分制限を指示されていたら、特に注意が必要。不安があれば、救護所の医師に相

談してください。
12）塩分補給も含め日常のバランスよい食事が大事。レース当日の朝食に梅干し（中くらいで食塩0.6g）のおにぎりと味噌汁

（1杯で食塩1～2g）を食べれば、しっかりと塩分補給できる。

これで熱中症を防ぐだけでなく、レース中のパフォーマンスアップも期待できます。ぜひ、参考にしてください。

大切なことは、自分の体調を感じながらレースを続けることです。一休みすることが、何より効果があることを忘れないで
ください。（以上）

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）
JTUメディカル・アンチドーピング委員会、JTU強化チーム
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運動中の事故を防止するために
～競技団体からの提言～

トライアスロンはスイム（水泳）、バイク（自転車）、ラン（ランニング）を自然の中で連続して行う魅力的
なスポーツで近年愛好者が増加していますが、残念なことに競技中の死亡事例が発生しています。トライアスロ
ンは、「レジャースポーツ」としてよりも「競技スポーツ」として認識し、十分に準備をして大会に臨んで頂く
スポーツです。

そして、トライアスロンに限らず、マラソンやゴルフや他のスポーツでも運動中に突然死を起こす事例が発生
しています。以下に運動中の突然死の原因となる身体の異常・疾患と定期健診の重要性、健康を自己管理するこ
との重要性、熱中症や重症事故などにつながる危険な条件とその対策について記します。

＜運動中の突然死について＞

運動中突然死の原因となる病気は、年齢により異なります。

（1）中高年（40歳以上）のスポーツ中の突然死は、その多くが狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、すなわち
心臓の筋肉への血流が不足して発生する病気が原因となっています。これは生活習慣病の中で冠危険因子と
呼ばれる高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満や、喫煙などが動脈硬化を進めてしまうことが原因となること
が多いです。

（2） 一方青少年のスポーツ中の突然死では、肥大型心筋症や冠動脈奇形などの先天性・遺伝性の心臓病や不整
脈が原因となることが多いです。

これらの病気は事前の検査で分かります。従って以下の項目に該当する人は、病院で検査を受けることを推奨
します。

●特に40歳以上の方には強く推奨します。

1：心臓病（心筋梗塞、狭心症、心筋症、弁膜症、先天性心疾患、不整脈など）の診断を受けたことがある。
2：突然、気を失った（失神）ことがある。
3：運動中に胸の痛みやふらつきを感じたことがある。
4：血縁者の家族・親族で'いわゆる心臓マヒ'で突然死された方がいる。
5：血圧が高い（高血圧）。
6：血糖値が高い（糖尿病）。
7：血中のLDLコレステロール（悪玉コレステロール）や中性脂肪が高い（脂質異常症）。
8：肥満（BMI≧25）（注．BMI：Body Mass Index＝体重[kg]÷(身長[m])2）。
9：タバコを吸っている。

（上記のうち5～9は心臓の病気に直結する訳ではありませんが､潜在的な要因として注意する必要があります。）

受診先は、循環器内科もしくはスポーツドクターがいる病院が適切です。かかりつけの医師がいる場合は、ま
ずかかりつけ医に相談してから検査を受けてください。必要な検査は医師が判断しますが、運動負荷心電図を含
めたものが望ましいです。

スポーツドクターにはいくつか種類がありますが、日本体育協会が公認するスポーツドクターは以下のURLで専
門科も含めて検索出来ます。 http://www.japan-sports.or.jp/tabid/75/Default.aspx

＜所見＞

年齢にかかわらず激しい運動と脱水が重なると、人間の心臓は心室細動を起こしやすくなります。この心室細
動が起きると心停止の状態になりますので、トライアスロンやマラソンなどの激しい運動を行うときには注意が
必要です。

最近の半年間のうちに十分な練習と準備が出来ていない場合には特に注意することが必要です。いくら過去に
大会出場経験や運動経験があっても過信しないことです。（昔のイメージを信じて無理をする方は、特に危険で
す。）また、ランニング中・マラソン中の心停止は、フィニッシュ付近での発生率が高いことが知られています。
限界まで追い込む無理なラストスパートは、特に高強度の練習を十分積んでいない選手は控える・無理をしない
レースプランが必要です。
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＜水泳について＞

トライアスロンの死亡事例は、水泳中（海や川、湖などのオープンウォーター）に多く発生しています。成人
の水泳中の死亡事故の発生メカニズムについては、以下の点が考えられています。

1：冷水刺激による反射…急に顔を冷水につけると、迷走神経反射で心拍数が下がり徐脈になります。時として不
整脈を誘発し、心停止に至ります。

2：飲酒…大会前日夜の最終飲酒からの時間が短かったり飲酒量が多いと、前夜のアルコールが血中に残存してい
る可能性があります。

3：胃の膨満…食事や水分を摂りすぎた後にすぐ泳ぐと、腹腔内圧の上昇で心臓を圧迫します。

4：恐怖感…いわゆる「パニック」で溺れるものです。

5：筋ケイレン…泳いでいる時に下肢などの筋肉が痙攣を起こして溺れるものです。

6：平衡失調…呼吸の際に誤って鼻から水を吸い込み、吸い込んだ水が耳管の中で行き来して、圧変化により内耳
の中にある錐体内に出血を起こすものです。

7：意識消失…過呼吸による「ノーパニック症候群」、冷水を気管内に吸引してしまうことにより迷走神経反射で
心拍数が低下するものです。

（参考文献：「水死事故－そのメカニズムと予防対策」）

これらは、泳げる者の溺死原因として知られています。初心者だけでなく泳げる人も十分な注意が必要です。
また、運動中突然死の原因となる病気が水泳中に発生することも多いので、先に示したメディカルチェックを受
けることを推奨します。

また、トライアスロンやオープン・ウォーターの大会では、ウエットスーツは浮力が得られるため使用を推奨
することが多いですが、サイズがきついと胸や腹部を圧迫するため、胸腔内圧や腹腔内圧が上昇して心臓を圧迫
する危険があります。レースの時のウエットスーツは、何度か使用して身体に馴染んだものを使用することが適
切です。古くてゴムが劣化したものや逆に新品で身体に馴染んでいないものは、どちらもレースでの使用は控え
ることが望まれます。

水温が低い時には、たとえウエットスーツを着用していても身体を露出する部分が多いほど体温を奪われます。
各大会で発表する水温や気温などの気象条件を参考にして、気象条件に合ったウエットスーツを選ぶことが必要
です。

逆に水温が高いときにウエットスーツを着用すると、体表からの熱放散が困難になり、スイム中に熱中症を起
こす可能性があります。（スイム中は通常水分補給が出来ません。）特に温水プールに近いくらいの水温の時の
ウエットスーツ着用での30分以上のスイム競技は、選手個人での充分な熱中症の対策が必要となります。

また、他の選手との接触の可能性が常にあり、蹴られたり、身体をつかまれたり、上から乗られて沈んだりす
ることもありますので、大会出場前には大勢の選手と一緒に泳ぐ（集団水泳）練習を行うことも推奨します。

海で泳いでいる時に少量の海水を誤嚥（間違って気管の中に入ってしまう）すると、海水の塩分濃度は体液の
塩分濃度の10倍以上ありますので、体の中の水分を引っ張って膨れ上がり、時間経過とともに肺水腫が起きてし
まいます。胸部レントゲンで最初は異常がなくても、後から真っ白になるのが特徴です。スイムを上がった後、
バイクの途中までは大丈夫でもそのうちに咳が出てきて止まらなくなり、血が混じった痰が出たり、息苦しくて
レースを続けることが出来なくなり、無理をすると危険な状態となることがあります。

海・川・湖などのオープンウォーターは、プールでのスイムとの違いを十分に認識し、ウエットスーツ着用の
スイムを過信するのは大変危険ですので、個人のリスクを意識した大会参加を心掛けることが必要です。（ウ
エットスーツ着用無しでもレースの距離を泳げるだけの泳力をつけてからレースに出場することを強く推奨しま
す。）

注）公益財団法人日本水泳連盟が示す「OWS(オープンウォータースイム)検定基準」では、例えば1.5kmの出場
距離の泳力の目安として、「15分続けて泳げる」「方向確認が確実に行える」「3分間の立ち泳ぎが出来る」「緊
急時の対応技術として背浮きができる」などの指針を示しています。



－１９－

＜熱中症について＞

暑い環境で長時間運動するので、トライアスロンは熱中症の危険が常にあることを強く意識することが必要で
す。熱中症は死に至ることのある危険な内科的障害です。ただし正しい知識と対応で十分予防可能です。

スポーツ競技中や屋外での活動中に予防のためには次のことに注意することが必要です。

①暑いとき、無理な運動は事故のもと

レースは暑い環境で行われるので暑さに慣れる必要がありますが、練習を暑い環境で行うときには頻回に休憩
をとり水分・塩分補給を行い、体調の変化には十分に注意し、レースの時もあまりにも暑ければ、無理せずペー
スを落とし、エイドステーションでしっかり休んで充分に補給することが必要です。

②急な暑さに要注意

シーズンはじめの大会は、身体がまだ暑さに慣れていない状態であり、汗に含まれるナトリウム（塩分）の濃
度も高く、塩分不足にもなりやすいです。この時期に急に気温が上がると熱中症になることが想定されます。暑
さに慣れていない時期に急に暑くなったり、湿度が高くなった場合には一層注意して水分と塩分を補給し、無理
な行動を取らないことが必要です。

また普段からクーラーの効いている屋内に居る時間が長い人は、真夏でも暑さに慣れてないので無理が利きに
くいと判断することも必要です。

③失われる水と塩分を取り戻そう

暑いときには、汗からは水分と一緒に塩分も失われますので、こまめに水分を補給したり、スポーツドリンク
で塩分も一緒に補給することが効果的です。2時間を超えるような長時間運動では、塩や梅干しなど塩分を直接補
給するのも有効です。水分補給量の目安として、運動による体重減少が２％を越えないように補給することの意
識が必要です。運動前後に体重を測ると、個人の失われた水分量の把握ができます。

④薄着スタイルでさわやかに

暑い時の衣類は吸湿性、通気性の良いものにして、常に身体から熱の放散を意識することと、直射日光がある
場合は常に帽子の着用を行うことが効果的です。

⑤体調不良は事故のもと

暑い時は、体調が悪いと体温調節能力が低下し、熱中症を起こしやすくなるので、疲労、睡眠不足、発熱、風
邪、下痢など体調の悪いときは絶対に無理に運動をしないことや日差しの強い屋外に出ないことを強く推奨しま
す。また練習不足の人、肥満の人、暑さに慣れていない人、過去に熱中症を起こしたことがある人は、特に暑さ
に弱いので注意が必要です

＜レース出場にあたっての熱中症予防のまとめポイント＞

1：風邪気味や身体がだるいなど体調が悪いときは参加を見合わせる。（熱中症を起こしやすい状態です。）

2：レース前日から、喉の渇く前にこまめに水分を補給する。また塩分も梅干しなどで普段より多めに摂取する。

3：レース前日の夜は過度なアルコール摂取を控え、早めに就寝し、睡眠時間を十分に取る。

4：レース前は可能な限り風通しの良い日陰に入る。

5：レース開始前からこまめに水分を補給する。（15分～20分毎に50～100ml程度）
※ペットボトルを一気に飲みほすような飲み方ではなく、少しずつ飲む。
※水分だけではなくスポーツドリンクなどで塩分も合わせて補給する。

6：レース中は、エイドステーションでは飲むだけではなく身体に水をかけ体温の上昇を抑える。

7：レース中はもちろん、会場ではできるだけ帽子を被り、直射日光から頭部を守る。

8：レース終了後は日陰に入り、水分・塩分補給に努める。



－２０－

＜熱中症の症状ポイント＞

1：めまい、大量の発汗、筋肉のこむら返り

2：頭痛、吐き気、嘔吐、悪寒

3：意識がもうろうとする

4：視線が定まらない

5：真っ直ぐ走れない

6：呼びかけに答えられない

7：会話が成り立たない

上記症状の場合には迷わず競技を中断し休息する・休息させることが必要です。日陰に入り水分・塩分を補給
し、後頭部や脇の下を冷やし、うちわや扇風機で送風することが有効です。応援を呼び複数の人で対応し、重症
化させないためには早期対応を心掛けることが重要です。

「第28回長良川国際トライアスロン大会」
「第15回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会」

参加者最終案内より引用、一部改変

＜所見②＞

ここまでのことを参考にして、常に意識して大会（競技会）に臨み、スポーツとしてトライアスロンやマラソ
ンを楽しむことを常に心掛けることが適切です。途中でリタイアすることは決して恥ずかしいことでは無く、ト
ライアスロンやマラソンを心から謳歌するためにも、「勇気あるリタイアは明日への挑戦につながる」ことを、
競技団体は提唱します。皆さんの笑顔でのフィニッシュをお待ちしています！

●参考文献ならびに資料

・「市民マラソン・ロードレース申し込み時健康チェックリスト」公益財団法人 日本陸上競技連盟医事委員会2013.4.11改定
・「マラソンに取り組む市民ランナーの安全10か条」日本体力医学会ガイドライン検討委員会､公益財団法人 日本陸上競技連盟医事委員会 2013.5.10 
・「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」公益財団法人日本体育協会 2014.4.16改訂
・「オープンウォータースイミング（OWS）競技に関する安全対策ガイドライン 財団法人日本水泳連盟 2010.3 
・「水死事故－そのメカニズムと予防対策」財団法人日本水泳連盟監修 日本水泳連盟医・科学委員会、日本水泳ドクター会議編著 1993.9.30 
・第28回長良川国際トライアスロン大会・第15回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会 参加者最終案内

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）
メディカル・アンチドーピング委員会
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