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SWIM BIKE
RUN TAHARA

田原ロータリークラブは
OFF-ROAD TRIATHLON in TAHARA

大会を応援しています。

厚生労働省
・　　　　「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」をインストール（ｽﾏﾎの方必須）

・ 大会前から、 「３密」回避、手洗い・うがい、体調管理をしっかりしよう
・ 入場時には、体温測定！体調不良、37.5℃の発熱の場合は参加自粛しよう
・ 受付前にオゾンゲートで消毒、手を消毒液で消毒しよう、タオルは自分専用でね
・ 近接会話時はマスク等をしよう　ただし、熱中症対策
  のため、野外では２ｍ以上離れてマスクを外そう
・ 受付前に「健康チェックシート」を記入して受付に必ず提出
・ 更衣室は、密にならないように順番にね
・ レース時は、縦列にならないようにずらして走ろう！
・ 応援は、たたきモノで音で応援！
  密にならないように２ｍ以上離れて応援してね
・ アワードセレモニーでは、２ｍ以上はなれて、騒がず、
  ゆったり楽しく過ごしてね
田原ｵﾌﾛｰﾄﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝ実行委員会

みんなでしっかり新型コロナウイルス感染拡大防止対策





ルールと規則
Rule・RegulationRule・Regulation

　　ルールは必ず厳守してください

■必ず守る注意事項
 ・ 大会当日以外ではコース走行は絶対におこなわないこと。
 ・ コーステープ、注意看板がある箇所には絶対に立ち入らないこと。
 ・ 交通ルール、信号の厳守。信号の監視員、スタッフの誘導に必ず従うこと。
 ・ 地元住民の通行を優先し、すれ違いの際は必ず徐行し挨拶をすること。
 ・ コース上で排便行為は絶対におこなわないこと。

■BASIC RULES
・ 自然を大切にし尊重すること。
・ トレーニング、レース中においてもハイカー等のオフトラ参加者以外に注意し、迷惑をかけぬこと。
・ あくまでも「大会のために公共の一部を間借りさせてもらっている」ということを忘れぬこと。
・ レースではマーキングを自分でしっかり確認して進むこと。
・ 体調不良、怪我やメカトラの場合は無理して進まぬこと。チャレンジの機会はまた訪れます。
・ どんな時も楽しむこと！理不尽さを楽しむのが自然の中のオフロード。

■SWIM
・ ウェットスーツ、ライフジャケット（膨張式は不可）、バッグ型救命補助浮き具の着用義務。
・ 泳ぐ、浮く以外で進んではいけない、コースロープや浮き輪につかまって休むことは許されるが、
  ロープを伝って進んではいけない。
・ 手首、足首から先には何も装着してはいけない。フィンやパドル等。

■BIKE
・ 電動アシスト付きバイクの使用は認めない。人力のみ。（電動コンポはOK）
・ こぐ、押す、担ぐ以外の方法で進んではいけない。
・ バイクをラックから出す前にヘルメットのストラップを装着し、バイクをラックに置いてからストラップを外す。
・ 危険箇所で無理な追い越しを行わない。
・ シングルトラック（１人が通れるだけの細い道）では速い選手に後ろから声を掛けられたら必ず譲ること。
・ ドラフティングはペナルティになりません。
・ レースゼッケンに加工を施さないこと。
・ レースゼッケンを必ず前面に装着すること。
・ メカトラは自分で対応すること。選手間でのアシストはOK。観客等からのアシストはNG。
・ コース上では警察、スタッフの指示に必ず従うこと。

■RUN
・ レースゼッケンを必ず体の前面に装着すること。
・ 走る、歩く、這う、転がる以外の方法で進んではいけない。
・ 危険箇所で無理な追い越しを行わない。
・ コース上では警察、スタッフの指示に必ず従うこと。

■TRANSITION
・ エリアを示すラインを越えるまでバイクに乗らないこと。
・ エリアを示すラインの手前でバイクから降りること。
・ 他人のスペースを侵略したり、置いてある物を動かさないこと。

■禁止行為
・ 他の選手を妨害したり、スポーツマンらしくない振る舞いや、下品、汚い言葉を発した選手は警告、降格、失格
　 の対象となる。
・ 会場内でゴミの投棄や自然破壊、コース破壊などの行為があった場合は失格の対象となる。
・ イヤホン等による音楽を聴きながらのレースは禁止する。

■抗　議
・ いかなる抗議もフィニッシュから１時間以内に文書で大会運営者に提出しなければならない。
・ 抗議者は抗議内容をできるだけ詳細に書き、証明をして提出する。
・ 口頭での抗議は一切受け付けない。

Event outlineEvent outlineEvent outlineEvent outline
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43

 大会名
The1st OFF-ROAD TRIATHRON in TAHARA （ 第１回オフロードトライアスロン in 田原 ）

 メイン会場
愛知県田原市「白谷海浜公園」

 開催日
令和２年１０月３日(土)  ※少雨決行 （ 台風等による中止等は実行委員会が判断 ）

 競技内容

 参加定員・参加対象
フル ８４人、　ライト ２４人、　リレー ７組　・　１６歳以上の男女

 表彰対象
□ フルクラス：男子1～3位、女子1～3位　※10歳ごとの年代別表彰あり（各男子1位、女子1位）
□ ライトクラス：男子1～3位、女子1～3位
□ リレークラス：総合１～３位

 大会主催・大会事務局
□ 主　催：田原オフロードトライアスロン実行委員会
□ 事務局：（株）あつまるタウン田原
　　　　　〒441-3421 田原市田原町萱町１番地 ｾﾝﾄﾌｧｰﾚ3F
　　　　　TEL:0531- 24-2345 FAX:0531- 24-2346

 全体スケジュール
※ 7：30～8：00の競技説明会は、基本事項以外の、当日の水温の状況、コースコンディションやなど危険個所等の注意事項、
　 変更事項についてのみ説明を短時間で行いますので、必ずご出席ください。

6:00 - 7:30 受付、パケットピックアップ、ナンバリング／トランジションエリアオープン

  （この時間内にセッティングを終わらせてください）

7:30 - 8:00 開会式、競技説明会

8:00 - 8:20 スイム入水チェック

8:30 -   フル＆リレースタート

8:50 -   ライトスタート

9:30  スイム制限時間 （海浜公園トランジョン：全クラス）

１０:10  バイク制限時間 （滝頭エイド1周目：フル＆リレー）

11:40  バイク制限時間 （滝頭エイド2周目：フル＆リレー）

12:30  バイク制限時間 （白谷公民館：全クラス）

13:00  ラン往路制限時間 （衣笠山エイト゛：全クラス）

14:00  最後尾ゴール予定、全競技終了

13:00 - 17:00 アワードセレモニー （表彰式、キッチンカーランチ） 競技の詳細については、別紙「大会案内（競技説明と注意事項）」を、ご覧ください。

スイム
1,000m
500m
1,000m

バイク
20.0km
11.5km
20.0km

ラン
5.5km
3.7km
5.5m

Total
26.5km
15.7km
26.5m

実施クラス
フ　ル
ライト
リレー



エントリーリストEntryLisrEntryList
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フル 男子

フル 女子

BIB Name Age Pref Team BIB Name Age Pref Team

リレー
BIB Name/Swim Name/Bike Name/Run Pref Team

がんばる人を応援します。

田原パシフィック
ロータリークラブ

渥美
ロータリークラブ

1 土岐 全良 57 愛知県

2 可児 誠二 50 愛知県

3 上野 修平 36 愛知県 ﾁｰﾑｺﾞｰﾔｰｱｸｱヴｨｰﾀ

4 いまえだ かん 48 愛知県 尾張ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

5 神谷 和宏 62 愛知県 KGRC

6 服部 タカトシ 56 三重県 ﾘｯﾌﾟﾙ

7 桜井 憲司 54 栃木県

8 伊藤 芳夫 65 愛知県 ｶﾐﾊｷﾞAC

9 高木 雄一郎 50 千葉県 venga venga

10 寺沢 英樹 56 北海道

12 中島 浩幸 59 愛知県 ﾁｰﾑALZ

13 石原 基宏 44 長野県

14 深井 孝道 49 愛知県 team secondnature

15 青木 俊治 58 愛知県 ﾄﾞﾊﾞｯﾂ

16 鈴木 敦夫 43 長野県

17 小笠原 徹 29 愛知県

18 平野 文高 48 愛知県

19 池亀 英樹 52 神奈川県 日本ろう自転車競技協会

20 松葉 桂二 65 岐阜県

21 平野 啓介 41 静岡県 Octagon Brewing

22 中村 義朗 56 愛知県

23 太田 裕二 57 兵庫県

24 安藤 正 73 愛知県

25 久米 嘉浩 46 愛知県

26 杉森 徹哉 56 愛知県

27 中野 信博 51 岐阜県

28 松宮 義浩 34 京都府

29 小倉 一彦 61 神奈川県 Gutaro Swim

30 落合 正久 61 愛知県

31 難波 四郎 66 三重県 ｳﾛｼﾊﾞﾝﾅ

32 大川 敦 48 埼玉県

33 堂坂 佳延 50 大阪府

34 冨田 祐一郎 52 鳥取県

35 石田 真義 37 愛知県

36 河原 悠 42 愛知県

37 大沢 亨 60 愛知県 ZEED

38 森山 寿親 57 愛知県 ZEED

39 岩田 純朋 42 愛知県

40 渡辺 智己 41 長野県

41 林 宏憲 33 岐阜県

42 小久保 惣平 37 愛知県

43 中根 肇 41 愛知県 ｽｸｵｯﾄﾞﾀｸﾔ

44 山田 庸平 37 愛知県

45 濱田 隆之 55 大阪府 TEAM NR

46 山脇 貴弘 47 愛知県

47 石津 晃一 50 東京都

48 古森 明雄 59 愛知県

49 小谷 鉄平 43 愛知県

50 中田 郁也 52 愛知県

51 山本 一博 37 愛知県

52 野中 誠規 36 愛知県

53 阿部 泰洋 51 北海道 OSK

54 上森 英史 64 鳥取県

55 齋場 孝由 62 愛知県

56 浅井 哲也 48 愛知県

57 Kunihiro Hugo 37 愛知県

58 湯川 淳 55 東京都

59 白根 良樹 46 千葉県

60 古宮 伸洋 46 和歌山県

61 三橋 達也 37 千葉県

62 山中 賢史 42 愛知県 TCKR

63 小野 雄司 59 埼玉県

64 澤畠 理 48 茨城県

65 吉元 健太郎 46 愛知県 ﾁｰﾑ鳴木屋

66 田畑 則仁 40 静岡県 TCKR

67 片山 草太 31 大阪府

68 天野 順二 50 兵庫県

69 松井 大 52 東京都
GuTaro off road/Tea, Samemi/
Team Next Stage

70 山田 英貴 53 愛知県

71 飯塚 仁 60 福島県

72 川津 裕資 29 愛知県

73 山下 博隆 50 神奈川県

74 山本 延 44 三重県 circlekk

75 名畑 修司 55 東京都

76 入江 洋司 48 鳥取県

77 古田 幸生 55 岐阜県

78 櫻井 慶造 63 神奈川県

79 西崎 昌宏 38 東京都 ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ

80 榎戸 敬人 45 静岡県 たまたまの会

101 松田 珠弥 47 愛知県

102 比田 百合子 49 島根県

103 森山 貴恵子 44 愛知県

104 間島 恭子 35 長野県

105 石津 里奈 20 東京都

ライト 男子
BIB Name Age Pref Team BIB Name Age Pref Team

BIB Name Age Pref Team

ライト 女子

251 米田 静代 46 東京都 ﾀﾁﾄﾗ

252 鮎澤 加奈子 36 東京都

253 川口 優子 35 愛知県

201 大野 晋平 41 愛知県

202 三浦 喜明 52 神奈川県 Team MIURA Hyper Family

203 神谷 雅之 55 東京都

205 岡本 秀樹 49 愛知県 ｸﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ

206 丸井 英明 58 愛知県

207 兼松 稔 62 愛知県

209 木村 薫史 50 愛知県

210 古井 寛之 38 愛知県

211 櫻井 真吾 41 愛知県

212 神田 恵一 48 茨城県 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ

213 福井 啓太郎 23 愛知県

214 桑原 健一 37 愛知県 自転車村/One On One

215 新實 晃英 44 愛知県

216 渡辺 靖博 61 愛知県 TEAM   NABE

217 本沢 剣 49 愛知県

218 新實 守 48 愛知県

219 古川 昭浩 52 愛知県 asobicks

220 佐々本 敏宏 52 和歌山県

221 多田 尚史 48 東京都 acu-power Racing Team

222 長田 浩幸 47 愛知県

223 地田 幸司 58 静岡県 地田幸司

BIB Name Age Pref Team

301 佐野 薫 太田 毅 檀野 裕美 愛知県 ﾁｰﾑ☆まんじゅう

302 一条 厚 簑原 由加利 坂本 雅子 愛知県 Deafまさこ軍団

303 石井 公宏 杉浦 康夫 成松 祥一 神奈川県 ﾎﾈｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ

304 佐野 史治 石川 絃 井本 慎士 愛知県 えくすぺんだぶるず(技科大ﾄﾗ部)

305 UTIDA ULISSES SAKAGUTI IVO IEIRI ROBERTO 静岡県 CCJ TEAM/COUNTRY MORNING

306 中西 美保 稲葉  誉人 出見 京子 愛知県 安全第一

307 相馬 崇顕 井上 薫 相馬 崇顕 愛知県 豊川市民病院

7チーム

21名

3名

79名

5名



AEDAED

AEDAED

AEDAED

AEDAED

AEDAED

AEDAED

AEDAED

バイクFINISH／ランSTART
制限時間 12:30

白谷公民館トランジション全バイク

BS

BF

制限時間 13:00
衣笠山エイド

全ラン RUN

BIKE FULL
1周目 10:10
2周目 11:40

バイク：フル
制限時間
滝頭エイド

スイムFINISH／バイクSTART
制限時間 9:30

海浜公園トランジション全スイム

AC

A

A

C

AC

バイクライト
仁崎チェックポイントで折返し

ランライトはこちらを走る RUN LIGHT

ランフルはこちらを走る RUN FULL

BIKE LIGHT

バイクライト
　 行きはこちらを走る

BIKE FULL
2周目

1周目

フ ル  5.5㎞
ライト 3.7㎞ 

　 　ラン
RUN

フ ル  20.0㎞
ライト 11.5㎞ 

バイク

フ ル　1000m
ライト　 500m

スイム

1周500m

SWIM

BIKE

START/FINISH

BS BF トランジション（乗S/降F）

AEDAED 救護（AED）

スイム (Swim)

バイク (Bike)

ラ ン (Run)

トイレ

観戦エリア

A C エイド / チェックポイント

【凡例】

メイン会場
白谷海浜公園
START/FINISH
アワードパーティ

白谷公民館
トランジションエリア

海浜公園
トランジションエリア

公民
館

スタートライン

ゴールアーチ
スイムFINISH
バイクSTART

バイクFINISH
ランSTART

観戦者用観戦者用
選手専用選手専用

大会スタッフ用大会スタッフ用
実行委員会用実行委員会用

START/FINISH

BS BF トランジション（乗S/降F）

スイム(Swim)
バイク(Bike)
ラン(Run)

トイレ

【凡例】

計測lライン 計測ライン

乗車ライン

搬出入
チェックポイント

サイクルラック
6台（両側）×
10基×2列

サイクルラック
6台（両側）×
10基×2列

海浜公園ランジションエリア 詳細図

・選手と大会スタッフ
 以外は入れません
（車両等は自己管理）
・ヘルメットをかぶって
 から自転車を下す
・乗車ラインを超えて
 からバイクに乗る
　

白谷公民館ランジションエリア 詳細図
搬出入

チェックポイント
降車ライン

搬出入
チェックポイント
降車ライン

・降車ライン手前
 で降りて入る
・ランは後ろ側を
  回ってから出る
・搬出は
 13:00以降
 15:00までに

　

サイクルラック セッティング

スイム⇒バイク
　トランジョン　
スイム⇒バイク
　トランジョン　

信号交差点は
信号に従って
横断する　

バイク⇒ラン
　トランジョン　
バイク⇒ラン

　トランジョン　

ラックへのセッティングは、
1区間に3台 外向きに
セットしてください。
(両側で6台設置可)

　

スイム
入水チェック
8:00-8:20

　

メガネ
受渡所

コース詳細・トランジションエリア　案内図 コース詳細・トランジションエリア　案内図 

選手専用選手専用観戦者用観戦者用大会スタッフ用大会スタッフ用

実行委員会用実行委員会用

ご協力下さい
コロナ対策の
ため全員の
体温チェックを
行います

体温
チェック

受付 6:00-7:30
①参加証
②身分証明書
③健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ
④誓約書（捺印）

ご協力下さい
コロナ対策のため
オゾンゲートを
通過して受付へ

オゾンゲート

競技説明会 8:30～

受付後にバイク等を
セットしてください。
6:00～7:30
※注　バイク⇒ラン
　のトランジョンは
　別の場所(白谷公
　民館）になります。　

スイム⇒バイク
　トランジョン　
スイム⇒バイク
　トランジョン　

警護
スタッフ
警護

スタッフ

計測計測 救 護救 護

役員・来賓役員・来賓 本部・受付
テント

本部・受付
テント

更衣室更衣室
男性用男性用

女性用女性用

PR
ブース
PR

ブース

出演者
PA

出演者
PA

キッチンカーキッチンカー

キッチンカーキッチンカー

キッチンカーキッチンカー

メイン会場（白谷海浜公園） 　駐車場・受付・セッティング　案内図 メイン会場（白谷海浜公園） 　駐車場・受付・セッティング　案内図 

イベントエリアの
キッチンカーで
お食事ができます。

CourseCourse コースコース

フル、リレーは２周目も
スタートゲートをくぐる

ラン

1周
500ｍ

スイム
フル1000ｍ
ライト500m

バイク
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会場周辺通行規制のご案内会場周辺通行規制のご案内観戦エリア info 観戦エリア info 

滝頭公園
観戦エリア案内
滝頭公園

観戦エリア案内
競技時間

8：30～1３：00
競技時間

8：30～1３：00

滝頭公園滝頭下池滝頭上池

観戦エリア
観戦エリア

スタッフに従って
移動してください

選手と交差するので
注意して横断し

コーステープの山側を歩く

競技中の
臨時駐車場
8:30～13:00

競技中
交通規制

8:30～14:00

競技時間
9:00～13:00

競技中
交通規制

8:30～14:00

移動ルート 競技コーストイレ 観戦エリア
【凡例】

コーステープ等駐車場

本部エリア イベントエリア 海浜公園
トランジション
エリア

観戦エリア

観戦エリア 観戦エリア

観戦エリア
競技コース

トイレ

観戦エリア

【凡例】

コーステープ等

白谷海浜公園
観戦エリア案内
白谷海浜公園
観戦エリア案内

競技時間
8：30～14：00
競技時間

8：30～14：00

・観戦エリアは、白谷海浜公園内
  と滝頭公園内のみです。

・滝頭公園に車で移動の際には、
  選手や一般交通との事故に気
  を付けてください。

・コースにはスタッフの許可なく
  入らないでください。

・観戦エリアは、白谷海浜公園内
  と滝頭公園内のみです。

・滝頭公園に車で移動の際には、
  選手や一般交通との事故に気
  を付けてください。

・コースにはスタッフの許可なく
  入らないでください。

観戦者用観戦者用 選手専用選手専用
大会スタッフ用大会スタッフ用
実行委員会用実行委員会用

ラン
RUN

スイム
SWIM

START/FINISH

スイム(Swim)

バイク(Bike)

ラン(Run)

観戦エリア

【凡例】

メイン会場
白谷海浜公園

バイク
BIKE

（主）豊橋渥美線の歩道部の
一部区間を交通規制
8:30～14:00

田原アルプス
滝頭公園、衣笠山の散策路、
林道の一部を交通規制
8:30～14:00
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畜産飼料販売、　肥料農薬販売、　キャベツやとうもろこし、　ベビーリーフなど、　野菜の生産・販売、

堆肥づくりのアドバイスから運搬・散布サービス、　真夏時の発芽率向上を図る播種冷蔵サービス

など、渥美半島の畜産と農業の未来のためにチャレンジしています。



TEL  0531-23-3555
h�p://windcity.jp/
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協賛各社様
Official PartnerOfficial Partner

安心と信頼
東京海上日動火災保険株式会社代理店

有限会社 東海保険サービス
田原市伊川津町横津15-1
TEL 0531-33-0037



田原工場
441-3401

TEL:0531-22-6161  FAX:0531-23-6031

田原支店

田原支店

田原支店

田原支店

田原支店

田原支店

田原金融協会
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愛知県

田原市
（渥美半島）

陽
太
と

地
大
の
め
ぐ
み

愛知みなみ農業協同組合
〒� � � �� � � �

� � � � �� � �� � � � � � � � ���� � � �� � �� �  � �� �� � � � �
 	 � � � �

愛知県田原市古田町岡ノ越６番地４(本店)
TEL
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