大会要項
1．開催日
・平成 25 年 1 月 26 日(土)

2．会場
・南原スポーツ公園（開会式・スタート・ゴール会場）

3. 日程
・受付

1 月 26 日（土) 8:30～9:40 （南原スポーツ公園 大会本部）

・開会式

9 時 50 分

・スタート

11 時 00 分

・ゴール

15 時 30 分

・閉会式

18 時 30 分～20 時 30 分

表彰式（懇親会）

大賀郷公民館にて

4. 競技の説明
本競技は、ランニングまたは自転車（電動アシスト自転車を使用）のどちらかでエントリーし、
配布される大会競技マップをもとに、自由にコースを選びながら競技を行います。
但し、競技中のルールを順守して下さい。
大会競技マップに示された史跡や観光名所、また体験を通じてポイントを加算しながら、
その場所にまつわる知識を習得し、八丈島ものしり検定にチャレンジする、世界初の新競技です。
＜競技中のルール＞
・獲得したポイントを競う競技です。
（移動距離、タイムを競う競技ではありません。）
・大会競技マップに各スポットでスタンプを押してもらい、ポイントとなります。
・2 か所の必須スポットのスタンプを必ずもらってください。
・制限時間内（4 時間 30 分）にゴールしてください。
・ゴール地点にて、ものしり検定を受けなければならないので、その分の時間を十分考慮して
レースを進めてください。
・申込後のエントリー種目の変更はできません。
・ランニングにはハンディキャップポイントが加算されます。
＜ポイントについて＞
・体験および八丈島ものしり検定にて得られる得点です。
・体験によるポイント数は各スポットにより異なります。
・ポイントは各スポットで、大会委員にスタンプを押してもらうことにより得点となります。
・ランニングを選択した方には、ハンディキャップとして＋300 ポイント加算されます。
・獲得できるポイントの総合計は 1000 ポイントとなりますが、
ランニングを選択した方には、ハンディキャップがあるため、最高獲得ポイント 1300 点となり、
自転車を選択した方の最高獲得ポイントは 1000 点となります。
＜必須スポットについて＞
・必ず行かなくてはいけない２ヶ所のスポットがあります。（コース設定は各自、自由に設定してください。）
※但し、各スポットに制限時間を設定してあります。
①
②

横間展望台
ものしり検定（ゴール地点）
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以上２ヶ所のスタンプが無い場合、失格となります。
＜ものしり検定におけるポイントについて＞
・ものしり検定では、各スポットにちなんだ問題を出題します。
・30 問出題され、全問正解すると、300 点獲得となります。
＜競技結果について＞
・競技結果は表彰式（懇親会会場）にて発表します。
＜失格について＞
・制限時間をオーバー（4 時間 30 分）した場合。
・2 か所の必須スポットのスタンプがない場合。
・指定された移動手段以外のものを使用した場合。
・大会本部が失格と判断した場合。
※本競技は天候等の条件により、やむを得ず若干のルール変更を行う場合があります。

5. 注意事項
〈全般〉
・各スポットには制限時間が設定されていますので、制限時間を越えるとクローズします。
・ゼッケン・競技用大会マップ等は主催者側で用意し、大会の当日の受付時にお渡します。

・主催者側で用意したゼッケンを必ず着用してください。
・雨具、防寒具・バック（大会競技マップ入れ）・筆記用具等は各自御準備してください。
・ポイントは各スポットで大会委員にスタンプを押してもらうことにより得点となります。
・給水所はマップを参照してください。
・競技中の飲食に関しては、各自自由となります。
・トイレは各所にありますので、マップを参照してください。
・各自、交通ルールをまもり、安全な走行を心がけて下さい。
＜自転車＞
・ヘルメットを必ず着用してください。（大会側で用意します。持参も可能です。）
・開会式終了後、電動アシスト自転車の使用方法の簡単な説明をします。（約 10 分）
取扱い説明書 WEB ページ→ http://shoden.ddo.jp/~8jo-bicycle/post2.html
・バッテリーは電動自転車にフル充電で装着されていて、追加交換はできません。
（各自バッテリーの消費を考えて、走行してください。）
〈ランニング〉
・交通規制はもうけてないので、基本的に歩道を走ってください。

6. コース

※大会競技マップをもとに、各自で自由にコース設定してください。
但し、各スポットに制限時間を設定してあります。

7. 種目・出場資格・参加費
種

目

ランニング
エントリー
自転車
エントリー

種目番号

区分

出場資格

参加費

①

男子

中学生以上

大 人

10,000 円

②

女子

※未成年者は保護者の承認が必要

中・高校生

8,000 円

③

一般

中学生以上

大 人

12,500 円

※未成年者は保護者の承認が必要

中・高校生

10,500 円

※上記参加費用には（競技参加費・参加記念品・保険・事務手数料等）が含まれております。
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※お申込み用紙には、上記各種目№（①～③）をお書きください。
※電動自転車はファミリーサイクルタイプとマウンテンバイクタイプの２種類ありますが、申し込み順にて大会本部で振り分けさせて
頂きます。

8． 大会エントリー
・Email または FAX にて申込時にランニングか自転車（電動アシスト自転車）を選んでください。（最終締切 1 月 11 日）
・電動アシスト自転車は先着順 15 台となります。
・大会事務局が入金確認後、大会受付確認証と必要書類を郵送します。
・大会受付確認証発行をもってエントリー完了となります。
・当日の受付時刻までに会場におこしください。

9. 表彰
※総合部門においては、ランニング、自転車を問わず、最高ポイントの獲得者が優勝となります。
その他、各種目別に順位を競い合います。
競技結果は表彰式（懇親会会場）にて発表。
＜総合＞
1 位・2 位・3 位
＜ランニングエントリー＞
男子 1 位・女子 1 位
＜自転車エントリー＞
1位
＜その他特別賞＞
賞品：島の特産品等

10．申し込み規約
※参加者は下記申込み規約に同意の上、必要事項を Email（trilandathlon@gmail.com）もしくは申込用紙にご記入
し FAX にてお申込み下さい。
１． 主催者は傷病や紛失、その他の事故に際し、応急処置を除いて一切の責任を負いません。
（当日は健康保険証を持参ください）
２． 自己都合による申込み後の種目変更、キャンセルはできません。
３． 年齢や性別の虚偽申告、申込み本人以外の出場（不正出場）は認めません。その場合は出場が取り消されます。
４． 地震、風被害、事件、事故等による中止の場合の参加料返金の有無、金額などについてはその都度主催者側が判断し決定します。
５． 前記２・３または過剰入金・重複入金の返金は致しません。
６． 大会の写真、記事、個人記録などが新聞、雑誌、インターネットなどに掲載されます。
７． 主催者は個人情報の保護法令を厳守し、参加者の個人情報を取扱います。
８． 主催者は前記の申込み規約の他、大会規約に則して会を開催します。

11．申込み方法

（申込み締切日：平成 25 年 1 月 11 日）

トライランド・アスロンホームページ＜http://shoden.ddo.jp/~8jo-trilandathlon/＞より、申込み用紙をダウンロードし、必要事項をご記入
の上、八丈島観光協会（04996-2-2573）まで FAX または、Email（trilandathlon@gmail.com）
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にて必要事項をご連絡下さい。

エントリー代金は（申込み締切日：平成 25 年 1 月 11 日）までにお振込下さい。申込み受付後、振込み確認の上、受付完了確認のご案内及び必
要資料を事務局より郵送させていただきます。
※エントリー代金込のお得なパックツアーもご用意しております。

振込み口座：みずほ銀行

八丈島特別出張所

（普）１０２３５０８

トライランドアスロン八丈島実行委員会
※振込手数料はお客様ご自身でご負担ください。

＜注意事項＞
※当日の申込み受付は行いません。T シャツサイズの記入もれはすべて「L サイズ」にさせていただきます。
※参加申込み後の返金は行いません。

12．問い合わせ
一般社団法人

八丈島観光協会

〒100‐1401 東京都八丈島八丈町大賀郷 2345‐1
電話

04996‐2‐1377

FAX 04996 - 2 - 2573

HP

： http://www.hachijo.gr.jp

email ： trilandathlon@gmail.com
※宿泊等のご案内いたします。

13.

交通案内

◆船便

東京竹芝桟橋（22:20 分発）
八丈島底土港（または八重根港）（9:20 着）

(問合せ)

東海汽船予約センター
八丈マリンサービス

TEL 03 5472 9999
TEL 04996 2 1211

◆航空便 羽田空港～八丈島空港 所要時間 50 分 ※1 日 3 便 就航
（問合せ）

全日空

TEL 0570 029 222

◆八丈島空港から南原スポーツ公園まで車で 5 分、港から 10 分。

※出発時間等は 11 月 1 日現在の時刻表をもとにしています。
詳しくはお問い合わせください。

4

