
2016 GOTO NAGASAKI INTERNATIONAL TRIATHLON
RULE and INFORMATION



バイク預託/ラン・ギア(RUNバッグ）預託

福江文化会館 ホール

◎日本語と英語で行います。
◎競技全般に係わる大事な説明会です。
　選手は必ず17日か18日いずれかの
　説明会へ出席してください。

◎日本語のみで行います。
◎競技全般に係わる大事な説明会です。
　選手は必ず出席してください。

宿泊先の名称・連絡先が書かれたメモをご持参ください。

Ｂタイプ7：40～、エリート8：20～
Ａ・Ｒタイプ最終登録
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2016JTU

2016JTU

Ｂタイプ124.0km。
、バイク返却時などで提示してください。

フルウェットスーツ

ウェットスーツ・水着などは、各々バッグに入れ、更衣室出口の
スタッフに渡してください。（バイクバッグはレース当日、各自でレースナンバ
ーが振られたバッグラックに掛けてください。）

四隅

17
17

□ボディーナンバーシールを、レジストレーション時、配付物としてお渡しいた
します。貼り付ける箇所は、右半身・左半身に各１枚、①上腕、②太腿、③脛のう
ち、よく見える場所へ貼り付けた状態で、レース会場へお越しください。
貼り付けを失敗した場合や、紛失した場合は、大会当日の最終レジストレーショ
ン時、スタッフがマジックでナンバリングいたします。

□スイムキャップの色は、Ａタイプ：ブルー、 Ｂタイプ（エイジ）：イエロー、 Ｂタ
イプ（エリート）：ピンク、 Ｒタイプ：グリーン、ハンディキャップ選手：オレンジで
の識別としております。

□タイム計測用アンクルバンドをＡ、Ｒタイプは午前5時15分から午前6時
30分の間、Ｂタイプ（エイジ）は午前7時40分から午前8時00分の間、Ｂタイ
プ（エリート）は午前8時20分から午前8時25分の間にそれぞれ配付します。

□レースナンバーの色は、Ａタイプ：ブルー、Ｂタイプ（エイジ）：イエロー、Ｂ
タイプ（エリート）：ピンク、Ｒタイプ：グリーンの識別としております。

□各地点に制限時間を設けます。各制限箇所を規定以内に通過できなかっ
た場合、あるいは通過が難しいと判断された場合は、競技を続行できません。
ただし、その場合でも体調に問題がなく運営に支障がないと判断された場合
に限り、本人の申告により距離短縮などによる競技続行を認めますがその記
録は参考扱いとなります（スキップ制度）。
各地点での制限時間は、次のとおりとします。



関門場所

関門場所

タイプ
距 離

タイプ
距 離

タイプ
距 離

タイプ
距 離

ランゲート
（2周回目）

堂崎天主堂折り返し
（2周回目）

三進コンクリート
資材置き場

（A・Rタイプ2周回目）

約 km

約 km

約 km
タイプのみ適用

ランスタートを含め
ランゲートを3回通過

タイプのみ適用

タイプのみ適用

中止いただく場合があります。

□ タイプ：42.2km、２周回コース。
Ｂタイプ：21.1km、１周回コース。
□レースナンバーの色は、Ａタイプ：ブルー、Ｂタイプ（エイジ）：イエロー、
Ｂタイプ（エリート）：ピンク、Ｒタイプ：グリーンの識別としております。
□日没後の競技に備え、全員が靴及び衣類に反射テープを取り付けてくだ
さい。この反射テープは参加者が各自で用意することとし、その取付位置
は、靴のつま先とかかと及びシャツまたはパンツの前部と後部のはっきり
と見える位置とします。
□一般車輌は規制されていません。道路交通法規を遵守するとともに大
会スタッフの指示に従い競技を行ってください。
□大会のランコースは対面往復コースとなっていますので、キープレフト（
左側通行）を遵守してください。また、狭い地点での追い抜きでは、「一声
かけて、右側から追い抜く」ことを基本とします。
□1周目（約21km地点）の資料館前大通りで周回管理用のリストバンドを
受け渡します。（Ａ、Ｒタイプのみ、イエロー。）
リストバンドを受け取った選手は、２周目へ向かいます。１周回目と同じコ
ースを進み、折り返し後、五島港公園入口交差点を左折し、栄光のフィニッ
シュとなります。
Ｂタイプの選手は、１周回を終え、五島港公園入口交差点を左折し、栄光
のフィニッシュとなります。
□ランのスペシャルニーズバッグ（資料館前大通り）A、Rタイプのみ、約
21kmの１回、ボランティアスタッフが受け渡します。Bタイプはありません
ので、ランバッグを利用してください。
□ラン関門制限時間　　次の各地点に制限時間を設けます。

（競技停止）

□追い越す時は、追い越す気持ちを持って「前進」していなければいけませ
ん。それがみられないときはドラフティングとみなされます。

<<

□ボランティアスタッフからランバッグを受け取り更衣室で着替えます。
更衣室以外で裸になることはペナルティとなります。脱いだバイクウェア・
グッズなどは、選手自身でバッグに入れて、更衣室出口のスタッフに渡し
てください。

□次の区間は対面走行となる為、「十分減速 」して進行してください。場合によ
っては停車を指示することもあります。

中止いただく場合があります。

□ A、Rタイプは2回目の二本楠ループを2周回した後、二本楠交差点（約144km
地点）を左折してください。
Bタイプは二本楠ループを周回後、二本楠交差点（約88km地点）を左折し、バイ
クフィニッシュに向かいます。



・バイクギアバッグはレース当日、レースナンバーが振られたバッグ・ラッ
クに各自で掛けることになります。

主催者の責任が明確である場合を除き、
大会事務局は一切の責任を負いません。

・また、チェックインした後は、係員の付き添いがなければバイク保管場
への立ち入りはできません。

が

（３階）

・IDリストバンドを装着します。このリストバンドはあなたが選手であるこ
  との証となり、大会期間中取り外すことはできません。
 （レース終了後のバイク引き取り時などでも必要です。） 搬送

従いまして、福江会場での預託者には全員誓約書を提出していただきます。

配付



持参してください。 ・バイク競技中のルール違反（ドラフティングなど）には５分のタイム
ペナルティとし、第２トランジョンのペナルティボックスで科します。

・その他の違反については J T U ルールを適用します。
※2回目の違反はDNF （競技停止）となります。

【設置場所】

第1トランジション
第1トランジション

・IDリストバンドを提示し、時間内に計測用アンクルバンドを受け取ってく
ださい。
Ａ、Ｒタイプは午前5時15分からスイム会場受付にて受け取ってください。
Ｂタイプ（エイジ）は午前7時40分から、エリートは午前8時20分から、スイ
ムスタートフィニッシュゲートの横において支給します。

・計測用アンクルバンドを受領しなかった選手は、出場の意志がないもの
とみなし、ＤＮＦ（競技停止）となりますので、ご注意ください。
・計測用アンクルバンドは、競技が終了するまで紛失しないようご注意くだ
さい。紛失の場合は、代金を負担していただきます。
・プレスイムバッグとバイクバッグは6時50分までに選手自身が所定の場
所に置いてください。（全選手共通）

・スペシャルニーズ・バッグの中身は十分確認のうえ、6時50分までにお預
けください。（全選手共通）



炭酸飲料 炭酸飲料

（ A、Rタイプ： 約21kｍ地点の周回地点で一回）

、フィニッシャータオルと

飲食物、

1人 概ね10分程度とします。 担当者 及び
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・スイム会場の大会本部もしくはメディカルテントでスイム競技終了ま
で待機してください。
・計測用アンクルバンドを係員に返却してください。

・必ずマーシャルもしくは係員にリタイヤを通告してください。
・レースナンバー、バイクプレート及び計測用アンクルバンドを係員に
返却してください。

・マッサージエリア、メディカルエリアには、選手、スタッフしか入ることが
できません。一度エリアから出ると再入場の際にリストバンドでの確認が
必要となります。

ボランティアスタッフにお任せください。

（1周回21kmのコース上 約1.5km毎に8箇所配置）
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・ オフィシャル・リザルト(公式記録)、完走証は、６月20日(月)の午前９時から
福江文化会館ロビーにて配付します。

[1]参加資格
※日本国籍を有する2015年度JTU登録者で次の選考基準を満たした者で、
2016年度JTU登録する者。
※日本在住３年以上の外国籍選手は、自国NFの許可により日本代表として出
場可能（詳細はITU基準参照）
[2] 選考対象大会と選考基準
2016五島長崎国際トライアスロン大会（2016/6/19長崎）のAタイプ各年代
別1‑12位。Bタイプ各年代別1‑6位。
ただし各年代の優勝タイムの20％以内とする。
[3] 備 考
1）当基準は、関連基準の変更・関係各団体との調整により、変更することがあ
ります。
2）出場希望選手は、ウェッブエントリーで申請する。
3）参加費、渡航費用、ユニフォーム代は各自負担とする。

・ 2017 I T U ロングディスタンストライアスロン世界選手権ペンティクトン大会
（2017年8月予定）の選考基準は以下のとおりです。

もしくは

・Ａタイプ男女総合 1位～5位　各年代別男女1位～3位（総合表彰者を除く）
・Ｂタイプ男女総合 1位～5位　各年代別男女1位～3位（総合表彰者を除く）
・エリート　男女　  1位～3位
・Ｒタイプ　優勝チームのみ



富江店、大荒店、岐宿店、吉久木店：6：00～24：00営業
中央店（福江お濠前）： 24H営業

（通常料金；富江町まで750円、岐宿町まで660円、三井楽町まで1,030円、
玉之浦町荒川まで920円。いずれも福江からの片道料金）

300円

５１０８

五島バス観光課 ０９５９ー７２ー２１７３へ。

・九州商船㈱運行のジエットフォイルおよび全日空（ANA）、オリエンタル・エ
アブリッジ（ORC）の福江空港発着便には、各社より自転車（バイクトランクを
含む）の持ち込みができない旨の通知がきておりますで、両便をご利用予定
の方は必ず宅配便等で別送してください。
（※九州商船に関しましては、車輌航送は可能となっております。当日の輸送
スペースに空きがない場合は、船内にはバイクは持ち込めませんのでご注
意ください。詳しくはHPをご確認ください。）

市街地

第2トランジション横）

8ページ

・バイクの輸送は宅配便をご利用ください。飛行機およびジェットフォイル
には積み込めません。

長崎港からフェリー及び高速船（ジェットフォイル）



料金　4,000円/1人（福江・外濠公園、富江スイム会場どちらで乗車しても
同料金です。）
先着　30名様の限定になります。（申込〆切：6/18（土））

各タクシー会社にお問い合
わせください（各社観光地巡りの案内も行っています）。

9：50 13：30～6月2 0日（月）

2 0日1 9日



2016
17

19

福江港バス駐車場～いりえ荘～民宿あびる～三井楽（遣唐使ふるさと館前～五島バス三井楽営業所
   　　　　　　　　　～久保民宿前～ユースホステル～三井楽中学校正門前～西光荘前）～丹奈～荒川

(遣唐使ふるさと館～西光荘～三井楽中学校正門前～ユースホステル～民宿久保～五島バス三井楽営業所）

(大人片道800円　子供片道400円）

いりえ荘、民宿あびる

いりえ荘、荒川

※バスにバイクを載せることはできませんので、予めご了承ください。

外濠公園前  ～  富江緑地公園  ～   大宝口エイドステーション ～  カンパーナホテル前

外濠公園   　～  　富江緑地公園 　 ～   　外濠公園

民宿ざぽん経由

外濠公園　～　富江商店街入口　～　としまる　～キャンプ村
外濠公園　～　荒 川　～　丹 奈

外濠公園　～　岐宿　～　三井楽



・水温は直近の気候にもよりますが、１９℃から２２℃前後になることが
 予想されます

水温は直近の気候にもよりますが、１９℃から２２℃前後になることが予想されます。



9

9
富江地区を抜けて地蔵坂バイパス（トンネル）に入ります。

富江地区を抜けて地蔵坂バイパス（トンネル）に入ります。

Bike Special
Needs at Kusuhara

Kishiku

追い抜き禁止

科

科



RUN START

RACE FINISH

Run Turn

Goto Minato Park

T2, Sotobori Park

奥浦郵便局三叉路

堂崎駐車場
Douzaki Parking Lot

Out-and-back layout

Bike

（Ａ、Ｒタイプ共通）
バイクフィニッシュ・外濠公園からスタートし、福江～小田～堂崎天主堂駐車場を往復し、選手同士が対面するコースであり、高低差が緩やかなコース設定です。
外濠公園をスタートし、五島観光歴史資料館前の大通りへ右折後、平安食堂前を左折し東浜町交差点を直進、唐人橋交差点を右折し、県道河務福江線に入ります。
福江中学校裏の市道を左折し、直進したところにある、くまの里前の交差点を右折、小田集落に入ります。
三進コンクリート工業方面へ進み、交差点を左折して県道河務福江線に入ります。
六方バス停、平蔵バス停、浦頭バス停、奥浦小学校手前交差点、奥浦郵便局を通過し、堂崎天主堂の駐車場で折り返します。（10.6㎞地点）
折り返し後、奥浦小学校手前交差点を直進し、三進コンクリート工業手前交差点を右折、小田地区を直進し、くまの里前の市道交差点を左折、福江中学校裏交差点を右折、唐人橋
を左折し、東浜町交差点、ターミナル前三叉路を直進し、チェックポイントである五島観光歴史資料館前大通りに右折して入ります。
このコースを２周回します。２周回後は五島港公園ロータリーを回り、感動のフィニッシュとなります。

（Ｂタイプ）
バイクフィニッシュ・外濠公園からスタートし、福江～小田～堂崎天主堂駐車場を往復し、選手同士が対面するコースであり、高低差が緩やかなコース設定です。
外濠公園をスタートし、五島観光歴史資料館前の大通りへ右折後、平安食堂前を左折し東浜町交差点を直進、唐人橋交差点を右折し、県道河務福江線に入ります。
福江中学校裏の市道を左折し、直進したところにあるくまの里前の交差点を右折、小田集落に入ります。
三進コンクリート工業方面へ進み、交差点を左折して県道河務福江線に入ります。
六方バス停、平蔵バス停、浦頭バス停、奥浦小学校手前交差点、奥浦郵便局を通過し、堂崎天主堂の駐車場で折り返します。（10.6㎞地点）
折り返し後、奥浦小学校手前交差点を直進し、三進コンクリート工業手前交差点を右折、小田地区を直進し、くまの里前の市道交差点を左折、福江中学校裏交差点を右折、唐人橋
を左折し、東浜町交差点、五島港公園ロータリーを回り、感動のフィニッシュとなります。

RUN TURN 



 2016 五島長崎国際トライアスロン大会に参加される皆様へ

「進め　限界のその先へ」今年で6回目を迎える2016五島長崎国際トライアスロン大会のイベントテーマです。
トライアスロン競技の魅力は、なんといっても自分自身をどこまで追求することができるのかという自己へのチャ
レンジであり、開催地の地形や自然と融合しながら、また大会ボランティアのサポートや沿道の応援をチカラにし
ながらの壮大なチャレンジでもあります。
選手のみなさん、ようこそ2016五島長崎国際トライアスロン大会へ。
はじめてロングディスタンス・トライアスロンにチャレンジされる選手の皆さんにとっては、まさに未知へのチャレ
ンジであり、期待感と不安感が入り混じっていることと思います。でもご安心ください、どんなにレース経験豊富な
選手でも少なからず同じような気持ちでいるはずです。事前の準備をしっかり行って、レース当日を楽しみに五島
入りしてください。きっと素晴らしいチャレンジになることでしょう。
そして五島長崎大会のリピーターおよび他ロング大会を経験されている選手の皆さんにとっても、今回のレース
が自分自身の新たな発見につながる
レースになることを願っております。そ
のためにも決して気を緩めることなく計
画的な練習と万全の準備をして大会に
臨んで頂くようお願いいたします。

いよいよ6月19日のバラモンキングが
近づいてきました。レースに向けての計
画的な練習と共に、どのような状況、気
象コンディションにも対応できるように
万全の準備をお願いします。このルー
ル＆インフォメーション冊子をしっかり
お読み頂いて、レース当日を楽しみにし
て五島入りしてください。開催地元であ
る五島市をあげて選手の皆さんのご来
島をお待ちしています。それでは、レー
スウイークにお会いしましょう。

五島長崎国際トライアスロン大会　
JTUチームリーダー　山本光宏


