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2018 福島県選手権
2018東北女子選手権
（日本選手権東北女子代表選考レース）　
2018東北トライアスロンサーキット第6戦
2018JTUエイジランキング対象大会　
「全日本トライアスロン宮古島大会」
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主    催： うつくしまトライアスロン実行委員会
 （福島民友新聞社、福島県トライアスロン協会、福島中央テレビ、会津若松市、猪苗代町、磐梯町） 

共　　催 ： 公益社団法人 日本トライアスロン連合、読売新聞東京本社福島支局、報知新聞社

特別協賛 ：

協　　賛 ： 東北電力株式会社、JAグループ福島、日本たばこ産業株式会社、ＪＡ会津よつば、株式会社ローソン
※「第35回全日本トライアスロン宮古島大会」へ男女優勝者など8名を優待派遣します。

公式ウェブサイト 「https://utsukushimatriathlon.com」 うつくしまトライアスロン

8.268.262018. （日）
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（猪苗代湖天神浜）

①史跡慧日寺跡
古代寺院建築技法の粋を集めて復元
された金堂と中門。古代慧日寺の儀礼
空間が現代に甦りました。
会津仏教文化発祥の地として栄えた

「慧日寺」の関係資料は「磐梯山慧日
寺資料館」に展示されています。

②磐梯西山麓湧水群
日本の名水100選に選ばれた湧水群の
中でも、龍ヶ沢湧水は代表的な湧水で
す。会津藩の雨乞いの儀式が行われた
場所でもあります。

⑩猪苗代湖 日本で４番目に大きい湖は、
天を映す鏡のようであることから「天鏡湖」の
異名を持ち、磐梯山の姿を美しく湖面に映す。
湖岸には遊覧船乗り場、湖水浴場などが点在。
冬には多くの白鳥が飛来する。

⑨野口英世記念館
医学者野口英世博士の生家とともに、
遺品などが多数展示されている。
博士が火傷を負った囲炉裏や、母シカ
の手紙など、当時を感じることができる。

⑫道の駅猪苗代
地元の特産品や新鮮野菜を販売する
物産コーナー、ダイニング、フードコート
はここでしか味わえないおいしさが満載
道の駅猪苗代は「猪苗代の魅力が盛り
沢山」です。

七ツ森ペンション村

磐梯山に抱かれて、
さわやかな猪苗代の風が
ここちよく頬をなでる。
歴史と文化、そして自然を感じる。
そこは福島・會津の地。

會津のみどころガイド會津の ガイド會津のみどころガイド會津のみどころガイド

詳しいご案内は福島県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.jp/

宿泊についての
お問い合わせ先 会津若松市

東山温泉観光協会
芦ノ牧温泉観光協会
会津若松旅館ホテル組合

TEL 0242-27-7051
TEL 0242-92-2336
TEL 0242-28-9221

猪苗代町（一社）猪苗代観光協会 TEL 0242-62-2048

磐梯町 磐梯町観光協会（磐梯町役場商工観光課内）TEL 0242-74-1214

⑧鶴ヶ城　戊辰戦争を戦いぬいた名城であったが、明治7年に取り壊された。
昭和9年に文部省（当時）から史跡若松城跡として指定され、昭和40年9月、白
亜五層の天守閣が再建された。平成23年春には幕末時代の瓦（赤瓦）をまとっ
た日本で唯一の天守閣となり、平成27年4月には天守閣再建50周年を記念して
展示室が全面リニューアルされた。平成30年は戊辰戦争から150周年を迎える
節目の年であり、様々な記念事業を開催する。

⑦東山温泉　飯盛山の近くに位置する東山温泉は約
1300年前に僧・行基が発見したと伝えられる古いいで湯
で会津若松の奥座敷として賑わっており、かつて新選組
の土方歳三も、ここで傷を癒した。

⑥近藤勇の墓　天寧寺の奥、愛宕山中
腹に建つ墓。京都三条河原でさらされた
首が土方歳三によってこの地に葬られた
という説と、遺髪が埋葬されているという
説がある。

⑪白虎隊十九士の墓　齢16～17歳
の少年たちによって編成された白虎隊が
眠る墓。飯盛山のこの地に逃れ落ちて来
た白虎隊が、鶴ヶ城が黒煙に包まれてい
る様を目にし、潔く自刃した地でもある。

④會津藩校日新館　江戸時代、全国有数の
藩校と謳われた日新館は、儒教を中心に医学や
天文学までも教えた総合的な学舎であり、数多く
の優れた人物を世に送り出しました。

⑤強清水　磐梯山の弘法
清水にひとしい冷水をたたえ、
干天の時でも水量が減らな
いという。清水の傍らに「親は
もろはく、子は清水」の額が掲
げてある。
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③道の駅　ばんだい 
地元の特産物や新鮮野菜の展示販売
コーナー、レストラン、コンビニエンスストア
を備えた「物産館」と、地元の農産物の加
工研究開発施設である「活性化施設」が併
設され、磐梯町の魅力が満載です。
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○2018年の日本（学生）トライアスロン連合登録者であること。
○2018年12月31日現在18歳以上で、オープンウォーターで1.5km完泳の経験者。
○オープンウォーターで15分間泳を確実にでき、立ち泳ぎを3分間でき、背浮かびが
できること。
○エントリー後、必要書類を提出し、参加承認を受けた者。

◆事前送付　レースナンバー通知書、健康チェックリスト、大会プログラム、重要注意事項書
◆受付時支給物　レースナンバー、ボディナンバーシール、トランジションバッグ、給水用品、

　　　　　　　参加記念品、交歓パーティーでの飲食物など
◆大会後日送付　完走証（記録証）

出場資格

提供物品

申込方法
LAWSON DO SPORTS(http://lawson-ds.jp)サイトから指示に従い申し込む参加
費決済をもって「エントリー申し込み」とする　　

○webエントリーにて申し込み、必要手続きを済ませた先着
　600名（順次、決定通知書を郵送）

平成３０年５月２０日（日）～７月２２日（日）予定

（別途エントリーシステム使用料
1,000円必要）
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2018福島県選手権
2018東北女子選手権（日本選手権東北女子代表選考レース）　
2018東北トライアスロンサーキット第6戦

公益財団法人日本トライアスロン連合競技規則を適用。定められたローカルルールは競技規則に優先される。

①ウエットスーツは着用推奨(水温18℃以下の場合は着用義務)とする。また、
大会前日及び当日のバイク乗車時は、硬質ヘルメットの着用を義務づける

②バイクの点検は各自責任をもって実施。バイクチェックは確認程度。
③開会式及び競技説明会の参加を義務づける。遅刻した選手にはタイムペナ

ルティーを科しスイムスタートさせる。
④スイムスタートは約80ｍ沖合から、ウエーブスタート方式・フローティング

スタートとする。
⑤バイクコースで２カ所の踏切を通過する。直前の降車ラインの手前で降車

し、手押しで通過する。その後、乗車ラインを越えてから乗車する。違反者は
競技終了後、タイムペナルティーを科す。

⑥ランの折り返し時、手首につけるリング(１周目が黄色、２周目が赤色)を渡す。
２本のリングを所持していない選手のフィニッシュは認めない。

⑦マナーアップのため、「競技中のポイ捨て」、「ボランティアへの悪質対応」、
「主催者及び来賓のあいさつ中での飲食」を禁止する。

⑧誓約書を熟読して署名・捺印のこと。健康診断書の提出は求めない。
⑨トライアスロン競技初体験の選手は、前日のビギナートライアスロン教室を

受講することを推奨する

○総合表彰：男女各６位まで
○年代別表彰：１０代、２０代、３０代、４０代、５０代、６０代、70歳以上、男女各３

位まで（総合表彰入賞者は除く）
○福島県選手権：男女各３位まで
○東北女子選手権：3位まで
○東北トライアスロンサーキット：男女各１位

○第35回全日本トライアスロン宮古島大会へ優待派遣（男女優勝者など８名）
○20回連続出場賞ほか

【宿泊先と移動方法】
　本大会はスタート会場とフィニッシュ会場が30㎞も離れている
という特殊な競技環境です。宿泊先の決定と競技前後の移動につ
いて判断しづらいことと思います。同伴者がいない方は下記の２
通りの方法を参考に参加申し込みをしてください。

移動例①　会津若松市周辺に宿泊（フィニッシュ後にゆったりできる）
（大会前日）猪苗代湖天神浜で選手受付、バイク預託～会

津若松市周辺に宿泊
（大会当日）会津大学に駐車～大学にラン用品預託～スイ

ム・バイク用品持参で専用バス乗車スイム
会場へ～開会式～競技～表彰式～会津大
学より帰路へ

移動例②　猪苗代町周辺に宿泊（スイムスタート前にゆったりできる）
　　　　　　注：本年から競技終了後のスイム会場へのバイク搬送は行いません。

（大会前日）猪苗代湖天神浜で選手受付、バイク預託（当日
朝でも可）～猪苗代町周辺に宿泊

（大会当日） 猪苗代湖天神浜に駐車～バイク預託～ラン用
品・着替えを大学へ移送預託～開会式～競技
～着替え～競技用品持参で、13：40発もしく
は、表彰式後、15：30～15：40発の天神浜
行きシャトルバス乗車で天神浜へ～自車にて
会津大学ヘ移動～バイクを受け取り～帰路へ

【無料バスを運行】（８月26日・大会当日）
◆朝5：50～6：20まで、会津大学からスイム会場（天神浜）行きのバスを運

行します。（同伴者の乗車可）
◆スイム競技終了後、スイム会場（天神浜トランジション）から会津大学行き

の同伴者用バスを運行します。
◆競技終了後、閉会式・パーティーが始まる直前（13：40）に会津大学トラン

ジション付近からと、15：30～15：40にパーティー会場付近よりスイム
会場（天神浜）行きのバスを運行します。（同伴者の乗車可）

競技関係に関する
問い合わせ先

その他に関する
問い合わせ先

競技規則
ローカルルール

●遅　　刻
　　当日、正当な理由なく遅刻した場合、タイムペナルティが与えられま

す。もしくは、正式記録が認められない場合があります。競技委員の指
示に従って下さい。

●リタイア
　　安全確保が最優先です。万一レース前やレース中に体調がすぐれな

い場合は「勇気あるリタイヤ」が正しい選択です。リタイヤする場合は、
必ず近くの競技委員に「リタイヤ」する旨と「レースナンバー」を報告し、
計測タグを本部までお持ち下さい。

●結果発表
　　表彰式会場（会津大学食堂棟入口外壁に掲示します。）

●試　　走
　　バイク・ランについて、大会当日以外でも試走は可能ですが、各自の

責任において試走してください。競技中以外は、大会参加者補償規定の
適用になりませんのでご了承下さい。

●試　　泳 　
　　前日試泳する方は、受付を済ませてから天神浜湖水浴場で泳いでくださ

い。受付で支給したスイムキャップを着用してください。スイム全コースを
使用しての試泳は出来ません当日の試泳はスタート前の指定時間で行って
ください。心臓に急激な負担を掛けないためにもしっかりとウォーミング
アップを行ってください。

●競技内容の変更・中止及び中断
　　気象状況などにより、大会開催が危険と判断される場合は、大会当日

6:00にスイム会場大会本部でコース・距離などの変更または、中止を発表
します。雷などの危険な状況が発生した場合は、競技を中断する場合があり
ます。その後、再スタートや中止の判断をします。天候の急変などで、レース
中に中断や中止の判断をした場合は、審判団、主催者で協議の上、表彰方法
などの対応を決定します。

●緊急時の対応
　　緊急時、救急車が入る場合は、競技中でも一時競技を止め、救急車を優先

して通行させます。選手が止まっている時間も競技時間に含まれます。ご了
承ください。

●その他
①「真夏」の気候として準備してください。前日から十分な水分補給をしてくだ

さい。飲酒は水分補給にならず脱水に繋がります。前日の飲酒はお控え下
さい。

②雨、風など、天候によっては寒い場合も考えられます。寒さ・雨対策も考慮し
て参加してください。

③ラン競技中の帽子着用を推奨します。
④競技開催中、変調をきたした選手を見かけた場合は、すぐに近くの大会役員

または審判員にお知らせ下さい。
⑤体調不良、睡眠不足などは、大きな事故につながります。絶対に無理な出場

はしないでください。
⑥スケジュール変更、ローカルルールの適用追加などがあった場合は、大会本

部に掲示の上アナウンスします。
⑦ゴミは各自お持ち帰り下さい。
⑧貴重品は各自で管理をお願いします。
⑨計測タグは回収所または本部まで必ず返却下さい。紛失した場合、実費を

請求させていただきます。
⑩各種メディアの取材が入り、写真を撮影する場合があります。ご協力をお願

いします。

重要注意事項

表　　彰

特別賞など

2018JTUエイジランキング対象大会

JTUエイジランキングとは
ＪＴＵ主催・共催大会のエイジランキング対象大会(51.5kmの指定カテゴリー)に出場したエイジグループ選手がポイントを獲得する年間ランキング制度で、男女
とも「５歳刻み年代別(24歳以下、25-29歳、30-34歳、35-39歳、40-44歳…)のカテゴリーを設ける。年齢は2018年12月31日現在を基準とする。特典とし
て、年代別1-6位の選手に表彰状を授与、年間各年代別ランキング１位の男女には、2018年ITU世界トライアスロン選手権(オランダ)へ公費派遣、各年代別10位
迄の男女には2018年アジア選手権、2018年世界選手権(オランダ)の出場権を授与する。（詳細は、ＪＴＵホームページでご確認ください）

８月２5日（土曜日）　大会前日
 １５：００～ １８：0０ 選手前日受付及びバイク預託受付
   （猪苗代湖天神浜）
 １5：3０～ １6：3０ ビギナー トライアスロン教室（小平潟天満宮前）
 　   ８月２6日（日曜日）　大会当日
　   ６：30～  ７：35  大会当日受付（猪苗代湖天神浜）
　   7：30～  ８：50  計測タグ（アンクルバンド）配布、試泳（開会式・競技説明時停止）　
　   ８：10～  8：30  開会式・競技説明
　   8：50～  9：00 スタート地点砂浜に集合、ウエーブごとに整列
　   9:08～13：10 競技
　スタート
    9:08 第1ウエーブ
    9:10 第２ウエーブ
    9:12 第３ウエーブ
    １３：４０～１５：３０  閉会式・表彰式・選手交歓パーティー
　　　　　　　　　 （会津大学学生食堂）

大会日程

「全日本トライアスロン宮古島大会」友好大会

募集定員 定員600名

○出場キャンセルの場合でも返金しない(参加記念品などは大会終了後送付する)。

参加費用

募集期間

23,000円

Run

Swim
制限時間：スタート後1時間以内に
バイクスタート（猪苗代湖）
約80m沖合いから、ウェーブスタート方式・フローティングスタート。スタート
地点は水深約90cm。水深約2m前後のスイムコースを1.5周回する。

制限時間：スイムスタート後4時間（会津若松市：会津大学）
大学周辺の平坦コースを2周する。（グラウンドは3周回）日
陰が少ないので給水を十分とる必要あり。

競技委員長／森　崎　俊　紘
TEL.090-8255-8269　FAX.024-533-0004
 Ｅ-mail. morisaki@kotobuki-c.net

〒960-8648　福島市柳町４－29
うつくしまトライアスロン実行委員会　事務局

（福島民友新聞社事業局事業部）
TEL.024-523-1334　FAX.024-523-1634
E-mail.　utsukushimatriathlon@gmail.com

※本大会競技中の万一の事故に際しては、最善の応急処置を取りますが、その後
の措置については、うつくしまトライアスロン大会・大会参加者補償規定の補
償範囲内とし、その他、一切の責任は負いませんので、各自で判断の上、傷害保険・
生命保険等に加入し参加してください。また、万一の事故の場合を考えて、健
康保険証を必ずご持参ください。

※死亡見舞金：500 万円
後遺障害見舞金：最高 500 万円
入院見舞金（180 日限度）：6,000 円（日額）
通院見舞金（90 日限度）：4,000 円（日額）
適用外

１，既往症による死亡
２，参加者の故意、犯罪行為、自殺行為、闘争行為
３，参加者の麻薬等の使用・服用
４，参加者の無資格運転、飲酒運転
５，戦争その他の変乱
６，地震、噴火、津波
７，他覚症状のないむちうち症または腰痛
８，治療目的以外の入通院
９，参加者の精神障害

10，核燃料物質（使用済燃料を含む）または、これによって汚染されたもの

バイクフィニッシュ

ランコース（会津大学）

磐梯町給水所 ★
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40.0kmバイクコース周辺

1998 - 2018

バイク
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制限時間：スイムスタート後2時間30分（猪苗代町～磐梯町～会津若松市）
スタート地点より、バイクフィニッシュ地点が約300m低い
ためコースの多くが緩やかな下りとなる。

Bike
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ランコース（2周）

10.0km
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○2018年の日本（学生）トライアスロン連合登録者であること。
○2018年12月31日現在18歳以上で、オープンウォーターで1.5km完泳の経験者。
○オープンウォーターで15分間泳を確実にでき、立ち泳ぎを3分間でき、背浮かびが
できること。
○エントリー後、必要書類を提出し、参加承認を受けた者。

◆事前送付　レースナンバー通知書、健康チェックリスト、大会プログラム、重要注意事項書
◆受付時支給物　レースナンバー、ボディナンバーシール、トランジションバッグ、給水用品、

　　　　　　　参加記念品、交歓パーティーでの飲食物など
◆大会後日送付　完走証（記録証）

出場資格

提供物品

申込方法
LAWSON DO SPORTS(http://lawson-ds.jp)サイトから指示に従い申し込む参加
費決済をもって「エントリー申し込み」とする　　

○webエントリーにて申し込み、必要手続きを済ませた先着
　600名（順次、決定通知書を郵送）

平成３０年５月２０日（日）～７月２２日（日）予定

（別途エントリーシステム使用料
1,000円必要）

第20回　うつくしま

トライアスロンin あいづトライアスロンin あいづ

2018福島県選手権
2018東北女子選手権（日本選手権東北女子代表選考レース）　
2018東北トライアスロンサーキット第6戦

公益財団法人日本トライアスロン連合競技規則を適用。定められたローカルルールは競技規則に優先される。

①ウエットスーツは着用推奨(水温18℃以下の場合は着用義務)とする。また、
大会前日及び当日のバイク乗車時は、硬質ヘルメットの着用を義務づける

②バイクの点検は各自責任をもって実施。バイクチェックは確認程度。
③開会式及び競技説明会の参加を義務づける。遅刻した選手にはタイムペナ

ルティーを科しスイムスタートさせる。
④スイムスタートは約80ｍ沖合から、ウエーブスタート方式・フローティング

スタートとする。
⑤バイクコースで２カ所の踏切を通過する。直前の降車ラインの手前で降車

し、手押しで通過する。その後、乗車ラインを越えてから乗車する。違反者は
競技終了後、タイムペナルティーを科す。

⑥ランの折り返し時、手首につけるリング(１周目が黄色、２周目が赤色)を渡す。
２本のリングを所持していない選手のフィニッシュは認めない。

⑦マナーアップのため、「競技中のポイ捨て」、「ボランティアへの悪質対応」、
「主催者及び来賓のあいさつ中での飲食」を禁止する。

⑧誓約書を熟読して署名・捺印のこと。健康診断書の提出は求めない。
⑨トライアスロン競技初体験の選手は、前日のビギナートライアスロン教室を

受講することを推奨する

○総合表彰：男女各６位まで
○年代別表彰：１０代、２０代、３０代、４０代、５０代、６０代、70歳以上、男女各３

位まで（総合表彰入賞者は除く）
○福島県選手権：男女各３位まで
○東北女子選手権：3位まで
○東北トライアスロンサーキット：男女各１位

○第35回全日本トライアスロン宮古島大会へ優待派遣（男女優勝者など８名）
○20回連続出場賞ほか

【宿泊先と移動方法】
　本大会はスタート会場とフィニッシュ会場が30㎞も離れている
という特殊な競技環境です。宿泊先の決定と競技前後の移動につ
いて判断しづらいことと思います。同伴者がいない方は下記の２
通りの方法を参考に参加申し込みをしてください。

移動例①　会津若松市周辺に宿泊（フィニッシュ後にゆったりできる）
（大会前日）猪苗代湖天神浜で選手受付、バイク預託～会

津若松市周辺に宿泊
（大会当日）会津大学に駐車～大学にラン用品預託～スイ

ム・バイク用品持参で専用バス乗車スイム
会場へ～開会式～競技～表彰式～会津大
学より帰路へ

移動例②　猪苗代町周辺に宿泊（スイムスタート前にゆったりできる）
　　　　　　注：本年から競技終了後のスイム会場へのバイク搬送は行いません。

（大会前日）猪苗代湖天神浜で選手受付、バイク預託（当日
朝でも可）～猪苗代町周辺に宿泊

（大会当日） 猪苗代湖天神浜に駐車～バイク預託～ラン用
品・着替えを大学へ移送預託～開会式～競技
～着替え～競技用品持参で、13：40発もしく
は、表彰式後、15：30～15：40発の天神浜
行きシャトルバス乗車で天神浜へ～自車にて
会津大学ヘ移動～バイクを受け取り～帰路へ

【無料バスを運行】（８月26日・大会当日）
◆朝5：50～6：20まで、会津大学からスイム会場（天神浜）行きのバスを運

行します。（同伴者の乗車可）
◆スイム競技終了後、スイム会場（天神浜トランジション）から会津大学行き

の同伴者用バスを運行します。
◆競技終了後、閉会式・パーティーが始まる直前（13：40）に会津大学トラン

ジション付近からと、15：30～15：40にパーティー会場付近よりスイム
会場（天神浜）行きのバスを運行します。（同伴者の乗車可）

競技関係に関する
問い合わせ先

その他に関する
問い合わせ先

競技規則
ローカルルール

●遅　　刻
　　当日、正当な理由なく遅刻した場合、タイムペナルティが与えられま

す。もしくは、正式記録が認められない場合があります。競技委員の指
示に従って下さい。

●リタイア
　　安全確保が最優先です。万一レース前やレース中に体調がすぐれな

い場合は「勇気あるリタイヤ」が正しい選択です。リタイヤする場合は、
必ず近くの競技委員に「リタイヤ」する旨と「レースナンバー」を報告し、
計測タグを本部までお持ち下さい。

●結果発表
　　表彰式会場（会津大学食堂棟入口外壁に掲示します。）

●試　　走
　　バイク・ランについて、大会当日以外でも試走は可能ですが、各自の

責任において試走してください。競技中以外は、大会参加者補償規定の
適用になりませんのでご了承下さい。

●試　　泳 　
　　前日試泳する方は、受付を済ませてから天神浜湖水浴場で泳いでくださ

い。受付で支給したスイムキャップを着用してください。スイム全コースを
使用しての試泳は出来ません当日の試泳はスタート前の指定時間で行って
ください。心臓に急激な負担を掛けないためにもしっかりとウォーミング
アップを行ってください。

●競技内容の変更・中止及び中断
　　気象状況などにより、大会開催が危険と判断される場合は、大会当日

6:00にスイム会場大会本部でコース・距離などの変更または、中止を発表
します。雷などの危険な状況が発生した場合は、競技を中断する場合があり
ます。その後、再スタートや中止の判断をします。天候の急変などで、レース
中に中断や中止の判断をした場合は、審判団、主催者で協議の上、表彰方法
などの対応を決定します。

●緊急時の対応
　　緊急時、救急車が入る場合は、競技中でも一時競技を止め、救急車を優先

して通行させます。選手が止まっている時間も競技時間に含まれます。ご了
承ください。

●その他
①「真夏」の気候として準備してください。前日から十分な水分補給をしてくだ

さい。飲酒は水分補給にならず脱水に繋がります。前日の飲酒はお控え下
さい。

②雨、風など、天候によっては寒い場合も考えられます。寒さ・雨対策も考慮し
て参加してください。

③ラン競技中の帽子着用を推奨します。
④競技開催中、変調をきたした選手を見かけた場合は、すぐに近くの大会役員

または審判員にお知らせ下さい。
⑤体調不良、睡眠不足などは、大きな事故につながります。絶対に無理な出場

はしないでください。
⑥スケジュール変更、ローカルルールの適用追加などがあった場合は、大会本

部に掲示の上アナウンスします。
⑦ゴミは各自お持ち帰り下さい。
⑧貴重品は各自で管理をお願いします。
⑨計測タグは回収所または本部まで必ず返却下さい。紛失した場合、実費を

請求させていただきます。
⑩各種メディアの取材が入り、写真を撮影する場合があります。ご協力をお願

いします。

重要注意事項

表　　彰

特別賞など

2018JTUエイジランキング対象大会

JTUエイジランキングとは
ＪＴＵ主催・共催大会のエイジランキング対象大会(51.5kmの指定カテゴリー)に出場したエイジグループ選手がポイントを獲得する年間ランキング制度で、男女
とも「５歳刻み年代別(24歳以下、25-29歳、30-34歳、35-39歳、40-44歳…)のカテゴリーを設ける。年齢は2018年12月31日現在を基準とする。特典とし
て、年代別1-6位の選手に表彰状を授与、年間各年代別ランキング１位の男女には、2018年ITU世界トライアスロン選手権(オランダ)へ公費派遣、各年代別10位
迄の男女には2018年アジア選手権、2018年世界選手権(オランダ)の出場権を授与する。（詳細は、ＪＴＵホームページでご確認ください）

８月２5日（土曜日）　大会前日
 １５：００～ １８：0０ 選手前日受付及びバイク預託受付
   （猪苗代湖天神浜）
 １5：3０～ １6：3０ ビギナー トライアスロン教室（小平潟天満宮前）
 　   ８月２6日（日曜日）　大会当日
　   ６：30～  ７：35  大会当日受付（猪苗代湖天神浜）
　   7：30～  ８：50  計測タグ（アンクルバンド）配布、試泳（開会式・競技説明時停止）　
　   ８：10～  8：30  開会式・競技説明
　   8：50～  9：00 スタート地点砂浜に集合、ウエーブごとに整列
　   9:08～13：10 競技
　スタート
    9:08 第1ウエーブ
    9:10 第２ウエーブ
    9:12 第３ウエーブ
    １３：４０～１５：３０  閉会式・表彰式・選手交歓パーティー
　　　　　　　　　 （会津大学学生食堂）

大会日程

「全日本トライアスロン宮古島大会」友好大会

募集定員 定員600名

○出場キャンセルの場合でも返金しない(参加記念品などは大会終了後送付する)。

参加費用

募集期間

23,000円

Run

Swim
制限時間：スタート後1時間以内に
バイクスタート（猪苗代湖）
約80m沖合いから、ウェーブスタート方式・フローティングスタート。スタート
地点は水深約90cm。水深約2m前後のスイムコースを1.5周回する。

制限時間：スイムスタート後4時間（会津若松市：会津大学）
大学周辺の平坦コースを2周する。（グラウンドは3周回）日
陰が少ないので給水を十分とる必要あり。

競技委員長／森　崎　俊　紘
TEL.090-8255-8269　FAX.024-533-0004
 Ｅ-mail. morisaki@kotobuki-c.net

〒960-8648　福島市柳町４－29
うつくしまトライアスロン実行委員会　事務局

（福島民友新聞社事業局事業部）
TEL.024-523-1334　FAX.024-523-1634
E-mail.　utsukushimatriathlon@gmail.com

※本大会競技中の万一の事故に際しては、最善の応急処置を取りますが、その後
の措置については、うつくしまトライアスロン大会・大会参加者補償規定の補
償範囲内とし、その他、一切の責任は負いませんので、各自で判断の上、傷害保険・
生命保険等に加入し参加してください。また、万一の事故の場合を考えて、健
康保険証を必ずご持参ください。

※死亡見舞金：500 万円
後遺障害見舞金：最高 500 万円
入院見舞金（180 日限度）：6,000 円（日額）
通院見舞金（90 日限度）：4,000 円（日額）
適用外

１，既往症による死亡
２，参加者の故意、犯罪行為、自殺行為、闘争行為
３，参加者の麻薬等の使用・服用
４，参加者の無資格運転、飲酒運転
５，戦争その他の変乱
６，地震、噴火、津波
７，他覚症状のないむちうち症または腰痛
８，治療目的以外の入通院
９，参加者の精神障害

10，核燃料物質（使用済燃料を含む）または、これによって汚染されたもの
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40.0kmバイクコース周辺
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制限時間：スイムスタート後2時間30分（猪苗代町～磐梯町～会津若松市）
スタート地点より、バイクフィニッシュ地点が約300m低い
ためコースの多くが緩やかな下りとなる。
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2018 福島県選手権
2018東北女子選手権
（日本選手権東北女子代表選考レース）　
2018東北トライアスロンサーキット第6戦
2018JTUエイジランキング対象大会　
「全日本トライアスロン宮古島大会」
友好大会

RUN
BIKE

SWIM

第20回うつくしま 　 トライアスロンinあいづ
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主    催： うつくしまトライアスロン実行委員会
 （福島民友新聞社、福島県トライアスロン協会、福島中央テレビ、会津若松市、猪苗代町、磐梯町） 

共　　催 ： 公益社団法人 日本トライアスロン連合、読売新聞東京本社福島支局、報知新聞社

特別協賛 ：

協　　賛 ： 東北電力株式会社、JAグループ福島、日本たばこ産業株式会社、ＪＡ会津よつば、株式会社ローソン
※「第35回全日本トライアスロン宮古島大会」へ男女優勝者など8名を優待派遣します。

公式ウェブサイト 「https://utsukushimatriathlon.com」 うつくしまトライアスロン

8.268.262018. （日）

Start AM9:00

AIZUAIZU
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（猪苗代湖天神浜）

①史跡慧日寺跡
古代寺院建築技法の粋を集めて復元
された金堂と中門。古代慧日寺の儀礼
空間が現代に甦りました。
会津仏教文化発祥の地として栄えた

「慧日寺」の関係資料は「磐梯山慧日
寺資料館」に展示されています。

②磐梯西山麓湧水群
日本の名水100選に選ばれた湧水群の
中でも、龍ヶ沢湧水は代表的な湧水で
す。会津藩の雨乞いの儀式が行われた
場所でもあります。

⑩猪苗代湖 日本で４番目に大きい湖は、
天を映す鏡のようであることから「天鏡湖」の
異名を持ち、磐梯山の姿を美しく湖面に映す。
湖岸には遊覧船乗り場、湖水浴場などが点在。
冬には多くの白鳥が飛来する。

⑨野口英世記念館
医学者野口英世博士の生家とともに、
遺品などが多数展示されている。
博士が火傷を負った囲炉裏や、母シカ
の手紙など、当時を感じることができる。

⑫道の駅猪苗代
地元の特産品や新鮮野菜を販売する
物産コーナー、ダイニング、フードコート
はここでしか味わえないおいしさが満載
道の駅猪苗代は「猪苗代の魅力が盛り
沢山」です。

七ツ森ペンション村

磐梯山に抱かれて、
さわやかな猪苗代の風が
ここちよく頬をなでる。
歴史と文化、そして自然を感じる。
そこは福島・會津の地。

會津のみどころガイド會津の ガイド會津のみどころガイド會津のみどころガイド

詳しいご案内は福島県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.jp/

宿泊についての
お問い合わせ先 会津若松市

東山温泉観光協会
芦ノ牧温泉観光協会
会津若松旅館ホテル組合

TEL 0242-27-7051
TEL 0242-92-2336
TEL 0242-28-9221

猪苗代町（一社）猪苗代観光協会 TEL 0242-62-2048

磐梯町 磐梯町観光協会（磐梯町役場商工観光課内）TEL 0242-74-1214

⑧鶴ヶ城　戊辰戦争を戦いぬいた名城であったが、明治7年に取り壊された。
昭和9年に文部省（当時）から史跡若松城跡として指定され、昭和40年9月、白
亜五層の天守閣が再建された。平成23年春には幕末時代の瓦（赤瓦）をまとっ
た日本で唯一の天守閣となり、平成27年4月には天守閣再建50周年を記念して
展示室が全面リニューアルされた。平成30年は戊辰戦争から150周年を迎える
節目の年であり、様々な記念事業を開催する。

⑦東山温泉　飯盛山の近くに位置する東山温泉は約
1300年前に僧・行基が発見したと伝えられる古いいで湯
で会津若松の奥座敷として賑わっており、かつて新選組
の土方歳三も、ここで傷を癒した。

⑥近藤勇の墓　天寧寺の奥、愛宕山中
腹に建つ墓。京都三条河原でさらされた
首が土方歳三によってこの地に葬られた
という説と、遺髪が埋葬されているという
説がある。

⑪白虎隊十九士の墓　齢16～17歳
の少年たちによって編成された白虎隊が
眠る墓。飯盛山のこの地に逃れ落ちて来
た白虎隊が、鶴ヶ城が黒煙に包まれてい
る様を目にし、潔く自刃した地でもある。

④會津藩校日新館　江戸時代、全国有数の
藩校と謳われた日新館は、儒教を中心に医学や
天文学までも教えた総合的な学舎であり、数多く
の優れた人物を世に送り出しました。

⑤強清水　磐梯山の弘法
清水にひとしい冷水をたたえ、
干天の時でも水量が減らな
いという。清水の傍らに「親は
もろはく、子は清水」の額が掲
げてある。
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③道の駅　ばんだい 
地元の特産物や新鮮野菜の展示販売
コーナー、レストラン、コンビニエンスストア
を備えた「物産館」と、地元の農産物の加
工研究開発施設である「活性化施設」が併
設され、磐梯町の魅力が満載です。


