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は じ め に

第35回 2022 トライアスロンＩＮ徳之島大会にご参加頂き、誠にありがとうございます。

「参加選手のしおり」と「競技規則」を送付致しますので、大会に向けて準備を進めて下さるよう

お願い申し上げます。

大会事務局では安全対策に万全を期しておりますが、特に初めてご参加される選手の皆様は、前

回参加選手のアドバイス等を参考にされ、事故防止への基本的な知識や技術を高められますよう

にお願い致します。楽しい大会にするためには、皆様のご協力が必要です。「体調が悪い場合は、

勇気あるリタイアこそ正しい選択です。」無理な出場、ペースアップは事故につながりますので、

大会までコンディションを整えて、コース環境を頭に入れて事前準備をして下さい。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、健康管理の把握並びに受付時の混雑を回

避するため、スマートレセプションシステムを導入し、感染防止対策を講じて参ります。ご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。

大会事務局はじめ、島民あげて皆様のご来島を心よりお待ちいたしております。コースはかなりハ

ードではありますが、日頃培われた力と技が充分に発揮できますようご健闘をご祈念申し上げます。
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★Ａ－1 ツアーの申込みについて

大会前後の航空機利用は大変混み合います。南九州及び沖縄県からご参加の方は、なるべく船舶のご利用

をお勧め致します。船舶ご利用の際は、事務局発行の参加決定通知書（※コピー不可）を提示して下さい。

下記の内容で割引となります。

記

※他の割引とは重複して適用できません。

※上記の他「ペットルーム使用料・受託手荷物運賃・自転車運賃・原動機付自転車・自動二輪」は割引対

象外になります。

※２等寝台Ｂの料金差額は割引対象外となります。

※バイク（自転車）は、分解しても有料となります。必ず係員に「バイク合鑑」ということを申し出て、

乗船料金とは別に料金をお支払下さい。

航空機ご利用のツアーは、（株）ホワイト・ベアーファミリー(06-6371-6910)、奄美航空ツーリスト徳之島

営業所（0997-82-0223）をご利用下さい。7月1日（金）～7月4日（月）の利用が集中しますので、前後の

ご予約をお勧め致します。

また、ツアーをご利用になられない場合は、各自でお早めに宿泊手配等を行って下さい。

★Ａ－2 チェックリスト

1．本 人 持 参

（1）スイム → 水着、タオル、ゴーグル、ワセリン、グリス、ウェットスーツ等

（2）バイク → バイク、バイクウェアー、靴、厚生ヘルメット、バイクボトル、手袋、ホイール、空気

入れタイヤチューブ、チューブ入れ、スパナ等修理道具等

（3）ラ ン → ランニングウェア、靴、帽子等

※持ち物には必ず名前を記入して下さい。

2．主 催 者 支 給

（1）スイミングキャップ

（2）レースナンバー（バイク用／ヘルメット用／ラン用）

（3）エイドステーションの飲食物

（4）着替え物を収納する袋

（5）ＩＤカード

（6）アンクルバンド（計測チップ）※１個貸与、各競技時に使用し、終了後返却する。

※アンクルバンド（計測チップ）を紛失した際は、実費4,000円をご負担して頂きます。

3．完 走 者

（1）完走賞 ＦＩＮＳＨＥＲＳ完走ポロシャツ・ＦＩＮＳＨＥＲＳスポーツタオル【南西糖業㈱協賛】

（2）完走証 後日送付致します（フィニッシュ写真付き）・その他

4．エイドステーションでの主な飲食物（予定）

水・バナナ・柑橘類・スイカ・ゼリー・ごまざた(胡麻入・黒糖)・かき氷(ランコース犬の門蓋14k地点 晴

天の場合)・島ドーナツ・梅 干・塩・スポーツドリンク（ポカリスエット等、各エイド）

割引き対象期間 令和4.6.27（月） ～ 令和4.7.9（土）

対象区間及び割引率 鹿児島新港 ⇔ 亀徳港 ３０％ＯＦＦ

亀徳港 ⇔ 奄美各島・沖縄本島 ２０％ＯＦＦ

大会参加者及び同伴者（家族）も割引対象（小人１０％ＯＦＦ）

車両運賃 割引対象外（有人車・無人車を問いません）

貨 物 割引対象外

割引条件 大会参加通知証を提示したお客様に限る。（コピー不可）



※コロナ感染症対策のため、エイドステーションについては、セルフ方式（ボランティアから手渡しを極

力避ける）を採用します。

★Ａ－3 バイク輸送について

バイク輸送につきましては、船舶では手荷物合鑑として持込みが可能ですが、参加選手の移動が同じ時期

に集中することや、特に鹿児島～徳之島間並びに奄美～徳之島間の航空便につきましては、小型機であり貨

物輸送量に限りがあるため、バイクの搭載が不可能となります 。

また、航空機に携帯品としてのバイクの預入については堅くお断り致します。

このことから、皆様のバイクは事前に託送して頂き、復路においても同様の理由により託送をお願い致し

ます。

●バイクの送り先

〒891-7605 鹿児島県大島郡天城町浅間177-15 天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター宛 TEL 0997-85-5151

1．託送について

(1) バイクは必ず輪行バック、バイク収納ケースかダンボール等にて堅固に包装の上、荷造りに不備の

ないようにして宛名・所有者の氏名・住所・レースナンバーをはっきり記入の上、お送り下さい。

(2) 期日内にバイクを受け取るには、余裕を持って出発の１０日前迄に預託して下さい。

※気象条件により船舶の運航に乱れが生じることも考えられますので、各自ご確認の上、お早めにご

送付下さい。

(3) バイクの保管場所は、天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター(登録場所)に保管しています。7月1日～2日の登

録後に宿泊先に持ち帰られるか、大会当日早朝にＢ＆Ｇ海洋センターで受領後(Ｂ＆Ｇまでバス運行)

にスイム会場(距離５Km)に自走して下さい。

(4) 大会終了後のバイク輸送については、宿泊先に持ち帰られるか、Ｂ＆Ｇ海洋センターにて臨時宅配便

受付コーナー【7／3(日)13:00～19:00・7／4(月)8:00～11:30】 が開設されますので、発送手続をして

下さい。

※輸送料については、別紙の自転車運賃表を参照ください。【宅配委託業者：佐川急便】

2．航空機内持込み禁止について

バイクのパンク修理用エアーボンベ(ｴｱｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ等)とスペアタイヤは、機内持込み禁止になっています

ので、バイクの託送(宅配便)と同時にお送り下さい。※空港預かり禁止

■バイク保管場所＆宅配受付場所（Ｂ＆Ｇ海洋センターすぱーく天城）



★Ａ－4 大会当日の選手登録について

アンクルバンド（計測チップ）配布時間：大会当日、ヨナマビーチ(スイム会場) ＡＭ 6：30～7：35

※アンクルバンド貸与（フィニッシュ時に返却。紛失の際は、実費4,000円負担）

（1）バイクを所定の位置（バイクスタート：トランジッションエリア）に置く。

（2）本部席となり、スイムスタート付近（配布場所）にて、アンクルバンド（計測チップ）を受け取って

ください。

※リレーの部に参加される方々は、最終登録受付にはメンバー全員での受付をお願いします。

※リレーの部では、アンクルバンド（計測チップ）を確実に次の方へ渡し、確実に装着をしてからス

タートして下さい。

※アンクルバンド（計測チップ）の装着は下記の参照図を参照して下さい。

（3）スイムの準備をし、バイク及びランに必要な物をバイクスタートのトランジションエリア備え付けの

ボックスへ収納する。

※備え付けボックスのレースナンバーの確認をお願いします。

※バイクスタート後、大会スッタフが全てのボックスをランスタートのトランジションエリアへ移動

します。

（4）アンクルバンド（計測チップ）受け取り後、その他の準備が完了した方は入水チェックを済ませて下

さい。

※入水チェックを済ませた方は、移動等が出来ませんので、事前にその他用務を済ませてから入水チ

ェックを行って下さい。

（5）スイムスタート 8：00

※7：40までにスイムスタート地点へ集合願います。

※眼鏡や貴重品は、スイムスタート前に最終登録受付の係員にて預かります。フィニッシュ会場の貴

重品預かり所にてお受け取り下さい。

参照図



※　保健所の調査において新型コロナウイルス感染症感染者の濃厚接触者と判断された者とします。

※参加者が未成年の場合

14日前 13日前 12日前 11日前 10日前 9日前 8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 参加日初日

該当する項目のみチェック（✔）又は必要事項を記入してください（該当しない項目は空欄のままとしてください）。

第３５回２０２０トライアスロンIN徳之島大会 様式１

体調管理・行動記録シート

　本シートは、大会開催に当たり新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。本シートに記入いただいた個人情報については、厳正なる管理のもと
に保管し、健康状態の把握、入場や参加可否の判断及び必要な連絡のために利用します。また、感染者又は感染の疑いのある方が判明した場合には、必要な範囲で保健所等の関係機関に情報を提供することがあ
りますので、ご了承ください。なお、本シートは、一定期間保管した後破棄します。

　　　　　　　 日付（記入してくださ
い） / / / / / / / / / / / / / / /

体温（0.1℃単位で記入してください）
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

症状なし

せき、のどの痛み、鼻水など風邪の症状
がある

頭痛、倦怠感（だるさ）がある

息苦しさがある

からだが重い、疲れやすい

味覚や嗅覚の異常がある

新型コロナウイルス感染症感染者と濃厚
接触がある※

同居家族や身近な知人に感染が疑われる
人がいる

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要
とされている国、地域等への渡航歴がある又
はこれらの国、地域等への渡航歴がある者若
しくは在住者との濃厚接触がある

該当する場合は国、地域等を記入し
てください。

氏名 所属（学校名など）

連絡先（電話番号） 保護者氏名

健
康
状
態

行
動
歴

見

本

★Ａ－5 新型コロナウイルス感染症対策について

1．地域住民と参加者、大会関係者、全ての人が安心して大会を行うことができるよう、以下の感染対策

にご協力ください。

（1）本大会の新型コロナウイルス感染症対策について、ご理解とご協力をお願いします。

（2）選手の健康チェック並びに受付時の混雑解消を図る目的で、スマートレセプションシステムを導入し

ます。ご自身のスマホで2週間の健康チェックを行い、受付時もＱＲコードで簡単に出来ます。

※上記健康チェックの未入力や既定の条件に達していない場合は受付ができない場合がございます。

必ず2週間分ご入力をお願いいたします。

※2週間前より、大会ＨＰ（天城町役場ＨＰ：トライアスロンＩＮ徳之島大会ＨＰ）にリンクを掲載

します。

（3）大会終了後2週間も検温と体調チェックを行い行動記録を行ってください。

（4）「飛沫対策」として会場内では全ての選手、関係者ともにマスクの着用をお願いします。

（競技中のアスリートについては免除）

（5）「接触対策」として手洗い、各所出入り口でのアルコール消毒をお願いします。

（6）近密な距離での会話を避け、大声を出さないように注意し、他人と適切な距離を取ること。

（ソーシャルディスタンスとして2メートルを目安とする）

（7）選手への接触を極力避けるように心掛け、握手やハグ及びハイタッチなどを禁止とする。

（8）大人数での会食は避ける。（カーボ、どんちゃんパーティーの縮小）

（9）休憩や食事等は、十分なスペースを確保しつつ分散して取れるよう調整します。

2．スマートフォン及びパソコンがなくスマートレセプションのご利用ができない方は、下記様式にて健康

状態・行動記録を管理いたしますので、当実行委員会事務局にお問い合わせください。

（1）健康管理チェックシート

大会の2週間前から、大会終了後2週間は健康・行動記録を各自でお願いします。

記入いただいた健康管理・行動記録シートは、受付時にご提出ください。

※記録日数は各自で追加をお願いいたします。



★Ｂ－1 公式スケジュール表

■令和４年７月１日（金）※バスにて空港及び港より登録会場へご案内致しますのでご利用下さい。

■令和４年７月２日（土）※バスにて空港及び港より登録会場へご案内致しますのでご利用下さい。

■令和４年７月３日（日）

■令和４年７月４日（月）

時 間 内 容 会場・備考

9:00～18:00 選手登録受付 天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

※スマートフォンでの受付サービスを実施します。

9:00～18:00 バイク引渡及びメンテ

ナンス等

すぱーく天城(天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター隣接)

13:00～15:30 コース下見（１回目） 登録会場(天城町総合運動公園北側駐車場)出発

18:00～19:00 競技説明会＆カーボパ

ーティー（縮小）

※コロナ感染対策によ

り縮小

天城町総合運動公園多目的広場（すぱーく天城南側）

（雨天時は天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター）

※終了後(19:30頃)にバスにて各方面に送迎致しますの

でご利用下さい。

時 間 内 容 会場・備考

9:00～19:00 選手登録受付 天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

※スマートフォンでの受付サービスを実施します。

9:00～19:00 バイク引渡及びメンテ

ナンス等

すぱーく天城(天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター隣接)

9:00～11:30 コース下見（２回目） 登録会場(天城町総合運動公園北側駐車場)出発

9:00～14:00 チャレンジＫＩＤＳ徳

之島大会（中止）

新型コロナウイルス感染症対策の一環により中止としま

す。

13:00～15:30 コース下見（３回目） 登録会場(天城町総合運動公園北側駐車場)出発

16:30～ 各方面へ送迎 登録会場(天城町総合運動公園北側駐車場)から各方面に送

迎致します。

時 間 内 容 会場・備考

5:10～ 送迎 亀津出発で各宿舎を経由し、すぱーく天城（天城町Ｂ＆Ｇ

海洋センター隣接）及びスイム会場まで送迎致します。

5:30～ バイク受取り すぱーく天城(天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター隣接)

※バイク受領後、スイム会場（ヨナマビーチ）まで自走

し、トランジションに設置して下さい。（距離：約５

㎞、時間：約１０分）

6:30～7:35 選手最終登録 ヨナマビーチ

※最終登録の際はレースナンバーで申し出て下さい。

※7:40までに入水チェックを済ませてスイムスタート位

置に移動して下さい。（その後、スタート位置より移

動できませんのでご注意ください。）

8:00～16:00 競技開始 天城町を起点とする徳之島一周コース。

17:30～19:30 表彰式、どんちゃんパー

ティー（縮小）

花火大会

天城町総合運動公園多目的広場（すぱーく天城南側）

（雨天時は天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター）

※終了後（20:00頃）バスにて各方面に送迎致しますので

ご利用下さい。

13:00～19:00 バイク梱包及び発送手

続き

すぱーく天城(天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館隣接)

時 間 内 容 会場・備考

8:00～11:30 バイク梱包及び発送手

続き

すぱーく天城(天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館隣接)



★Ｃ－1 スイム競技に関する説明

1．大会当日の気象状況【7月3日（日） 午前8時の過去5年間平均】

平均気温 26.7度 天候 晴れ 50.0％ 風速 4.6ｍ

平均水温 27.7度 曇り 40.0％ 風向 南南西

雨 10.0％

2．7月3日（日）の潮位

日の出 5時32分 満 潮 8時46分 潮位 177㎝

日の入 19時25分 干 潮 15時35分 潮位 19㎝

3．スイム競技、コースの特徴

(1) 競技者は現地でのコースの下調べ、トレーニングのうえ大会に臨むものと思われますが、珊瑚礁内

のタイトプールで水深も上記のとおりさして深くもありませんが、レースが満潮にかかるため沖合か

らの横波と潮流の変化等の影響があります。前日同時刻のスイムコースを試泳して下さい。

(2) スタートの位置、折り返し地点、フィニッシュの位置の確認をして下さい。

(3) スイムは、ゴーグルの着用をお勧め致します。ウェットスーツの着用は自由です。

(4) 主催者側からスイミングキャップが支給されます。レース中は必ず着用して下さい。

(5) スタート時は、自分の実力を十分認識され、有力選手、トップ志向の選手と争わないで下さい。ス

タートに全力を注ぐ必要はありません。安全対策のためにも後方からのスタートをお勧めいたします。

(700m先の枝珊瑚群生、900m先の折り返し地点のアザミ珊瑚、熱帯魚、1,800m先の折り返し地点の珊

瑚と熱帯魚を見るゆとりを持ってレースを楽しんで下さい｡)

(6) 競技中に「救助」が必要な時は、泳ぐのをやめてあわてずに、手を頭の上で横に振って下さい。(ス

タート地点の300m[往復]と折り返し地点300m、計900mは足がつきません｡その他の1,100mはコース

を左側に避ければ足がつきます｡)

(7) コースブイ及びコースロープ等につかまり、その場にとどまり休憩は出来ます｡(ただしタイムオー

バーにならないように) また、ロープ等につかまり伝い泳ぎは即刻失格となります。

(8) スイムが終わったらシャワー等で塩分を完全に落して下さい。天気によっては、あとの競技に差し

障りがあります。

★Ｃ－2 医療救護に関する説明

1．スイム会場、バイク、ランコース上、エイドステーション、フィニッシュ会場に医療救護部スタッフが

います。万一、レース中に事故にあったり、気分のすぐれない時は遠慮なく申し出て下さい。救急車そ

の他、適切な処置を致します。

2．医療救護部スタッフ、役員から競技中止の指示を受けた場合は、必ず指示に従い競技を中止して下さい。

（勇気あるリタイヤをお勧め致します。）

★Ｃ－3 アイシングに関する説明

1．フィニッシュ会場には、熱中症対策並びに競技後の疲労回復を図る目的で、Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

屋外に仮設シャワーを設置いたします。例年、アイシングコーナーを設置しておりますが、コロナ感染

症対策として、今回に限り設置いたしません。選手の皆様は、各自でクールダウンを行うようお願いい

たします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

★Ｃ－4 傷害保険に関する説明

1．保険契約は、大会事務局が参加選手全員を被保険者として契約します。

2．保険は傷害保険で、担保内容は競技参加のため、大会当日に自宅及び宿舎を出てから競技終了までの傷

害に対して支払います。

3．保険金を支払う対象は、参加者が急激かつ偶然な外来の事故により、その身体に被った傷害に対して支

払います。

4．保険金を支払わない対象は、急激・偶然な外来の条件を欠く傷害 (靴ずれ:日焼け:職業病:細菌性食中

毒:腰痛むち打ち症など)からの症状については、保険金は支払われません。



イ）死亡：後遺症傷害保険金

事故の日から180日以内の死亡、後遺症が生じた時は850万円を限度として支払います。

ロ）入院保険金

入院した日数に対し180日を限度として、 1日につき入院保険金日額10,000円を支払います。

ハ）通院保険金

通院した日数に対90日を限度として通院1日につき、通院保険金日額6,000円支払います。

5．その他、詳細については保険契約書によります。

★Ｄ－1 リタイヤした場合

1．万一リタイヤした場合は、必ず、直接あるいは近くの役員を通じて本部に連絡して下さい。

(毎大会、事務局で1～2名の選手を捜しています)また、メディカルテントで医師のチェックを受けて下

さい。

★Ｄ－2 バイク（自転車）手数料について

1．すぱーく天城（バイク保管場所）にて、バイク（自転車）のメンテナンス等をバイクメカニックが行う

際に手数料として1,000円のご負担をいただいております。（各部品等は別途料金）ご理解のほどよろし

くお願いします。

★Ｄ－3 病院での治療費の支払いについて

1．病院で治療を受けた場合、その治療費は各自の医療保険の範囲内で自己負担となります。

医療保険に加入してない方(とくに外国人の方)は、全額自己負担となります。

★招待選手の方も同様です。

★Ｄ－4 パーティー参加について

1．競技説明会＆カーボパーティー、レース終了後のどんちゃんパーティーは、時間を短縮して開催いたし

ます。南国ならではの料理をご堪能ください。（持ち帰りも可能です。）入場の際にはＩＤカードをご持

参下さい。

2.登録会場では、ミズノの商品販売を行っておりますので ご利用下さい。



A車

9:30 → 10:10

13:00

15:30 コース下見終了（登録会場B&G海洋センター）

17:30 → 17:50

19:30 →

B車

9:20 → 9:25

11:35 → 11:40

13:05 → 13:10

14:00 →

16:50 → 17:30

19:30 →

C車

10:10 → 10:15

12:20 → 12:25

13:30 →

17:20 → 17:25

18:45 → 18:50

19:30 →

★D-5　　大会事務局バス運行表（予定）　【事務局運行：無料】

７月１日(金)

亀徳新港　下り船迎え9：10着 登録会場（B&G海洋センター)

【鹿児島・名瀬発】 ※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

コース下見（Ｂ＆Ｇ北側駐車場発　→　コース下見　→　Ｂ＆Ｇ北側駐車場15:30着予定）

※所要時間　約2時間30分

ホテルサンセットリゾート 競技説明会・カーボパーティ会場（多目的広場）

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

競技説明会・カーボパーティ会場（多目的広場） 南回りコース

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→浅間→天城→花徳→亀徳→亀津行き

７月１日(金)

徳之島空港迎え（鹿児島１便9：05着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（奄美１便11：20着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（鹿児島４便12：50着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

各方面へ送迎（競技説明会不参加の方） 北回りコース（送迎後、亀徳新港へ）

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→与名間→金見→山→花徳→亀津行き

亀徳新港　上り船迎え16：30着 登録会場（B&G海洋センター)

【沖縄・与論・沖永良部発】 ※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

競技説明会・カーボパーティ会場（多目的広場） 北回りコース

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→与名間→金見→山→花徳→亀津行き

７月１日(金)

徳之島空港迎え（鹿児島２便9：55着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（鹿児島３便12：05着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

各方面へ送迎（競技説明会不参加の方） 南回りコース（送迎後、空港へ）

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→浅間→平土野→伊仙→亀津行き

徳之島空港迎え（鹿児島５便17：05着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（奄美２便18：30着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

競技説明会・カーボパーティ会場（多目的広場） 南回りコース（伊仙経由）

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→浅間→平土野→伊仙→亀津行き

※選手の入り込み状況に応じて運行表が一部変更になる場合があります。変更の際は、大会事務局ホー
ムページ等でお知らせ致します。なお、選手のアンケート結果を受けて調整いたします。



A車

9:00

13:00

16:30 →

B車

9:20 → 9:25

10:10 → 10:15

12:20 → 12:25

13:30 →

17:20 → 17:25

18:45 → 18:50

19:20 →

C車

9:30 → 10:10

11:35 → 11:40

13:05 → 13:10

14:00 →

16:50 → 17:30

18:00 →

７月２日(土)

コース下見（Ｂ＆Ｇ北側駐車場発　→　コース下見　→　Ｂ＆Ｇ北側駐車場11:30着予定）

※所要時間　約2時間30分

コース下見（Ｂ＆Ｇ北側駐車場発　→　コース下見　→　Ｂ＆Ｇ北側駐車場15:30着予定）

※所要時間　約2時間30分

各方面へ送迎 南回りコース

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→浅間→天城→花徳→亀徳→亀津行き

７月２日(土)

徳之島空港迎え（鹿児島１便9：05着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（鹿児島２便9：55着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（鹿児島３便12：05着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

各方面へ送迎 北回りコース（送迎後、空港へ）

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→与名間→金見→山→花徳→亀津行き

徳之島空港迎え（鹿児島５便17：05着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（奄美２便18：30着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

各方面へ送迎 北回りコース

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→与名間→金見→山→花徳→亀津行き

７月２日(土)

亀徳新港　下り船迎え9：10着 登録会場（B&G海洋センター)

【鹿児島・名瀬発】 ※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（奄美１便11：20着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

徳之島空港迎え（鹿児島４便12：50着） 登録会場（B&G海洋センター)

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

各方面へ送迎 南回りコース（送迎後、亀徳新港へ）

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→浅間→平土野→伊仙→亀津行き

亀徳新港　上り船迎え16：30着 登録会場（B&G海洋センター)

【沖縄・与論・沖永良部発】 ※Ｂ＆Ｇ北側駐車場下車

各方面へ送迎 南回りコース

※Ｂ＆Ｇ北側駐車場乗車→浅間→平土野→伊仙→亀津行き



A車

5:10 ちとせ旅館

5:15 亀徳

5:50

5:55

6:10

6:20

7:50

9:20

10:00

20:00

B車

5:10

5:12

5:25

5:40

6:10

6:40

7:50

9:20

20:00

C車

5:10

5:25

5:35

6:00

6:10

6:20

6:40

7:50

9:20

20:00

７月３日（日）

亀津発・山・金見経由　スイム会場到着後、バイク保管場所とのシャトルバス

山海荘（山）

金見荘（金見）

スイム会場入口（与名間ビーチ）

バイク保管場所（１０分停車）以降７：３０分までシャトルバス

※選手はバイク受領後、自走で与名間ビーチへ

天寿園入口待機

スイム会場入口からB&G海洋センターへスタッフ・観客輸送・以降シャトルバス

天城小学校金管バンド・天城中学校吹奏楽部送迎（天城町役場駐車場）　終了後待機

パーティ終了後、北回りコース（Ｂ＆Ｇ北側駐車場入口→金見→山→花徳→亀徳→亀津行き）

７月３日（日）

亀津発・花徳経由　スイム会場到着後バイク保管場所とのシャトルバス

ホテルニュー西田

ホテルレクストン

徳之島リゾートオフィス（諸田）　　※井之川トライアスロンコース

きむきゅら　・　トキワヤ荘　（下久志）

バイク保管場所（１０分停車）以降７:３０分までシャトルバス

※選手はバイク受領後、自走で与名間ビーチへ

スイム会場入口（与名間ビーチ）

天寿園入口待機

スイム会場入口からB&G海洋センターへスタッフ・観客輸送・以降シャトルバス

パーティ終了後、北回りコース（Ｂ＆Ｇ北側駐車場入口→金見→山→花徳→亀徳→亀津行き）

７月３日（日）

亀津発・伊仙経由　スイム会場到着後、バイク保管場所とのシャトルバス

グランドオーシャン

喜念浜入口

伊仙

犬の門蓋入口　※兼久農免道（ランコース）を下り、ホテル石別館へ

ホテル石別館　（平土野）漁協入口　※本館に宿泊の方は、別館まで移動をお願いします。

バイク保管場所（１０分停車）以降シャトルバス　　７：３０分まで

※選手はバイク受領後、自走で与名間ビーチへ

スイム会場入口（与名間ビーチ）

天寿園入口待機

スイム会場入口からB&G海洋センターへスタッフ・観客輸送・以降シャトルバス

パーティ終了後、南回りコース（Ｂ＆Ｇ北側駐車場入口→浅間→平土野→伊仙→亀津行き）



A車

8:20 → 9:10

A車

15:40 → 16:30

７月４日（月）

※船舶利用の方はご利用ください。バイク輸送トラックも準備致します。

平土野ポケット公園前 亀徳新港下り船送り　9:40出港

【沖縄・与論・沖永良部行き】

７月４日（月）

※船舶利用の方はご利用ください。バイク輸送トラックも準備致します。

平土野ポケット公園前 亀徳新港上り船送り　17:00出港

【鹿児島・名瀬行き】

大会に関する問い合わせ先

実行委員会事務局（天城町役場　商工水産観光課内）

TEL　0997-85-5184／5149　FAX　0997-85-3110

Email:amagi-tri@yui-amagi.com


