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競  技  規  則 
 
 【総  則】 
  大会当日，豪雨や海上の荒れなど気象状況が悪化する場合においては，大会の開催及び中止につい 
 ては実行委員会の権限とする。大会の安全確保のため，当日に波浪警報発令中の場合は競技を中止， 
 あるいは距離の短縮やコースの変更など安全対策については実行委員会の権限において決定する。 
 
  第１条 競技役員は，規則違反をした競技者を退場・失格させる権限を持つ。 

第２条 医療救護員は，傷害及び生命に危険をこうむる可能性がある競技者を中止させる権限を持         

 つ。 
第３条 競技者自ら競技を断念する場合は，直ちに近くの競技役員に連絡をしなければならない。   
 連絡を受けた競技役員は，競技者の状態を把握し，速やかに医療救護班及び本部等に連絡を行う。 
第４条 競技者は楽しい１日を過ごすため，良きスポーツマンシップを持って行動することを要求 
 され，不当な行動及び申告などスポーツマンらしからぬ行為は失格の原因となる。 

 
 【水 泳】 
  第５条 競技者は主催者によって支給されたスイムキャップを必ず着用しなければならない。 
  第６条 足ヒレ，パドル，その他いかなる推進保護具及びシュノーケルの使用は禁止する。 
  第７条 ウェットスーツ，ゴーグル，マスク等は使用することが出来る。 

第８条 競技者の個人的伴泳，つきそい応援は一切禁止する。コース上に競技者及び競技役員以 
 外は入ることが出来ない。 
第９条 競技者は所定の方法により，両腕，両腿(ﾛﾝｸﾞｽｰﾂはｶﾞﾑﾃｰﾌﾟを貼る)にゼッケンを記入する。 
（水泳スタート前に受付において記入しますので，ワセリンは記入後に使用して下さい） 

 第１０条 水泳ゴールは競技開始後１時間１５分で閉鎖されるものとする。コース上にいる選手は即 
   刻失格となる。 
 第１１条 水泳競技の安全確保や競技者の安全面，ルール違反，制限時間内に完泳出来ないと判断し 
   た場合には，リタイヤを勧告することが出来る。 
    なお，リタイヤした選手は，その旨，記録係へ連絡しなければならない。 
    また，他の選手の競技の妨げをしてはならない。 
 
 【自転車】 
  第１２条 他の物によって自転車をけん引してはならない。 
    また，競技者以外の者によって自転車を進めてはならない。自転車は本人の脚力で乗り，押す， 
   担ぐ以外の方法で進めてはならない。 
  第１３条 競技者は主催者により支給されたゼッケン・プレート等を所定の個所に表示しなければ 
   ならない。(当然のことですが，他の大会のｾﾞｯｹﾝ・ﾌﾟﾚｰﾄの使用は失格となります) 
  第１４条 競技者は自転車競技の全行程において，硬質のヘルメット(必ずｽﾄﾗｯﾌﾟをかける)を正し 
   く着用しなければならない。 
  第１５条 トライアスロンは個人で行うスポーツであり，定められ場合を除き，第三者のいかなる 
   助力(個人的伴走･支援)も受けてはならない。 
  第１６条 自転車競技中のメカトラブルに対しては，すべて競技者自身が対処しなければならない。 
   修理道具及びスペア部品等も各自の責任において準備し，第三者からの提供を受けてはならない。 
    ただし，主催者が指定した場所，第４エイド：バイクピット(東天城中前)及び第８エイド：バ 
   イクピット（伊仙町役場前）での修理は，この限りではない。 
  第１７条 競技者は交通法規を厳守し，競技役員や警察官の指示に従わなければならない。 
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  第１８条 競技者は交通法規に従い，違反行為の結果については個人で責任を負うこと。 
  第１９条 レースに使用される自転車は指定した場所におかなければならない。 
  第２０条 自分以外の人や物を利用し，他の競技者より有利な状況を作り出す，次に上げる行為に 
    違反した場合は，すべてドラフティングとみなす。 
     １）前走車(自転車以外の車両も含む) との車間距離は常に２台以上あける。 
     ２）前走車の追い抜きを試みている間のみ，前走車との距離を縮めてもドラフティングとみ 
      なされない。ただし，追い抜き不可能と認めた際は，直ちに前走車との距離をおかねばな 
      らない。 
       また，他車に追い抜かれた場合，追抜いた自転車との間に３台分の距離を保たねばな       

      らない。なお，追い抜く場合の併走車間（横）は２ｍ以上とする。 
     ３）横風に対して並走して走ることもドラフティングとみなされる。 
    ※ドラフティングとみなされた競技者は失格の対象となる恐れがありますので，競技者はドラ

フティングとみなされるような状態を起こさないように努めて下さい。 
  第２１条 競技者が定められたコースから外れ，あるいは関門を通過しない場合は失格となる。 
     また，自転車ゴールは競技開始後５時間２０分で閉鎖されるものとする。閉鎖後コースにい 
    る競技者は即刻失格となります。 
    ※第５エイド（神之嶺小学校）において，カットタイム 10:45 を設け，これまでに通過出来な   
     い場合は，失格となります。 
     １）コースを誤った競技者は他人の助力を受けることなく同じ道路を走ってコースに戻り， 
      競技を続けることが出来る。 
     ２）口頭，あるいはコース図等による説明が理解出来なかったという理由や，通行人または 
      観客の誤った指示，あるいは方向標識の脱落，第３者による置き換え等，いかなる理由に 
      よってもコースの誤走についての異議は認められない。 
     ３）競技者はコース下見に参加し，自らの責任においてコースを熟知しなければならない。 
     ４）競技者はバイクレース中必ず，ヘルメットのストラップを締めること。 
     ５）関門チェック地点(第 4ｴｲﾄﾞ.第8 ｴｲﾄﾞ.第10 ｴｲﾄﾞ)では誤認を避けるため，自分のゼッケンを         

      必ず報告すること。 
 
 【ランニング】 
 第２２条 走り，歩き，這うこと以外の移動方法をとってはならない。 

  第２３条 競技者は主催者より支給されたゼッケンを指定の個所に表示しなければならない。 
  なお，支給されたゼッケンは現況のまま使用しなければならない。 

  第２４条 トライアスロンは個人で行う競技であり，定められた場所を除き，第３者のいかなる助 
    力(個人伴走:支援) も受けてはならない。また，他の参加者の競技を妨げたりしてはならない。 
    （第１５条と重複） 
  第２５条 競技者は交通法規を厳守し，競技役員や警察官の指示に従わなければならない。 
        （第１７条と重複） 
  第２６条 ランニングのゴールは競技開始後８時間００分で閉鎖されます。閉鎖後コースにいる競 
    技者は即刻失格となります。 
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参加上の注意 
 
 １．本大会は，参加者の交流や親睦と安全を第一に考えています。異議の申し立て等でペナルティ：

失格など，不愉快な事態にならないよう気をつけて下さい。タイムを競う大会ではありますが，

無事故で楽しく競技が終えるよう，各自自覚の上で競技を楽しんで下さい。 
 ２．ミドルタイプのレースとはいえ，所要時間も長くコースもハードで，天候によっては暑さのた

め，極めて過酷な競技となります。選手の方は，各自体調には気をつけられて，マイペースで競

技を行って下さい。 
 ３．一般公道を利用するため，交通規則は絶対に遵守して下さい。 
 ４．レース中，果物の皮や空き缶・コップ等は所定の位置に捨てて下さい。 
 ５．大会当日，万一の事故については，主催者側で応急処置は致しますが，自己の不注意について

は責任は負いません。 
 ６．トラジッションにおける着替え，その他は必ず所定の籠か袋に入れて下さい。所定の籠か袋に

入れてないものは搬送いたしません。 
   また，責任は持ちません。 
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  お わ り に 
 
 本大会は数多くの関係者及び公的機関や関係団体の連携とボランティアの方々のご協力とご支援に

より運営されています。 
本大会も，延べ３，０００人を越える方々がボランティアとして，早朝から深夜までコース清掃や設

営，その他大会を成功させるために率先してご協力頂いております。 
何かと不手際も多々あるかと思いますが，この大会を共に体感できる仲間として接して頂ければ幸い

に存じます。 
最後に，熱く・篤い・厚い楽しい一日を共に分かち合いましょう。”キバレ！鉄人達” 

 
 
                                    実行委員会一同 
 

 
 

   ※ この「参加選手のしおり」・「競技規則」の内容（時間・イベント等）は、変更する 
    可能性があります。変更事項は，その都度ご連絡致しますのでご了承下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大会に関する問合先   実行委員会事務局（天城町役場 商工水産観光課内） 

TEL 0997-85-5149 
FAX 0997-85-3110 
Emall:amagi-tri@yui-amagi.com 
URL:http://sporta.yui-amagi.com/ 
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は じ め に 
 
 
第 23 回トライアスロン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，大会に向けて充分な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みなさんは，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。 
大会事務局はじめ，島民あげて皆様方のご来島をお待ちしております。また，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祈念致しております。 
 
 

目   次 
 

★Ａ．大会の参加方法

１．参加料の振込みについて     ・・・・・・・・・・・・・・・ P２ 
 
２．ツアー申込みについて      ・・・・・・・・・・・・・・・ P２ 
 
３．チェックリスト         ・・・・・・・・・・・・・・・ P２ 
 
４．自転車輸送について       ・・・・・・・・・・・・・・・ P３ 

５．大会当日の選手登録について   ・・・・・・・・・・・・・・・ P４ 
 

★Ｂ．公式スケジュール
 

１．スケジュール表         ・・・・・・・・・・・・・・・ P５ 
 

★Ｃ．安全対策

１．水泳競技に関する説明及び 
スイムコース図 ・・・・・・・・・・・・・・・ P６ 

 
２．医療救護に関する説明      ・・・・・・・・・・・・・・・ P６ 
 
３．傷害保険に関する説明      ・・・・・・・・・・・・・・・ P６～７ 

 
★Ｄ．その他 

 
１．リタイヤした場合        ・・・・・・・・・・・・・・・ P７  
 
２．病院での治療費の支払いについて ・・・・・・・・・・・・・・・ P７ 
 
３．パーティ参加について      ・・・・・・・・・・・・・・・ P７ 
 
４．臨時バス運行表（事務局運行）  ・・・・・・・・・・・・・・・ P８～９ 
 
５．定期バス運行表         ・・・・・・・・・・・・・・・ P９ 
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★Ａ－１ 参加料の振込みについて 
 
参加料については恐れ入りますが，お近くの金融機関（銀行・信金・信組・農協他）にてお振り込み下さい。

（参加申し込み時に振込済みの方については，ご了承下さい。） 
   振込先 奄美信用組合 天城支店 普通口座  ０４７６９０８ 
       名義 トライアスロンイントクノシマ 
   参加料 総合クラス ２０，０００円／リレー方式 ３０，０００円 （振込手数料必要） 
              高校生   １０，０００円 
 参加料の振込みにより，参加の意思を確認しますので５月２１日（金）(消印有効)までに振り込んで下さい。 
 なお，振込後やむなく参加が不可能となった場合は，５月３１日（月）までにご連絡下さい。参加料(手数料)
を返却致します。６月１日（火）以降の取り消しについては，参加料の払い戻しは一切行いません。 
 
★Ａ－２ 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みなさんは，なるべく船舶のご

利用をお願い致します。船舶ご利用の際は，事務局発行の参加決定通知書を提示して下さい。２等の３割引券

となります。（家族割引有り） 
 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（大阪

営業所 06-6341-4567・徳之島営業所 0997-82-0223），マルエーフェリー（株）(099-226-4141)，マリックス

ライン（株）（099-225-1551）をご利用下さい。６月２５日～２８日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，船舶・その他ツアーをご利用にならない場合は，各自でお早めに宿泊手配等を行って下さい。 
 
★Ａ－３  チェックリスト 
 
１ 本 人 持 参 

(1)スイム → 水着，ゴーグル，ワセリン，グリス，ウェットスーツ焼け止めクリーム等 
(2)バイク → 自転車，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 

バイクウェア，ヘルメット，バイクボトル 
(3)ラ  ン → ランニング用ウェア 

 
※ 持ち物には必ず名前を記入して下さい。 

 
２ 主 催 者 支 給 
    (1) スイムキャップ 
    (2) バイク用プレート，ランゼッケン 
    (3) エイドステーションでの飲食物 
    (4) 着替え袋を収納する袋１枚 
    (6) ＩＤカード，リストバンド（１個貸与，各競技ゴール時に使用し，その後返却する。） 
 
 
３ 完 走 者 
    (1) 完走賞 ＦＩＮＳＨＥＲＳ ポロシャツ・スポーツタオル 
    (2) 完走証 後日送付致します（ゴール写真付き）・その他 
 
４ エイドステーションでの主な飲食物  
    水・バナナ・柑橘類・スイカ・ファイブミニゼリー（バイク）・ごまざた(胡麻入・黒糖) 
  かき氷(ﾗﾝ 14k 地点｡ 晴天の場合)・島ドーナツ・梅 干・塩・スポーツドリンク（アミノバリュー等，各エイド） 
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★Ａ－４ 自転車輸送について 
 
 自転車輸送につきましては，船舶では手荷物合鑑として持込み出来ますが，参加選手の移動が同じ時期に集

中すること。特に鹿児島～徳之島，又は，奄美～徳之島間の便につきましては航空機の航空機貨物輸送量が限

られているため，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。 
  つきましては，必ず皆様の自転車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。託送については，日本サイクリング協会発行(申込金 1,000 円) のタグ（何回でも利用可）をつけ

られて輪行袋に入れ，サイクリング・ヤマト便(船舶ｺﾝﾃﾅｰ輸送)もご利用出来ます。 
 
  ★お問合せ先   〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-3 日本自転車会館3 号館  (財)日本サイクリング協会 
                                          TEL  03-3583-5628  
 
  ●バイクの送り先  〒891-7605 鹿児島県大島郡天城町浅間 天城町Ｂ＆Ｇ海洋センター宛 
                                                         TEL 0997-85-5151 
 
１．託送について 

 
    (1) 自転車は必ず輪行バック(上記ヤマト便)，自転車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・ゼッケン番号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。 
 
    (3) 自転車の保管場所は，天城町 B&G 海洋センター(登録場所)に保管しています。６日２５日登録後に宿泊

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 までﾊﾞｽ運行)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，大会当日競技終了後にＢ＆Ｇ海洋セ

ンター前スパーク天城に臨時宅配便受付コーナー（６／２８日午前中) が開設されますので，発送手

続をして下さい。 
 
２：航空機内持込み禁止について   

 
       自転車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，自転車の託送(宅配便)と同時に送るか，搭乗前に空港受付カウンターにお預け下さい。 
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★Ａ－５ 大会当日の選手登録について 
 
１．最終登録受付： ヨナマビーチ(スイム会場) 

                           ６月２７日（日）    ＡＭ ６：３０～７：３５  
          リストバンド貸与（ランゴール時に返却・紛失の際は，実費 4,000 円負担） 
 
２．チェックリスト 

           最終登録の流れ 
      
        
  ① 
 

 6時30分 ～ ７時35分 
 IDｶｰﾄﾞ提示  ﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ装着 
 水泳ｾﾞｯｹﾝをﾏｼﾞｯｸで書く 

 
 
  

 
 
  ② 
 

 
 ﾊﾞｲｸｽﾀﾝﾄﾞに自転車配置 
     〃    ｽｲﾑ着替え袋を置く 

 

 
 
  ③ 
 

 
 ラン着替え箱 委託 

 

 
 
  ④ 

 
 ７時４０分まで 水泳ｽﾀｰﾄ地点に 

 

 
    (1) 水泳着替え袋 (ナ イ ロ ン) 
 
        ★脱衣したものを入れた水泳着替え袋を水泳ｽﾀｰﾄ前に自己の 
          自転車ｽﾀﾝﾄﾞに置いて下さい｡ 
 
    (2) 自転車着替え (備付箱に入れる) 
      ① 自転車ウエア (ｾﾞｯｹﾝ付) 
      ② シューズ 
      ③ ヘルメット 
      ④ サングラス 
      ⑤ 手袋 
      ⑥ タオル その他 
 
    (3) ラン着替え袋 (備付箱に入れる) 
      ① ウエア上下 (ｾﾞｯｹﾝ付)  
      ② シューズ 
      ③ サングラス  その他  

 
 
 
 
   

 
原則としてﾗﾝ用品等は所定の位置に配置するようになっていますが希望者はｽｲﾑ会場から輸送致します｡ 
 
 
◆預託した着替え袋は全競技終了後，バイクゴール横

で受け取って下さい。 
 
   ※  眼鏡や貴重品は，スイムスタート前に最終登録受付会場にて係員が預かります。 
    預託の際に，スイムゴールかランゴール受領をお申し付け下さい。 
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★Ｂ－１ 公式スケジュール表 
 

６月２５日（金）           徳之島空港着・亀徳新港着 
                                 (ﾊﾞｽで空港:港より，登録会場にご案内致します｡) 
    13:00 ～ 19:00        ★登 録 
                                 (天城町B&G海洋ｾﾝﾀｰにて登録受付を行います｡登録の際はｾﾞｯｹﾝ番号で 
                                  申し出て下さい｡)☆ （海洋ｾﾝﾀｰ隣接スパーク天城） 
    13:30 ～                 コース下見（天城町B&G海洋ｾﾝﾀｰ～空港経由) 
                    （１回のみ）       
    18:00 ～ 19:30             競技説明会＆カーボパーティー 
                                      場所：ヨナマビーチ 
                                    （雨天時天城町Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ体育館） 
    20:10 ～                カーボパーティ終了後にﾊﾞｽにて各方面にお送り致します｡ 
６月２６日（土）                  徳之島空港着 亀徳新港着  平土野港着 
                                    (ﾊﾞｽで空港:港より､登録会場にご案内致します｡) 
    10:00 ～ 19:00         ★登 録 
                                  (天城町B&G海洋ｾﾝﾀｰにて登録受付を行います｡登録の際はｾﾞｯｹﾝ番号で 
                                   申し出て下さい｡)☆ （海洋ｾﾝﾀｰ隣接スパーク天城）

13:30 ～                 コース下見（天城町B&G海洋ｾﾝﾀｰ出発) 
                （１回のみ） 
17:30 ～           ウエルカム闘牛大会（平土野闘牛場） 
                  （選手・同伴者は、IDカード提示で無料） 

６月２７日（日）      第23回トライアスロンIN徳之島大会 
 
     5:10 ～  6:40           ①遠距離の宿泊選手は，各地区よりＢ＆Ｇ 
                                   までバス運行致します。 
                                   バイク受領後，スイム会場に自走して下さい。                                
                 （距離約５Ｋｍ） 

 6:30 ～  7:35           ②最終登録は，左記時間内済ませて下さい。い 
                                 ③着替え袋，その他所定の位置置いて下さい。 
                                 ④７時４０分までに水泳スタート位置に 
                                  （その後，スタート位置より ） 

8:00 ～            ★競技開始  
          ～ 16:00       ★競技終了  (自転車発送手続き B&G海洋ｾﾝﾀｰ)  
    17:00 ～ 20:00      ※ 表彰式＆どんちゃんパーティー 
                                  （場所：総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ：雨天の場合はスパーク天城） 
    20:30 ～              終了後，各方面にバス運行。 

６月２８日（月）       OP島内観光(半周，1周ｺｰｽ.徳之島総合陸運 ℡82-1211) 
 
                               ◆自転車をＢ＆Ｇに預けている方は各自で 
                                  受取に行って下さい。 
                                      (自転車の発送手続 B&G 前 午前中受付) 
 
        ※ マリンスポーツその他，南の島を楽しんで下さい。 
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★Ｃ－１ 水泳競技に関する説明 
 

１．大会当日の気象状況(６月２７日午前８時の過去５年間平均） 
          平均気温    ２７．５度      天 候  晴 れ ９０％ 
          平均水温    ２６．５度           曇 り １０％ 
          風   速      ５．１ｍ                雨 ０．２％ 
       風   向    南 
 

２．６月２７日（日）の潮位 
          日の出     ５時２６分     満 潮   ６時３０分     潮位  ２００㎝ 
          日の入   １９時２３分     干 潮  １３時００分     潮位   １５㎝ 
          ※レース時の水泳コースの水深   １．５０ｍ ～ ２．２０ｍ 
 

３．スイム競技のアドバイス 
(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，ゴールの位置の確認をして下さい。 
          (3) 水泳中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) 主催者側からスイムキャップが支給されます。(200 名きざみの色違い) レース中は必ず着用して下さい。

(ｽｲﾑｷｬｯﾌﾟは安全確保のため) 
          (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ｻﾞﾐ珊瑚､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 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｡(ただしﾀｲﾑｵｰﾊﾞｰに

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) 水泳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。 
          (9) ゴールしたらスタート前にメガネ，その他貴重品を預けられた方は，必ず係員から受領して下

さい。 
 
★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，その他に役員がいます。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．医療救護員，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 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。 
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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 1,000 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 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－３ パーティ参加について 
 

１．選手のみなさんは食事等をされる場合はＩＤカードを持参して下さい。同伴者も同様です。 
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★Ｄ－４ 臨時バス運行表（事務局運行：無料） 
 

６月２５日 (金) 
（Ａ車） 

       8:50 亀徳新港下り船舶迎え(鹿児島・名瀬発) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ) 
       11:45 徳之島空港迎え(鹿児島1便) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ) 
       13:30 コース下見(B&G発→コース下見→ﾖﾅﾏﾋﾞｰﾁ) 
       16:20 亀徳新港上り船舶迎え（沖縄・沖永良部・与論）→ﾖﾅﾏﾋﾞｰﾁ 
       20:10 ヨナマビーチ発北回りコース（金見→山→花徳→亀徳→亀津） 
     (Ｂ車) 
       8:50 徳之島空港迎え(奄美１便) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ) 
       11:45 徳之島空港迎え(鹿児島1便) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ) 
       14:35 徳之島空港迎え(奄美2便・鹿児島2便) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ) 
       20:10 ヨナマビーチ発南回りコース（浅間→天城→平土野→瀬滝→亀津） 

６月２６日 (土) 
（Ａ車）        

       8:50 亀徳新港下り船舶迎え(鹿児島,名瀬) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ)          
       11:35 徳之島空港迎え(鹿児島1便) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ)       
       14:35 徳之島空港迎え(奄美2便・鹿児島2便) → 登録会場(B&G海洋ｾﾝﾀｰ)       
       13:30 コース下見(B&G 発→コース下見→ﾖﾅﾏﾋﾞｰﾁ) → 平土野経由亀津方面 
６月２７日（日） 
     （Ａ車）北回り 
       5:10 亀津発    北回り →  ｽｲﾑ会場  ⇔  ﾊﾞｲｸｺﾞｰﾙ 

      5:10 ホテルニューにしだ 
       5:35 ヴィラ高倉 (花徳) 
       5:40 とんばら荘 (花徳) 
       5:45 山海荘 (山) 
       5:55 金見荘 (金見) 
       6:10 スイム会場入口 (ﾖﾅﾏﾋﾞｰﾁ)            
       6:20 バイクゴール (10分間停車)  以後ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 
       7:50 スイム会場駐車 
       9:20 スイム会場→B&G海洋ｾﾝﾀｰ観客輸送（第２駐車場） 
       20:30 パーティ終了後北回りで亀津へ 
     （Ｂ車）南回り 
       5:20 亀津発    南回り → ﾊﾞｲｸｺﾞｰﾙ ⇔ ｽｲﾑ会場       
       5:20 ホテルニューにしだ 
       6:00 徳之島健康ランド 
       6:25 大島石油前 (天城町平土野海岸)→闘牛場入口（ホテル石） 
       6:30 ホテル海洋館 
       6:35 バイクゴール (10分間停車)   以後ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ 
       7:50 スイム会場駐車 
       9:20 スイム会場→B&G 海洋ｾﾝﾀｰ観客輸送（第２駐車場） 

20:30 パーティ終了後南回りで亀津へ 
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●  ６：３０ ～ ７：３５  最終登録 
● ８：００ ～       競技開始 
●       ～１６：００  競技終了 

       ※ バイク梱包，発送手続(B&G前)  (船舶利用の方ﾊﾞｲｸを宿舎に) 

６月２８日（月） 
      ※お帰りは，下記以外定期バスのご利用をお願い致します。 
             事務局運行バス   (船舶利用の方はﾊﾞｲｸを自走し船に持ち込むと運搬費は軽減します) 
            8:30 天城町旧役場前亀徳新港 (沖縄方面船舶利用)     ﾊﾞｽ+ﾄﾗｯｸ 
           15:30 天城町旧役場前亀徳新港 (鹿児島方面船舶利用)    ﾊﾞｽ+ﾄﾗｯｸ 

                         
★Ｄ－５ 定期バス運行表 (ﾌﾘｰﾊﾞｽ) 
 

亀津～平土野～空港線 
   亀津発 ⇒ 平土野 ⇒ 空港着    
     7:00     7:41      7:47 
     7:40      8:21      8:27 
     8:50      9:31      9:37     
    10:50     11:31     11:37 
    12:50     13:31     13:37 
    13:50     14:31     14:37 
    16:20     17:01     17:07 
    17:30     18:11     18:17 
 

空港～平土野～亀津線 
    空港発 ⇒ 平土野 ⇒ 花徳経由亀津着 
      7:00      7:11      7:59 
      7:55      8:01      8:49 
      9:10      9:16     10:04 
     10:00     10:06     10:54 
     12:15     12:21     13:09 
    14:00     14:06     14:54 
     15:20     15:26     16:14 
     18:20    18:26     19:14 
 

平土野～山～亀津線 
  平土野発⇒ 与名間 ⇒ 花徳経由亀津着 
     7:20      7:35 
     8:25      8:40      9:29 
    11:31     11:46     12:34 
    17:10     17:25     18:39 
 

亀津～山～平土野線 
亀津発 ⇒ 与名間 ⇒ 平土野着 

花徳経由 
              7:40      7:55 
      8:43      9:45     10:00 
               12:45     13:00 
     17:23     18:25     18:40 

平土野～犬田布～亀津線 
  平土野 ⇒ 瀬滝着 ⇒ 西阿木名  
    6:27      6:35      6:40 
    9:10      9:23      9:28 
   12:21     12:34     12:39 
   16:30     16:38     16:48 

亀津～犬田布～平土野線 
 西阿木名 ⇒ 瀬滝発 ⇒ 平土野  
     8:48      8:53       9:01 
   11:18     11:23      11:31 
    13:28     13:33      13:41 

定期バスのお問合わせは    ℡82-1211 
 

大会当日バイクコース内，レース中の時間帯は定期バスの運休もあります。 
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