砂丘ＤＥアスロン大会概要
中学生以上のトライアスロン未経験者の方、もしくはトライアスロンをこれから始めてみようとされる方を対象としています。
■日 時
2015 年 10 月 4 日（日） 10：00 ～ 15：30 （第一グループ受付は 9:00 開始）
■集合場所 鳥取砂丘オアシス広場
☆企業対抗、チーム対抗とは３名１組で各チームを構成し
■参加料
1 名につき 3,000 円 クレジットもしくは振込にてお支払下さい
チームのメンバーの順位の合計数が小さい順を競うものです。
■申込締切 2015 年 9 月 19 日（土） ※定員 個人の部 /120 名・企業対抗 /20 組（60 名）・チーム対抗 /20 組（60 名）
■参加資格 中学生以上（参加者全員に、申込登録と参加同意承諾書、未成年の方は親権者同意書を提出頂きます。）
■持ち物
着替え / タオル / ヘルメット
■大会当日スケジュール
■注意事項
１． 使用する自転車はママチャリで主催者にて準備致します。 （競技用自転車は使用しません。）

9:00 ～ 9:25

２． 大会内容として 『スイム約 20ｍ水深 1ｍ程度』 ・ 『バイク約 7ｋｍ』 ・ 『ラン約 4ｋｍ』 を予定しています。

9:15 ～ 9:40

「スイム」 か 「200ｍランの追加」 が選択できますので、 受付時にお申し付けください。
3. 当日の天候により、 競技の中止または競技内容を変更する場合がありますが、 参加料の払い戻しはありません。
4. 当日は大会中の着替えはできませんので、 泳いだ後も走れる服装でお願いします。
※当日の着替えは受付までに済ませておいてください。 オアシス広場施設にてお着替え頂けます。

第一グループ受付・着替え
開会式

10:00 ～ 11:00

第一グループ（個人の部①）

10:45 ～ 11:45

第二グループ（チーム対抗）

12:30 ～ 13:30

第三グループ（個人の部②）

13:15 ～ 14:15

第四グループ（企業対抗）

15:30 ～

閉会式

第 2 グループ以降の受付着替えは、それぞれの
スタート時間の 30 分前までにお済ませ下さい。

5. 大会当日、 体調が不十分な場合には受付終了後であっても、 大会本部に申し出て出場を取りやめてください。
また、 レース中に異常を感じた場合はすみやかに競技を中止してください。

やむをえずレース参加の中止、 レースを中断される方は、 大会関係スタッフに必ず連絡をして下さい。 無断で帰宅をされないようお願いします。
6. 本事業の開催当日 （2015 年 10 月 4 日） の事故、 または傷害について主催者が加入している傷害保険の範囲内に限定されることとします。
また、 駐車場を含む大会開催地内における自動車の接触事故、 盗難、 その他の事故に関して主催者は一切の責任を負いません。

トライアスロンプレ大会概要
トライアスロン経験者の方を対象としています。オリンピックディスタンスの練習会です。
■日 時
2015 年 10 月 4 日（日） 6:30 受付開始 練習会 7:30 ～ 9:30
■集合場所 鳥取砂丘オアシス広場
■参加料
無 料
■申込締切 2015 年 9 月 19 日（土） ※定員 30 名
■参加資格 トライアスリート お申込頂いた後、主催者審査の上参加の可否を決定します。
■持ち物
自転車、ヘルメット、トライアスロン用ウェアなど
■注意事項
１． 大会内容としてオリンピックディスタンス 『スイム 1.5kｍ』 ・ 『バイク 40ｋｍ』 ・ 『ラン約 10ｋｍ』 を予定しています。
２. 当日は大会中の着替えはできませんので、 トライアスロン用ウェアなどをご持参下さい。
※当日の着替えは受付までに済ませておいてください。 オアシス広場施設にてお着替え頂けます。
上記の砂丘 DE アスロン大会要項の注意事項４、 ５、 ６を本プレ大会にも適用します。

大会参加のお申込方法
両大会とも右の HP アドレスより、参加フォームよりお申込み下さい。
両大会とも大会要項６に関する参加同意承諾をしていただきます。
未成年の方は、親権者同意欄に親権者の方の同意承諾をいただきます

http://www.tottori-jc.jp/2015/sdt/
砂丘 DE アスロンに関して
個人の部は 10:00 スタート、 12:30 スタートがあります。 ご希望を選択下さい。
企業対抗は 3 名 1 組チーム対抗は 3 名 1 組となっています。

イベントブース開催 （オアシス広場）

ボランティア同時募集
■募集イベント 上記の砂丘ＤＥアスロン大会
■開催日

2015 年 10 月 4 日（日）

■募集期間

2015 年 8 月 31 日（月）
～ 10 月 1 日（木）

■応募資格

小学生以上中学生未満は親御様同伴必須です

■主要活動

ランナーへの給水・給食
コース誘導・案内

■参加特典

スタッフウェア

■申込方法

入力フォームより登録願います。
参加注意事項はウェブサイトをご確認下さい。

アクセス

開閉会式・ゴール地点であるオアシス広場にて、
親子で楽しめる各種イベントブース開催！

日本海
319

■飲食ブース
『鳥取の食』をテーマに出店
■特産品 PR ブース らっきょうと梨の試食
■学びブース
洞窟探検ツアー
恐竜の模型づくり
■企業ブース
TOYOTA… MIRAI
砂の美術館…ミニ砂像作り
鳥取市ジオパーク 砂絵作り
吉谷機械製作所 ミニ消防車

P
オアシス広場
メイン会場

砂丘駐車場

鳥取砂丘

至

砂の美術館

こどもの国

9 号線・京都

265

旺方トレーディング 電気農機具

至

■ふわふわロビット 子どもに大人気！

ネル

鳥取市街

トン

砂丘

ご不明な点、 お問合せは

090-8359-1877
公益社団法人鳥取青年会議所 新生鳥取砂丘政策委員会
西山まで
主催

鳥取砂丘再生会議から鳥取砂丘新発見伝イベント事業補助金をうけて開催します

