
CalfMan Japan Duathlon Grand Prix Season13(2015-2016)  東海 stage 

国営木曽三川公園大会開催要項 

主催    Calfman Japan 大会実行委員会、（公社）日本トライアスロン連合 

共催  岐阜県トライアスロン連合 

競技主管 岐阜県トライアスロン連合 

協賛 株式会社 ジーオーエヌ、江崎グリコ株式会社、有限会社スポーツアシスト、カリフォルニ

アレーズン協会、K2ジャパン、株式会社 Champion System Japan、 

有限会社スタイルバイク、TRI-X、バックアップ 

開催日   ２０１５年１１月２２日（日） 

開催場所    国営木曽三川公園内特設コース（長良川サービスセンター） 

岐阜県海津郡海津町福江字角山１２０２－２ 

 東名阪道長島インターより車で１５分 

 名神高速岐阜羽島インターより車で３５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



競技内容  

競技種目／競技距離 出場資格 備考 

① エリート男子 

5K-30K-5K 

チャンピオンシップ出場を目指す男子選手。※JTU 登録者※中学生不可 

ドラフティング走行を許可いたします。（同性間のみ） 

バイク集団走行の技量がある選手、周

回遅れはその時点で DNF となります 

② エリート女子 

5K-30K-5K 

チャンピオンシップ出場を目指す女子選手。※JTU 登録者※中学生不可 

ドラフティング走行を許可いたします。（同性間のみ） 

バイク集団走行の技量がある選手、周

回遅れはその時点で DNF となります 

③ エイジクラス男子 

5K-30K-5K 

15 歳以上の男子選手。※JTU 登録者 ※中学生不可 

 

なし 

④ エイジクラス女子 

5K-30K-5K 

15 歳以上の女子選手。※JTU 登録者 ※中学生不可 

 

なし 

⑤ リレークラス 

5K-30K-5K 

第１ラン、バイク、第２ランをリレー形式（２名から３名）で行う 

安全に競技が行える自転車（ロード・ＭＴＢ・クロス可、タンデム不可） 

※中学生不可 

なし 

⑥ ビギナークラス 

2K-10K-2K 

デュアスロン初挑戦の男女、およびこれに準ずる者。※中学生不可 

安全に競技が行える自転車 

（ロード・ＭＴＢ・クロス可、タンデム不可、DH バーは装着禁止） 

なし 

⑦ ジュニアクラス 

2K-10K-2K 

中学１～３年生の男女。自転車の制限はない。 

ただし、ＤＨバーは装着禁止。 

なし 

⑧ キッズクラス 

1K-5K-1K 

小学校１～６年(低学年・高学年)の男女。自転車の制限はない。 

ただし、ＤＨバーは装着禁止。 

なし 

※ジュニアクラス、キッズクラス及び未成年者は保護者の承諾が必要になります。 

大会スケジュール（予定） 

１１月２２日  午前 ８：００ ～    ９：３０ ①～⑧受付 
  午前 ８：００ ～   １１：００  ①～②受付 
     河川敷判定塔前テント大会本部    
  午前 ９：４５ ～   開会式・競技説明会（テニスコート内特設ステージ） 
  午前１０：００ ～   ⑥～⑧競技開始（順次ウェーブスタートを予定） 
  午前１０：５０ ～ ③～⑤競技開始 
  午前１１：２０ ～ ⑥～⑧表彰式（テニスコート内特設ステージ）    
  午前 ０：３０ ～   ①～②エリート男女競技開始 
  午後 ２：００ ～  全競技終了  

  午後 ２：１０ ～ 表彰式／閉会式（テニスコート内特設ステージ） 
※参加者の申込状況により、タイムテーブルが変更になる場合があります。 
 

競技規則 

日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）競技規則を適用 

ただし、ローカルルールとして以下の点にご注意ください。 

 第６章第３３条「ドラフティング規則」 

    「ドラフティング走行は禁止」とする。※①、②エリート以外 

   ＤＨバーの使用は可能です。（ビギナー、ジュニア、キッズは装着禁止） 

 第６章第３７条「競技用バイク」 

  競技に使用できる自転車は以下を除くすべての自転車とする。 

・ スタンド、カゴのついた自転車 

・ リカンベント（横になって漕ぐタイプ） 

募集期間 平成２７年８月１日（土）～平成２７年１１月９日（月） 

参加賞    キッズ、ジュニア、ビギナー、リピーター割引対象者以外の参加者にカーフマンオリジナル

の参加賞を差し上げます。 

 

 

 

 

 



参加費   

競技種目 電話＆WEB エントリー 郵送サービス 

①～④JTU 登録者に限る 8400 円（400） 最終要項と成績表をお申込み時の住所へ郵送致します。 

（リレークラスは代表者宛に人数分発送） 

1050 円（50） 

お申し込み時に選択しないとサービスが適用されません。 

6300 円（300）※高校生割引 

⑤ 9450 円（450）※2 名か 3 名で行う 

⑥ 4250 円（250） 

⑦⑧ 3250 円（250） 

 
開催前に参加案内書等の郵送は一切ありません。最終の大会要項や記録一覧表はホームページ
よりご確認頂けます。ホームぺージをご覧頂けないない方は郵送サービスをお申し出ください。 

※ 今シーズン 2 回以上エントリーされる方は、2 回目からの参加賞配布はありません、参加費より 1,000

円割引致します。（参加賞のないリレー・ビギナー・キッズ・ジュニアは除く） 

※ WEB・電話エントリーは（ ）内に記したオンライン受付手数料が加算されています。 

※ JTU 登録の詳細は http://www.jtu.or.jp/register/index2015.html で案内されています。 

※ 参加費の当日払い及び当日参加はエントリー費の 1000 円増しになります。 

※ 入金後のキャンセルには如何なる理由（主催者都合による中止も含む）があっても応じられません。 

※ 今シーズンより代理出走、ステージ変更は承りません。 

表彰  エリート男女    総合１位～３位 

  エイジクラス男子    ２９歳以下 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代以上 

                     各１～３位（※２０１６年１２月３１日の年齢を基準とする） 

        エイジクラス女子     ３９歳以下 ４０歳以上 各１～３位 

                     （※２０１６年１２月３１日の年齢を基準とする） 

  リレー     １～３位 

ビギナー            男女別１位 

ジュニア   男女別１～３位 

キッズ    学年別上位１～３位 

 クラブ対抗   上位１～３位（ポイント制） 

申し込み方法 ①  ＷＥＢ申し込み 

大会ホームページ（http://www.calfman.jp）から申し込み手続きを行ってください。開催

前に参加案内書等の郵送は一切ありません。ホームページで閲覧もしくはダウンロードして

ください。最終要項や記録一覧表を郵送で希望される方は郵送サービス（1050 円）を選択

してください。 

   ※支払方法はカード払い・コンビニ払い・インターネットバンキングとなります。 

②  電話による申込 

事務局にて電話でエントリーが可能です。開催前に参加案内書等の郵送は一切ありません。

ホームページで閲覧もしくはダウンロードしてください。最終要項や記録一覧表を郵送で希

望される方は郵送サービス（1050 円）をお申し出ください。リレークラス参加の方は、メ

ンバーの個人情報（氏名・年齢・生年月日・携帯番号・緊急連絡先と続柄）をご確認の上、

オペレーターにお知らせください。 

※支払方法はカード払い・コンビニ払い・インターネットバンキングとなります。

 

カーフマンジャパン大会事務局 
〒206-0802 東京都稲城市東長沼２１２０－６グラン・ヴェルジェ１０４ 

予約受付電話 TEL 042-379-5201 (平日 10:00～18:00) 

大会ホームページ  http://www.calfman.jp  大会メールアドレス info@calfman.jp 

mailto:info@calfman.jp


カーフマンジャパン・シーズン 13  エリートクラスに関する規定（出場資格：2015 年 9 月 25 日公開） 

 

カーフマンジャパン・シーズン 13  エリートクラスに関する規定 

 

カーフマンジャパン・デュアスロングランプリ 

RD（レースディレクター） 清本 直 

 

カーフマンジャパンシーズン 13は６つのステージで開催されますが、 

エリートクラスは下記 2種類に分類されます。 

【カーフマン・エリートステージ】 

① 近畿ステージ 

② 東海ステージ 

③ 太平洋いわきステージ 

④ 北関東ステージ 

【カーフマン・エリートチャンピオンシップステージ】 

⑤ 日本学生デュアスロン選手権兼南関東ステージ 

⑥ チャンピオンシップ兼世界選手権代表選考大会 

 

上記①～④【カーフマン・エリートステージ】につきましては下記該当選手を優先してエントリ

ーを受け付けます。 

※原則として大会開催 1か月前まで。 

1) デュアスロン強化指定選手 

2) エリート強化指定選手 

3) ロングディスタンス強化 SAB指定選手 

4) ジュニア強化 SAB指定選手 

5) カーフマンシーズン 12ポイントランキング２０位以内 

6) カーフマンシーズン 13予選ステージ 6位以内（２戦目以降） 

7) JTU認定記録会ラン 16歳以上標準記録の 7級以上【男子 16：25 女子 18:41】 

8）日本学生トライアスロン選手権男子 10位、女子 6位以内 

大会 1か月で定員に達しなかった場合、一般枠で先着順に募集を行います。 

 

上記⑤～⑥【カーフマン・エリートチャンピオンシップステージ】は下記該当選手に出場権を与

えます。 

※原則として大会開催 1か月前まで 

1)デュアスロン強化指定選手 

2) エリート強化 OA指定選手 

3) ロングディスタンス強化 SA指定選手 

4) ジュニア強化 SA指定選手 

5) 今シーズンの Calfman Timerate Listの上位で男子 30位, 女子 10位 

※大会開催 1か月を切った時点で CTL順に参加許可選手を発表いたします。 



※北関東ステージで CTL 男子 1.05 女子 1.08 以内に入った選手は優先して南関東ステージ

への出場を認めます。 

▼CTL の算出方法 

①各ステージの優勝者のタイムを 1.0 とし、「自身のタイム／優勝者のタイム」の値を算出し、 

この値の小さい順に順位付けを行います。 

②複数ステージに参加した選手は、最も小さい値を採用します。 

③値が同じ場合は同順位となり、同順位の選手が複数いた場合は、以降の順位は繰り下げて順位付けします。 

（例：78 位の選手が 2 名いた場合は、次の順位は 80 位となります） 

 

各ステージ申込受付スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステージ 開催日 優先枠受付期間 一般枠受付期間 定員 

第 1 戦 近畿ステージ 2015.11.1（日） 9/25-10/12 10/13-10/21 男子 80 名、女子 20 名 

第 2 戦 東海ステージ 2015.11.22（日） 9/25-10/25 10/26-11/9 男子 80 名、女子 20 名 

第3戦 太平洋いわきステージ 2015.11.29（日） 9/25-11/1 11/2-11/16 男子 80 名、女子 20 名 

第 4 戦 北関東ステージ 2016.1.17（日） 未定-12/20 12/21-1/11 男子 80 名、女子 20 名 

第 5 戦 南関東ステージ 2016.2.7（日） 未定-1/10 1/11-1/24 男子 80 名、女子 20 名 

チャンピオンシップ 未定 未定 未定 男子 80 名、女子 20 名 

※各ステージの詳細は大会ホームページをご確認ください 

http://www.calfman.jp/

