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CalfMan Japan Duathlon Grand Prix season15(2017-2018)  東北ステージ 

アクアマリンふくしま大会 

併催デュアスロン in いわき開催要項 
 

主  催  公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)、いわきデュアスロン大会実行委員会 

（福島県トライアスロン協会・Calfman Japan） 

競技主管  福島県トライアスロン協会 

後  援     福島県、いわき市、いわき市教育委員会、いわき市体育協会、福島民報社、福島民友新聞社、 

いわき民報社、公益社団法人いわき青年会議所（一部予定） 

特別協賛    ａｅｏｎグループ イオンモール㈱ イオンリテール㈱ イオンバイク㈱ 

協  賛  株式会社 ジーオーエヌ、江崎グリコ株式会社、ALTRA、有限会社スポーツアシスト、 

有限会社スタイルバイク、カリフォルニアレーズン協会、株式会社 K2JAPAN（一部予定） 

協  力    公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)東北ブロック協議会、福島県いわき東警察署、 

公益社団法人いわき青年会議所（一部予定） 

開 催 日  2017 年 10 月 29 日（日） 

開 催 地 いわき市小名浜字辰巳町 50 アクアマリンふくしま周辺道路（予定） 

高速道路    常磐自動車道 いわき勿来ＩＣより 30分 

 ＪＲ上野駅 →（特急スーパーひたち 2時間 15分）→ 泉駅 

最寄り駅    常磐線 泉駅より 車 20分 

競技内容・出場資格・募集定員 

 

競技種目 競技距離 出場資格※2 ◆競技特記事項 / ◇申込特記事項 

①エリートクラス男子 

5K-30K-5K 

出場資格※2 を満たす 15 歳以上の男女(中学生不可) 

◆同性間でのドラフティング走行を認める 

◆同性間での周回遅れは DNF とする ③エリートクラス女子  

③エイジクラス  
15 歳以上の男女(中学生不可) 

◇未成年者は保護者の同意書が必要 

④リレークラス 
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 

15 歳以上の男女(中学生不可) 

⑤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じる者 

15 歳以上の男女(中学生不可) 

◆DH バーは装着禁止、また競技に関係ないもの(かご等)は極力外してください 

⑥ジュニアクラス 
中学 1～3 年生の男女 

◆DH バーは装着禁止、また競技に関係ないもの(かご等)は極力外してください 

⑦キッズクラス 1K-5K-1K 
小学 1～6 年生の男女 

◆DH バーは装着禁止、また競技に関係ないもの(かご等)は極力外してください 
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※ ①～③は JTU 登録者または JUTU 登録者に限ります。 

※ エリートクラスの出場資格に関しては公式ホームページをご参照ください。 

  エリート出場基準 http://www.calfman.jp/overview/エリートクラス出場基準/ 

 

大会スケジュール（予定） 

 

10 月 29 日（日）  8:00 ～  9:30 受付（エリートは 11:00 まで）入門ゲート脇大会本部 

    9:30 ～   開会式・競技説明会 

    9:50 ～  ジュニア・ビギナー・キッズクラス 競技開始（ウェーブスタートを予定） 

   10:40 ～  エイジ・リレークラス競技開始 

11:30 ～     表彰式（キッズ、ジュニア、ビギナー） 

   12:30 ～  エリートクラス競技開始 

         14:00 ～         全競技終了 

   14:20 ～  表彰式・閉会式 

         

  ※参加者の申込み状況により、タイムテーブルが変更になる場合があります。 

 

競技規則   

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）競技規則に下記大会ローカルルールを適用。 

※ビギナークラス、リレークラスは安全に競技が行える自転車（ロード・MTB・クロス可、 

タンデム・ピスト不可）での参加となります。ビギナークラスは DH バーの装着を禁止します。 

※ジュニアクラス、キッズクラスは自転車の制限はありませんが DH バーの装着を禁止します。 

※エリートクラスはドラフティング許可ルール（但し、異性間ドラフティングは禁止）、 

それ以外のカテゴリーはドラフティング禁止ルールで行います。 

 

参加費・申込規定 

 

競技種目（番号） 参加費 

①・②エリートクラス 

③エイジクラス 

8,400 円（400） 

※高校生は 6,300 円（300） 

④リレークラス 9,450 円（450） 

⑤ビギナークラス 4,250 円（250） 

⑥ジュニアクラス、⑦キッズクラス 3,250 円（250） 

 

  ◆参加費には（括弧）内に記したオンライン受付手数料が加算されています。 

◆開催前に参加案内等の郵送は一切ありません。最終の大会要項や記録表はホームページより 

ご確認いただけます。 

◆入金後のキャンセル（返金）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 2 戦以上お申込みされる方は、リピーター割（参加費より 1,000 円割引）の適用が 

可能ですので、お申込み時に申請してください。（参加賞のない種目は除きます） 

但し、リピーター割適用時は、参加賞の配布はありません。 

         ◆代理出走、ステージ変更は承りません。 

 

http://www.calfman.jp/overview/エリートクラス出場基準/
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募集期間  2017 年 9 月 1 日（金）～2017 年 10 月 15 日（日） 

  ※各種目定員に達し次第、募集終了とさせて頂きます 

        

表  彰  エリート クラス    男女各 1～3 位 

エイジクラス男子（注 1）      年代別各 1～3 位 

（29 歳以下,30 歳代,40 歳代,50 歳代,60 歳以上） 

エイジクラス女子（注 1）     年代別各 1～3 位 

（39 歳以下,40 歳以上） 

リレークラス   1～3 位 

（※当日参加数が５チーム以下の場合は、１位のみ表彰） 

ビギナークラス          男女各 1 位 

ジュニア クラス   男女各 1～3 位 

キッズクラス   学年別各 1～3 位 

クラブ対抗（注 2）  1～3 位（所属クラブごとの合計ポイント制） 

   

  （注 1）エイジクラスの年齢は 2018 年 12 月 31 日現在表記となります。 

（注 2）完走者 3 名以上の所属クラブ毎の合計ポイント数を競います。エントリー時において、 

「クラブ対抗戦チーム名」を完全に統一して頂かないと対象になりませんのでご注意ください。 

   

参 加 賞  カーフマンオリジナルグッズ 

（キッズ、ジュニア、ビギナークラスの参加者とリピーター割対象者は除く） 

 

申込方法 【1】WEB 申込み 

カーフマンホームページ（http://www.calfman.jp）よりお申込み手続きを行ってください。 

※お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になります。 

 

【2】電話申込み 

事務局（TEL:042-379-5201）宛にお電話ください。 

リレークラスにご参加の方は、リレー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）をご確認のうえ、オペレーターにお知らせください。 

※お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になります。 

※電話申込みの場合は、オンライン受付手数料に電話受付手数料 500 円が加算されます。 

 

事 務 局  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 

TEL:042-379-5201 （平日：10:00～18:00） 

URL:http://www.calfman.jp 

MAIL:info@calfman.jp 


