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CalfMan Japan Duathlon Grand Prix season17(2019-2020)  北関東ステージ 

国営武蔵丘陵森林公園大会 開催要項 

 

 

主  催  CalfMan Japan 実行委員会、公益社団法人日本トライアスロン連合 

競技主管  埼玉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、株式会社ロータス（ALTRA） 

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 

開 催 日  2020 年 1 月 12 日（日） 

開催場所  国営武蔵丘陵森林公園内特設コース 

          

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 制限時間 募集定員 

①エリート男子 

※1 

5K-30K-5K 

出場資格※2 を満たす 15 歳以上の男女 

(中学生不可) 

 

スタートから 1 時間 50 分 

100 名 

③エリート女子 

※1 
20 名 

③エイジクラス 

※1 

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 バイク周回制限時間(12:50）迄に最終周

回に進めない場合は、第 2 ランへ移る

(DNF) 

 

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  

 

なし 

 

 

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 4～6 年生(高学年)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 

 

※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。 

※1 ①～③は JTU 登録者または JUTU 登録者に限ります。 

※2 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/ 

http://www.calfman.jp/overview/エリートクラス出場基準/
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大会スケジュール（予定） 

 

1 月 12 日（日）  8:00 ～  9:00 全クラス受付（オフィシャル駐車場内） 

          9:30 ～      入園後、バイクコース試走 

   10:00   開会式・競技説明会 

   10:20  ビギナー・ジュニアクラス 競技開始 

   10:27  キッズクラス競技開始 

11:10   エイジ・リレー競技開始（順次ウェーブスタートを予定） 

11:50 ～   表彰式（キッズ、ジュニア、ビギナー） 

   12:15 ～    エリートクラス競技説明会 

         12:50～  エリートクラス競技開始 

   15:00 ～  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   

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。 

エリートは「ドラフティング走行可」（但し、異性間ドラフティング走行不可） 

その他のカテゴリーは「ドラフティング走行不可」とする。 

ＤＨハンドルの装着は認めますが、ＤＨポジションでの走行は非常に危険でかつメリットが 

少ないコースになっております。極力はずしての参加をお願いいたします。 

（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） 

・ピスト用自転車（ブレーキ、ギアのない自転車） 

 

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 

JTU・JUTU 登録者に限る 

8,000 円 

6,000 円※高校生割引 

④リレークラス 9,000 円 

⑤ビギナークラス 4,000 円 

⑥ジュニアクラス、⑦キッズクラス 3,000 円 

◆エントリー時には、エントリーシステムの規約に準じたシステム受付手数料が加算されます。 

◆開催前に参加案内等の郵送は一切ありません。最終の大会要項やリザルト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戦以上お申し込みされる方は、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。 

ただし、リピーター割適用時は、参加賞の配布はありません（参加賞のない種目は除きます）。 

◆代理出走、ステージ変更は承りません。 
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募集期間  2019 年 11 月 6 日（水）～2020 年 1 月 5 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 2020 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  CalfMan オリジナルソックス 

（キッズ、ジュニア、ビギナー、リレークラスの参加者とリピーター割引対象者は除く） 

 

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。 

 

【2】電話申込み（インターネット接続環境のない方を対象とさせて頂きます） 

事務局（TEL:042-379-5201）宛にお電話ください。 

・電話申込みは、システム受付手数料に電話受付手数料 500 円が加算されます。 

・電話受付前に誓約書が大会事務局に届いている方のみ電話で受付をいたします。 

※誓約書は 12 月 26 日(木)必着。 

 ※誓約書送付後は 12 月 27 日(金)18:00 までに、お電話ください。 

 誓約書をお持ちでない方は事務局に資料請求を行って下さい。資料は無料で発送します。 

 資料請求締切日 2019 年 12 月 20 日（金） 

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。 

 

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 3107-5 

デ・リード稲城ステーションプラザ 101 

TEL:042-379-5201 （平日：10:00～18:00） 

URL:http://www.calfman.jp  MAIL:info@calfman.jp 

誓約書の発送、参加者様からの誓約書の発送に関わる郵便事故には対応いたしかねますのでご了承ください  

 

http://www.calfman.jp/
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コース図（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場アクセス 

 

  ・東武東上線 森林公園駅下車 

公園中央口行バスで約１０分 

 

・関越自動車道東松山ＩＣから熊谷方面へ 

約１０分 

 


