
第３７回
全日本トライアスロン宮古島大会

宮古島トライアスロン実行委員会

＜取材ガイドライン＞

報道関係者の皆様に支障なくご取材頂くために、取材要項にて取材・報道体制を整
えています。ご一読の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
尚、取材に関しては、あくまでもスポーツ報道としての取材を対象としていますので、
スポーツ報道以外の目的での取材に関してはお断りさせて頂きます。また、会場内
及びコース上での取材活動については、当日の関係者の指示並び取材要項に著し
く逸脱した場合は、取材をお断りする場合もございます。予めご了承下さい。

～ 申請書に記入される前に、本要項を必ずご一読ください ～

取材要項



 
 

第37回全日本トライアスロン宮古島大会 
  大 会 要 項 

 

○主  催    宮古島市、琉球新報社 

○主  管    宮古島市スポーツ協会、宮古島トライアスロン実行委員会 

○後  援    内閣府、沖縄県、沖縄県スポーツ協会 

         沖縄観光コンベンションビューロー、沖縄マリンレジャーセイフティービューロー 

         沖縄県医師会、日本トライアスロン連合、宮古地区医師会、沖縄県看護協会宮古地区 

         沖縄県建設業協会宮古支部、宮古島商工会議所、宮古島観光協会、宮古島市婦人連合会 

         宮古青年会議所、宮古島地区交通安全協会、宮古島漁業協同組合、伊良部漁業協同組合 

         池間漁業協同組合、沖縄県食品衛生協会宮古支部、宮古地区薬剤師会、宮古地区歯科医師会 

         宮古新報社、宮古毎日新聞社、宮古テレビ、エフエムみやこ、琉球水難救済会 

         日本ライフセービング協会沖縄県支部 

○特別協力    ＮＨＫ沖縄放送局、宮古島東急ホテル＆リゾーツ、宮古島マリンリゾート協同組合 

○支  援    沖縄県立宮古病院、国立療養所宮古南静園、宮古島徳洲会病院 

         航空自衛隊宮古島分屯基地、陸上自衛隊宮古島駐屯地 

○特別協賛    日本航空、日本トランスオーシャン航空、沖縄コカ・コーラボトリング、沖縄銀行 

○協  賛    調整中 

○開催期日    ２０２３年４月１６日（日） ０７：００～１８：３０ 合計１１時間３０分 

○開 催 地     沖縄県宮古島市 

○競技会場     スイム ： 宮古島市下地字与那覇前浜 

                バイク ： 宮古島市下地字与那覇前浜 ～ 宮古島市陸上競技場（宮古島市1周） 

                ラ ン ： 宮古島市陸上競技場～周回マラソンコース 

○競技内容     スイム ： ３ｋｍ        ０７：００ ～ ０８：５０ 

  及  び     バイク ： １２３ｋｍ            ～ １４：００ 

  制限時間     ラ ン ： ３０ｋｍ（１５㎞周回コース）   ～ １８：３０ 合計１１時間３０分 

         ※悪天候の場合は、デュアスロン競技に変更します。 

（※但し、関門時間はトライアスロン競技に準ずる） 

         ラ ン ： ４．５ｋｍ      ０７：００ ～ 

         バイク ： １２３ｋｍ            ～ １４：００ 

         ラ ン ： ３０ｋｍ(１５㎞周回コース)    ～ １８：３０ 合計１１時間３０分 

○参加定員     １２００名 

○参 加 費     ５０，０００円（支給品、傷害保険料、ＡＳ飲食物・カーボンオフセット料等） 

○表  彰      総合優勝、準優勝、３位～１０位 

         女子優勝、準優勝、３位～１０位 

年代別賞 男子１～３位、女子１～３位 

        （ 但し、総合男女１～１０位までの入賞者は年代別賞から除きます。） 

                 １９～２４、２５～２９、３０～３４、３５～３９、４０～４４、４５～４９ 

 ５０～５４、５５～５９、６０～６５ 

種目別賞（スイム、バイク、ラン男女各1位） 

沖縄県男女各１位 

宮古圏域男女１位 

特別賞 最高齢男女 

 
○参加資格   大会当日、満１９歳以上６５歳までの健康な男女でスイム、バイク、ランの競技に経験を有

し、かつこれらを同時に行うトライアスロン大会に参加した実績のある者。 
        誓約書に同意し、参加申込書、顔写真、健康保険証の写し、５年以内に完走した５１.５ｋｍ

以上のトライアスロン大会完走証または記録証明書の写し、在留カード(日本に住所を持つ外
国籍の方のみ)、（以下「必要書類と称す」)を提出し、受理された者。 



        その他、大会運営に支障が起こることが予想された場合、又は、虚偽の申請がなされていた場
合は、出場内定通知後においても参加をお断りする場合があります。 

        ※今大会は国内に住所を有する日本人及び日本に住所を持つ外国籍の方(在留カード保有者の
み)の参加とする。（但し申込時に国外に在住の方は参加不可とする。） 

 
○申  込   参加申込期間 

①インターネットによる申込は 
２０２２年１１月１日(火)～１１月３０日(水)２４：００ 

 
○申し込み方法 ①インターネットによる申込 

１) 大会のオフィシャルページまたはTRIーXのレースカレンダーよりお申込下さい。 
宮古島大会HP   https://www.tri-miyako.com 
TRI―X HP    http://www.tri-x.jp/ 
インターネットエントリーのお問い合わせ 
MSPOエントリー宮古島デスク 電話０４２－３７０－７４３１ 

２) 必要書類の画像登録 出場内定後に必要書類を画像データでアップロードしていただき
ます。画像は顔や文字が鮮明に見えるものを準備してください。 

 
○出場内定   出場内定通知 ２０２２年１２月下旬頃、本人あてに通知します。 
        出場資格の譲渡禁止 出場資格を他人に譲渡することはできません。そのような事実が発覚し

た場合は、その関係者の本大会への出場は認めません。 
※ 出場内定後に必要書類を画像データでアップロードしていただきます。 

 
○参加料の納入 参加料は２０２２年１２月２５日～２０２３年１月２７日までにお支払い下さい。 

期限までにお支払が無い場合は、自動的に出場内定が取り消しとなりますので注意くださ
い。コンビニ払いかインターネットバンキングにおいては、参加料以外に支払手数料がかか
りますのでご了承下さい。 

 



 

第３７回全日本トライアスロン宮古島大会／２０２３ 

ＳＴＲＯＮＧＭＡＮ 
 

４／１3(木) April 13(Thursday)  

１３：００～１７：００ 選手登録受付（ＪＴＡドーム宮古島） 

Athlete Registration（JTA Dome Miyakojima） 

４／１４(金) April 14(Friday)  

９：００～１８：００ 選手登録受付（ＪＴＡドーム宮古島） 

Athlete Registration（JTA Dome Miyakojima ） 

４／１５(土) April 15(Saturday)  

１３：００～１６：００ バイク預託（宮古島東急ホテル＆リゾーツ）  

Bike Check-in (Miyakojima Tokyu Hotel& Resorts) 

４／１６(日) April 16(Sunday) 大会当日 

       ５：００～６：１５ 着替え袋預かり（宮古島東急ホテル＆リゾーツ） 

Changing Bags Deposit（Miyakojima Tokyu Hotel& Resorts） 

       ５：３０～ 競技実施検討委員会 

Directors’ Meeting on Weather Conditions 

       ６：１０～６：５０ スイム チェックイン（スイムスタートゾーン） 

Swim Check-In (Swim Start Zone) 

       ７：００～ 競技開始（宮古島東急ホテル＆リゾーツ） 

Race Start!（Miyakojima Tokyu Hotel& Resorts） 

１８：３０ 

 

競技終了（宮古島市陸上競技場） 

Race Finish!（Miyakojima City Field） 

 ■制限時間              ■Cut-Off Times 

スイム/  7:00 ～  8:50               Swim/ 7:00 ～  8:50 

バイク/     ～ 14:00               Bike/    ～ 14:00 

ラ ン/     ～ 18:30               Run /    ～ 18:30 

１４：００～２１：００ バイク引き渡し（バイクフィニッシュ地点） 

Bike Pick-up (Bike-Finish Area) 

４／１７(月) April 17(Monday)  

８：３０～１１：００ バイク引き渡し（バイクフィニッシュ地点） 

Bike Pick-up（Bike-Finish Area） 

（公式日程は、変更になる場合がございますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。） 

大会公式スケジュール／Race Week Schedule 



取材登録について 

(1)取材申込 

各社スムーズに取材ができますよう、事前申込制を取らせて頂きます。 

大会実行委員会指定の「取材・撮影申請書」に必要事項をご記入の上、 

【2023年4月3日（月）】までに宮古島トライアスロン実行委員会広報部担当宛てにご返送下さい。 

取材・撮影申請書は当大会公式ホームページからダウンロード可能です。 

※下記の方は、取材申込・取材活動は出来ません。 

①大会当日20歳未満の方。 

②申請された機関名の実在を確認できない場合。 

③個人的な趣味、個人運営の電子媒体の場合。 

④特定の選手等に配布を目的としている場合。 

⑤取材活動を目的としていない、取材者の同伴者。（一般観客扱いとなります。） 

⑥主催者、競技役員の指示に従えない方。 

 

(2)基本事項 

①原則として、コース外からの取材（撮影）をお願いします。（ただし、後述の「（4）車両ご利用での 

取材について」の場合を除く） 

②取材時は、配布するプレス用の「ＩＤカード」「ビブス」を着用して下さい。 

③コース上には、大会実行委員会の許可のない各社独自の取材車輌（自転車含む）の運行は認

めません。 

④各地点及びコース、沿道での取材は大会役員、競技役員、警察官の指示に従ってください。 

⑤競技中、選手への停止を求める取材は禁止致します。 

⑥選手に伴走して取材することは禁止致します。 

⑦当大会に協賛している企業の意向を意図的に妨害する目的で行う、トライアスロン競技会場 

近くでの報道及び広報活動を禁止致します。 

⑧大会終了後、協賛企業の利益を意図的に妨害しようとするマスメディアを利用した報道及び 

宣伝活動を禁止致します。 

⑨撮影エリアで人数が制限される場合は、オフィシャル取材・Ａ取材が優先されます。 



(３）取材登録受付／説明会 

取材許可印（公印）入りの取材許可申請書をご持参ください。 

取材登録を行わなかった方は、取材者として認められません。取材登録の際、各取材者に 

プレス用のＩＤカード、ビブスを配布します。ＩＤカードは以下の４つに分類されます。 

 

 種   別 

オフィシャル 

取材 
琉球新報社 

A取材 
沖縄タイムス社、宮古毎日新聞社 

宮古新報社、NHK、RBC、QAB、宮古テレビ 

B取材 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web 

C取材 その他 

 

※各取材ゾーン及びフィニッシュ地点のカメラスタンド等、人数が制限される場合オフィシャル取 

材・Ａ取材が優先となります。 

 

＜取材登録受付＞ 

①2023年4月14日（金）14：00～16：00 JTAドーム宮古島 

②2023年4月15日（土）10：00～12：00 宮古島市陸上競技場内広報本部 

ⅰ 受付終了後、IＤカード／ビブス／車両通行許可証を配布します。 

ⅱ ビブスは必ず以下会場に返却して下さい。 

・大会当日 4月16日（日） 広報本部（宮古島市陸上競技場内） 

※返却なき場合ビブス代を請求させていただきます。 

 

＜取材説明会＞ 

①2023年4月15日（土）13：00～13：30 宮古島市総合体育館アリーナ 

ⅰ 取材エリアの説明等を行います。 

ⅱ 説明会終了後、共同取材船乗船券及びスイム会場入場許可証を配布します。 

 

出席しなかった場合はプレス用ＩＤカードを剥奪することを予めご了承下さい。 



(4)車両ご利用での取材について 

コース上には、大会実行委員会の許可のない各社独自の取材車輌（自転車含む）の運行は認め 

ません。道路交通法及びその他の法令に違反するような方法での取材活動をしないで下さい。 

交通規制を守り、警察官及び競技役員の指示に従って下さい。 

 

①車両で取材（撮影）を希望される方は、通行許可申請を行って下さい。 

ⅰタクシーやレンタカーをご利用になる場合も同様に通行許可申請が必要です。 

ⅱ車両の通行許可証はオフィシャル取材及び取材A・Bのみ発行致します。 

ⅲ発行された通行許可証は車両フロントガラスにスタッフが確認できるように張り付けて下 

さい。確認できない場合、スタッフよりコース退去指示が出ます。 

ⅳコース内への立ち入りは必要最小限の時間とし、取材後（撮影）は速やかにコース外へ退 

去して下さい。 

ⅴ台数について制限する場合がございます。予めご了承下さい。 

 

②可能な限り乗用車、オートバイの使用をお願い致します。 

ⅰバイクコース内での取材の際は、軽自動車及びミニバイクの使用はお控え下さい。 

ⅱ貨物自動車の使用は認めません。 

 

(5)航空機及び無人航空機（ドローン・ラジコン等）取材について 

当該飛行を行おうとする場所を管轄する地方航空局（沖縄県は大阪航空局）からの許可・承認 

を得て下記書類を提出の上、撮影を行って下さい。 

なお、台数について制限する場合がございます。予めご了承下さい。 

 

①報告書（当事務局広報部発行）を記入し提出してください。 

②対物及び対人保険証書の写しを提出してください。 



プレスセンター／広報本部 

(1)プレスセンターについて 

宮古島市陸上競技場にて、プレスセンター（マスコミ作業スペース）を設置します。 

設置期間 ２０２３年４月１４日（金）～４月１６日（日） 

場   所 宮古島市陸上競技場２階 

 

(2)速報について 

以下の内容を広報本部横にて展示します。 

①各種目の記録速報 

②気象情報 

③最終出場者数 

④リタイヤ者数 

⑤完走者数 

⑥その他 

 

(3)公式記録発表について 

最終記録確認終了後、申請いただいたメールアドレスへ公式記録を配布します. 



取材エリアについて 
 

(1)招待選手共同記者会見 

①日 時 ： 2023年4月14日（金） 時間未定 

②場 所 ： JTAドーム宮古島会議室 

 

(2)スタート地点／フィニッシュ地点プレスエリア 

①スタート地点：与那覇前浜ビーチ 

フィニッシュ地点：宮古島市陸上競技場 

②カメラスタンドでのカメラ設置位置は4月15日（土）取材説明会終了後、 

フィニッシュゲート付近にて抽選を行います。 

③代表インタビュー（囲み取材）を陸上競技場フィールド内特設インタビュー台にて行います。 

インタビュー対象選手：総合男子1位～3位、総合女子1位～3位 

 

(3)上位入賞者記者会見 

①日 時 ： 4月17日（月） 時間未定 

②場 所 ： JTAドーム宮古島会議室 

 

(4)報道代表撮影について 

ラントップの取材車輌は、下記の報道機関のみとします。他のマスコミ車輌はラントップ後方につ

いている監察車より前に出ないで下さい。 

①写真代表撮影 【 撮影：株式会社琉球新報社 】 

ⅰ写真は、主催者の琉球新報社から必要な社に当実行委員会を通して提供します。 

ただし、取材登録した報道機関及び雑誌社に限ります。 

ⅱ提供する写真は３枚程度とします。トップにアクシデント等が発生し、主催者のみが撮影した 

場合、その写真を含みます。 

ⅲ提供写真の使用は自由です。ただし、「撮影：琉球新報社」とクレジットを入れて下さい。 

ⅳ提供写真は競技中のもので、ゴール時は除きます。 

②映像代表撮影 【 撮影：宮古テレビ株式会社 】 

ⅰテレビ映像は、トップ入れ替え映像に限り、宮古テレビより要望するテレビ局へ無条件で提供 

します。 

 

 

※第３７回大会では、開会式（ワイドーパーティー）、表彰式・ふれあいパーティーは開催されません。 



規制エリアについて 

(1)規制エリアについて 

①スイム 

ⅰ 取材エリアでは取材クルーは、スペースの関係上、原則として各系列1台 

スタッフ１～3名以内とします。取材エリア内には、事前登録が必要です。 

入場の際は、スイム会場入場許可証を着用してください。 

 

ⅱ 選手搬送ルートは立ち入り禁止です。選手が搬送されてきた時は、速やかに道をあけて 

下さい。 

なお、機材を搬送ルート付近に置いてはいけません。 

 

ⅲ スイムコース内側での取材は出来ません。 

 

②バイク 

ⅰ 池間大橋 

狩俣集落から池間大橋へは車両を止めて徒歩で取材してください。 

 

ⅱ 東平安名崎 

東平安名崎へは車両を止めて徒歩で取材してください。 

 

※池間、東平安名崎での取材を行う場合は先頭選手より先に入ること。 

     ただし、バイクの最後尾が通過するまでは出られませんのでご留意ください。 

 

③ラン 

ⅰ フィニッシュゲート付近には進入出来ません。 

 

④その他 

ⅰ トランジションエリアでの取材は出来ません。 

※トランジション＝スイムからバイク、バイクからランへと競技種目を転換すること。 

 

ⅱ メディカルテント、着替えテント、ボディケアエリア（宮古島市総合体育館）での取材は 

出来ません。 



各競技での取材について 

■スイム 

(1)注意事項 
①ミックスゾーン（スタート会場）について 

ⅰ 入場の際はスイム会場入場許可証を着用してください。 

ⅱ 競技スタート10分前よりミックスゾーンから退場をお願いします。 

(2)共同取材船について 

取材者用に、共同取材船をご用意します。ご希望の方は「取材・撮影申請書」に、ご記入下さい。 

なお、乗船は各社1名です。定員オーバーの場合、人数調整を行う場合がありますので予めご 

了承下さい。取材説明会後、乗船券を配布します。大会当日、同券を忘れずにお持ち下さい。 

①乗船・出発時間 

ⅰ 場所：前浜漁港時間：乗船（6：20）→出発（6：30） 

ⅱ 満船になり次第、順番に出発致します。出発時刻に遅れた場合は乗船出来ません。 

予めご了承下さい。 

②流れ 

ⅰ 出発後、上位グループがＢコーナーに達する頃、前浜漁港に引き返します。 

乗船の際は、スイム会場入場許可証を着用し、乗船券を携帯して下さい。 

③乗船時の注意事項 

ⅰ 取材船上での行為は、すべて大会本部指揮船の指示に従って下さい。 

ⅱ 安全上、選手とは一定の距離（約20m）を保って運行します。 

ⅲ 緊急時の対応を最優先とします。 

ⅳ 予定時刻どおりに出発しますので時刻に遅れないようご注意ください。 

ⅴ ご乗船されない場合は必ず広報部までキャンセルの連絡をお願いします。 

 

■バイク 

(1)注意事項 
①競技者が自動車によるドラフティングでペナルティーを課せられることがありますので取材後 

（撮影後）は速やかにコース外へ退去して下さい。 

【 競技規則第23条(1) 】 

競技者は、前後7メートル以上、両側1メートル以上の競技エリアを保有する。また、前方 

に自動車が進行中の場合は、25メートル以上の間隔を取らなければならない。 

②バイクはスピードがでますので、取材者は競技者の競技を妨げたり、安全を損なったりしない 

よう、十分ご配慮下さい。 

 

■ラン 

(1)注意事項 
①コース上、選手への停止を求める取材は競技の妨げになりますので出来ません。 

②コースランは周回コースとなっています。車両での撮影目的以外は迂回してください。 



その他 

本大会での取材にあたり、以下の事項を厳守することを同意し取材を行って下さい 

 

１ 本大会の取材参加にあたり、大会役員の指示に全て同意し、従います。 

 

２ 立入禁止エリアに立ち入った場合及び大会役員の指示に従わない場合は、取材資格を没収され 

ることに同意します。 

 

３ 取材にあたり関連して起こった事故について、自身及び会社、同行者の受けた障害について、 

決して主催者及び大会に関わるすべての大会関係者並びに競技者に対して、非難や責任の追

及、損害賠償を請求することなく、全て自己責任において取材活動を行います。 

 

４ 万が一事故を引き起こした場合、事故に起因する全ての賠償責任を負うことに同意します。 


