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アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン 

2015年大会の開催場所、コース概要について 

「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン」
は、スポーツの振興、観光の振興及び地域の活性化
を目的に、常滑市と中部国際空港（株）が誘致し、
2010年から開催しているトライアスロンの国際大会
です。 
 2013年から知多市もコースとなり、2015年からは
知多半島南部6市町をコースとする広域での開催を予
定しています。 

配布先：愛知県政記者クラブ、中部運動記者クラブ 知多市政記者クラブ、常滑記者クラブ、 
    中部国際空港記者会各社宛に一斉配信しております 
 
【お問い合わせ先】 
アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン実行委員会事務局 
TEL：０５７０-０１０-７０３（ナビダイヤル）※月曜日～金曜日（祝日を除く）10時～18時 
なお、報道関係者の時間外・休日のお問い合わせは090-3228-5298 [同事務局・吉村]にお願いします 

 6月7日(日)開催予定の「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン」につきまして、
今年の開催場所、コース概要が以下のとおり決定いたしましたのでご報告いたします。本年
より知多半島6市町を繋ぐこれまでにない広域での開催となる予定です。 
 その他大会詳細については、決定次第順次発表してまいります。 
 
【開催場所】 
 愛知県知多市、常滑市、半田市、武豊町、美浜町、南知多町 
 
 ※選手募集開始は2月12日（木）正午を予定しています。 
 
【コース概要】 
●スイムコース：知多市 新舞子マリンパーク（1.9km） 
 名古屋から一番近いビーチ、新舞子マリンパークがスイムコースの舞台です。砂浜から選手が一斉
に海へ向かいスタートします。新舞子ファインブリッジの橋脚間を抜けて折り返し、ブルーサンビー
チに戻る1周回のコースです。 
 

●バイクコース：知多市 新舞子マリンパーク → 南知多町 内海高校（90.1km） 
 知多市、常滑市、半田市、武豊町、美浜町、南知多町の知多半島南部を縦断する壮大なコースです。
コースの一部に自動車専用道路「南知多道路」を組み込むなどこれまでにない雄大なコースを目指し
て調整を進めています。アップダウンがあり、変化に富んだコースです。 
 

●ランコース：南知多町 内海高校 → 常滑市 NTPマリーナりんくう（21.1km） 
 南知多町、美浜町の田園地帯、森林を抜け、常滑市南部の田園地帯から海沿いの護岸道路などを北
上するコースです。前半はアップダウンが多く、多彩なロケーションと美しい風景を楽しめるコース
です。 
 

※大会概要につきましては、別紙「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン2015大会概要」をご参照ください。 



アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン 

大会概要 

 

 

 

 
 
 
名  称 アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン 
 
開催時期 2015年6月5日(金)～6月7日(日)の3日間［競技実施：6月7日（日曜日）］ 
 
開催場所 愛知県知多市、常滑市、半田市、武豊町、美浜町、南知多町 
 
主  催 アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン実行委員会 
     〔大会名誉会長 愛知県知事 大村秀章 （予定）〕 
      
参加定員 アイアンマン70.3：2,000名／組（個人：1,890名／リレー：110組) 
 
競技距離 アイアンマン70.3：スイム1.9km／バイク90.1km／ラン21.1km 
      
会  場 スタート、T1：知多市  
(コース) T2：南知多町  
     フィニッシュ：常滑市 
     競技説明、登録、パーティ：中部国際空港 
 
     （※コース詳細については、現在調整中につき発表いたしません） 
 
募  集 2月12日（木）正午開始予定 
     インターネットwebサイトのみで受付／クレジットカード決済 
 
参 加 費 アイアンマン：46,980円／リレー：65,880円／プレミアム：68,580円／VIP：108,000円 
     （全て税込み） 
 
参加資格 18歳以上の健康な男女 
     1年以内に健康診断を受け、異常のない者 
     過去5年以内に51.5km（S:1.5km、B:40km、R:10km）以上のトライアスロンを完走した者 
     公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）の2015年度登録者 
     海外居住者については、ワンデイライセンスでの参加も認める 
 
カテゴリ アイアンマン70.3には、エイジ（一般）、エリート、プレミアム、VIP、リレーを設ける 
      
スロット  2015年8月に実施される「アイアンマン70.3ワールドチャンピオンシップ(オーストリア)」の参加 
     資格を年齢別上位30名に付与する 
 
紹  介 これまでの、知多市、常滑市2市のコースから、知多半島6市町を舞台とする大規模なコース変更を 
     計画している。名古屋という大都市圏近郊である知多半島の特徴を活かした変化に富むコースとな 
     る予定。コースの一部に自動車専用道路「南知多道路」を組み込むなど、これまでない雄大なコー 
     スを目指し調整を進めている。今年の世界選手権のスロットを競うハイレベルなレースが期待され 
     る。 
 
※アイアンキッズ：6歳～12歳を対象とする「アイアンキッズ」を6月6日（土）に開催予定 
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■募集要項（案）

募集定員

参加費

参加条件

競技規則

カテゴリ 募集定員
参加費

（アーリーエントリー）
参加費

（レギュラーエントリー）
エントリー方法

エリート 20名 オンライン

エイジ（一般枠） 1,500名 43,500円（税別） 46,000円（税別） オンライン

エイジ（海外居住者枠） 200名
43,500円（税別）

+1,000円
46,000円（税別）

+1,000円

オンライン(英語版)
※日本国外に居住されている方に
限ります。(海外在住の日本人の方
もエントリーしていただけます。)

エイジ（開催地枠） 60名 43,500円（税別） 46,000円（税別）

オンライン
知多市・常滑市・半田市・武豊町・
美浜町・南知多町に在住、在勤ま
たは出身の方。
大会前日の選手登録時に、上記に
在住・在勤・出身が証明できる書面
をお持ちください。 

エイジ（プレミアム枠） 100名 63,500円（税別） 63,500円（税別） オンライン

エイジ(VIP枠) 10名 100,000円（税別） 100,000円（税別） オンライン

リレー(一般枠) 60組 61,000円（税別） 63,500円（税別） オンライン

リレー(開催地枠) 50組 61,000円（税別） 63,500円（税別）

オンライン
知多市・常滑市・半田市・武豊町・
美浜町・南知多町に在住、在勤ま
たは出身の方。
大会前日の選手登録時に、上記に
在住・在勤・出身が証明できる書面
をお持ちください。 

参加申込期間

世界選手権スロット

主　催

2015年2月12日(木)正午 ～2015年2月27日（金）16：59　アーリーエントリー
2015年2月27日(木)17：00 ～　レギュラーエントリー
※定員に達し次第、締切いたします

2015年8月にオーストリアで開催されるアイアンマン70.3世界選手権の参加資格が年齢別上位30名に付与されます。スロット数の配分
は、エリートならびに各エイジカテゴリの実際の大会参加人数に応じ、WTC(ワールドトライアスロンコーポレーション)の規定により分配
されます。

アイアンマン70.3 セントレア知多半島ジャパン実行委員会

 アイアンマンプロメンバーシップ
規定による

2,000名/組
追加募集の有無・時期・方法については、随時オフィシャルサイト上で発表いたします。

43,500円（税抜）
大会時の保険・アワードパーティ代を含みます。
参加カテゴリ、申込時期により一部異なります。

大会当日18歳以上の健康な男女で、1年以内に健康診断を受け異常のない者。
大会当日以前5年以内に総合距離51.5km以上のトライアスロン大会で1度以上完走した実績を持つこと。
※完走見込みとしてエントリーし、参加予定であった大会が中止となった場合や完走できなかった場合でも、例外なく救済措置はありま
せん。その場合でも参加費の返還はいたしません。

・大会前日の競技説明会に参加すること。（リレー選手も、各パート全ての方の参加が必須）
・JTU（公益社団法人日本トライアスロン連合）加盟競技団体の2015年度登録選手、以下のうちいずれかに当てはまること。
　1. 申込み時点でJTU会員（エントリー時に会員番号の入力が必須）
　2. 海外に住所がある方（海外居住者枠でのエントリー）は、エントリーの際、参加費と同時にJTU1日ライセンスカード1,000円を購入す
る
　　※リレーに参加の選手は、登録を推奨しますが必須ではありません

アイアンマン競技規則及びJTU(公益社団法人日本トライアスロン連合）の競技・運営規則、並びに大会ロ一カルルールを適用します。

●ウェットスーツ着用については、WTCのアイアンマン規則に基づき、決定しますhttp://ironman.com/faq/rulesfaq#axzz1DRvUQbJq
(2010.9月現在)
①水温24.5℃以下の場合、ウェットスーツ着用可
②水温28.8℃以上の場合、ウェットスーツ(セカンドスーツを含む)着用禁止
③水温24.5℃～28.8℃の間の場合、ウェットスーツ(セカンドスーツを含む)着用可だが、着用した場合は世界選手権の権利や表彰の対
象外となる
※③については、入水時、退水時など複数回にわたって判定を行う予定です。なお、判定方法は、決定次第お知らせします

●スタート方法：ウェーブスタート
●カットオフ：未定

参加申込

プレミアム枠の特典
・ アイアンキッズ1名分フリーエントリー
・ 競技説明会後にクルージングとウェルカムドリンクを提供します。
・ クルージング中の選手登録が行えます。
・ フィニッシュ後にNTPマリーナ内の部屋が「アイアンマンラウンジ」として使えます。

VIP枠の特典
上記「プレミアム枠の特典」に加え、以下が追加されます。

・ 競技説明会、バイクチェックインの時間を優遇します（レース当日の対応はできません。）。
・ アワードパーティではVIPテーブルにご案内します。
・ VIPカテゴリの表彰対象になります。

申込取消
2015年2月27日17時までにご連絡を頂いた場合：50％返金
2015年3月31日17時までにご連絡を頂いた場合：20％返金
2015年3月31日17時を過ぎてご連絡を頂いた場合：キャンセル不可となり返金しません

エントリー時に販売するグッズ（限定記念Tシャツ、フォトパック、アワードパーティチケット、ステッカー、カーマグネット）についても上記
の規定に基づき返金します。



■スケジュール（予定）

※スケジュールは変更となる場合があります。随時HP上にて更新いたします。

日程 時間 場所

調整中 中部国際空港セントレア　

調整中 中部国際空港セントレア　

調整中 中部国際空港セントレア　

調整中 中部国際空港セントレア　

10:00-10:50 中部国際空港セントレア　

11:00-11:50 中部国際空港セントレア　

13:00-13:50 中部国際空港セントレア　

14:00-14:50 中部国際空港セントレア　

15:00-15:50 中部国際空港セントレア　

10:50-17:00 中部国際空港セントレア　

12:00-18:00 トランジションエリア 

調整中 トランジションエリア 

調整中

調整中 中部国際空港セントレア　

調整中 中部国際空港セントレア　

調整中 中部国際空港セントレア　

※スケジュールは変更となる場合があります。随時HP上にて更新いたします。

2015年6月5日（金）

2015年6月6日（土）

2015年6月7日（日）

エキスポ

競技説明会 4

競技説明会 3

競技説明会 2　(英語)

競技説明会 1

バイクチェックイン

アワードパーティ・アイアンマンストア

内容

アイアンマンストア

エキスポ

アイアンマンストア

世界選手権スロット授与ミーティング

エキスポ

レーススタート

トランジションエリアオープン

選手登録

競技説明会 5


