
性別 人数

男 211

女 28

年齢 人数

10代 1

20代 11

30代 52

40代 93

50代 63

60代 17

２０１９トライアスロン伊良湖大会　

選手アンケート集計結果一覧表

【回答者数　：　239名】

性　別

年　齢

男

88%

女

12%

性別

男 女

10代

0%

20代

5%

30代

22%

40代

39%

50代

27%

60代

7%

年齢

田原市内

7%

愛知県内(田原市以外)

52%

愛知県外

41%

住所

地　区 人数

田原市内 17

愛知県内(田原市以外) 122

愛知県外 97

住　所

（愛知県外の内訳）

県名 人数 県名 人数

岐阜県 7 大阪府 22

京都府 3 東京都 17

群馬県 1 奈良県 3

埼玉県 3 兵庫県 10

三重県 5 北海道 1

山梨県 1 和歌山県 3

滋賀県 3 中国上海 1

神奈川県 4 県名不明 2

静岡県 11 総計 97



№ 参加区分 人数

1 初めて参加 79

2 2～5回目 109

3 6～10回目 24

4 11回目以上 26

問1：本大会への参加回数

初めて参加

33%

2～5回目

46%

6～10回目

10%

11回目以上

11%

参加回数

問2：本大会をどんな媒体で知ったか

№ 知った媒体 人数

1 公式ホームページ 48

2 JTU(日本トライアスロン連合)の媒体(HP等) 15

3 口コミ 42

4 トライアスロン関係の雑誌 7

5 以前から知っている 109

6 その他 12

公式ホーム

ページ

21%

JTU(日本トライアスロン連

合)の媒体(HP等)

6%

口コミ

18%

トライアスロン関係の雑誌

3%

以前から知っている

47%

その他

5%

大会を知った媒体

(その他の内訳）

インターネットで検索 1

サークルで以前から参加していた 1

チームメイト 1

ボランティアをやって 1

家族が参加していた 1

過去参加者からの紹介 1

会社がスポンサー 1

会社がスポンサーのため 1

知人から 1

知人から紹介 1

友人から 1

有名な大会だから知っていました 1

(１１回以上の内訳）

回数 11回 12回 13回 14回 15回 17回

人数 3 6 2 1 3 2

回数 18回 20回 25回 26回 30回

人数 1 5 1 1 1



問4：本大会で改善するとよいところ

№ 改善すべきところ 人数

1 前夜祭 21

2 花火大会 5

3 スイムコース 10

4 バイクコース 50

5 ランコース 30

6 エイド 30

7 沿道の応援 2

8 ゴールの放送 9

9  物販ブース 21

10 選手Tシャツ 16

11 ゴールタオル 16

12 その他: 35
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(その他の内訳）

1
大会の運営。台風が迫る中、適切な対応を
随時とっていただいた。

8 家族や応援者への気づかい

2 ボランティアの応援 9 緊急時のサポート

3 トイレ 粗品 10 娘と同伴ゴールが出来て嬉しかった

4 ①開催のお知らせ②フィニッシュ後のエイド 11 ゴール後の食べ物

5 福江高校の皆さんの応援 12 エイドの氷水、スポンジ

6 全て 13 スタート時間

7 おいしいあさり汁! 14 景色



問4：本大会で改善するとよいところ

№ 改善すべきところ 人数

1 前夜祭 21

2 花火大会 5

3 スイムコース 10

4 バイクコース 50

5 ランコース 30

6 エイド 30

7 沿道の応援 2

8 ゴールの放送 9

9  物販ブース 21

10 選手Tシャツ 16

11 ゴールタオル 16
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(その他の内訳）

1 特にない 19 参加費

2 トランジションエリアについて。 20 前日受付と説明会会場が離れていること

3
もっともっと地元特産品や近隣の
観光スポットを紹介すればよい

21 説明会

4 駐車場 22 ゴール後の渋滞

5 フィニッシュ後のエイド 23 IDカード

6 受付時間 24 トイレの数

7 開催時期 25 トランジション

8 無し 26 前日受付

9 ゴール 27 スイムキャップ

10 更衣室が欲しい 28 開始時間

11 特に無いです。 29 開催時期

12 写真撮影の禁止理由 30 ゴールする関係者のテント

13 スイムコース、スイムキャップ 31 なし

14 お応援の人の誘導 32 受付id

15 レースナンバーはシールがいいですね。 33 バイクランの距離

16 スイムキャップの色 34 前日受付、ゴール後の配付物

17 バリアフリー化 35 写真販売

18 制限時間をあと30分延長してほしい

問5：本大会の魅力を感じるところ(５つまで選択）

№ 本大会の魅力 人数

1 コースの景色 184

2 沿道の応援 155

3 うねりのあるスイムコース 19

4 平坦なバイクコース 65

5 起伏に富んだランコース 96

6 アットホームな雰囲気 123

7 開催場所が近い 66

8 開催場所が遠い 1

9  開催時期 42

10 エイドの内容 51

11 選手配布物品 10

12 前夜祭 40

13 地元産品が手に入る 15

14 歴史ある大会 38

15 観光しながら参加できる 26

16  家族で楽しめる 43

17 その他: 18
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市内に宿泊

67%

市外に宿泊

5%

宿泊しなかった

28%

宿泊有無問6－1：前日は宿泊されましたか

№ 宿泊有無 人数

1 市内に宿泊 161

2 市外に宿泊 11

3 宿泊しなかった 67

問6－2：(問1でⅠ又は2と回答した方)どのような施設でしたか

№ 宿泊施設 人数

1 観光ホテル 66

2 ビジネスホテル 30

3 旅館 23

4 民宿 25

5 休暇村 13

6 友人宅 3

7 その他 11

(その他の内訳）

家族の家 1

会員制ホテル 1

妻の在所 1

実家 4

実家(現在は大阪在住) 1

車中泊 2

保養所 1

（その他の内訳）

1 JTUポイント対象である 10 地元で使えるクーポン

2 数少ないミドルの大会 11 あさり汁

3 数少ない愛知県開催 12 スタッフボランティアの対応

4 ランもバイクも景色最高です 13 おおアサリ、サザエ

5 チームメイトが沢山参加する 14 実家から近い

6 ゆっくり近くで見れる花火 15 ゴールのメロン食べ放題

7 なし 16 ホテルの目の前で行われる

8 知り合いがたくさん出る大会 17 愛知県内のミドル

9 福江高校の皆さんの頑張り 18 実家から近い



問6－3：(問1でⅠ又は2と回答した方)宿泊の予約はどのように取りましたか

№ 予約方法 人数

1 豊鉄観光サービスの宿泊あっ旋サービス 39

2 インターネットで予約 65

3 直接電話にて 56
豊鉄観光サービスの宿

泊あっ旋サービス

24%

インターネットで予約

41%

直接電話にて

35%

予約方法

問6－4：(問1でⅠ又は2と回答した方)宿泊人数はあなたを含め何名でしたか

№ 宿泊人数 人数

1 1名 65

2 2名 35

3 3名 20

4 4名 12

5 5〜9名 24

6 10名以上 11

(宿泊施設名）

区分 施設名 人数 区分 施設名 人数

1 ABホテル 4 11 伊良湖ビューホテル 22

2 ウィンドシティホテル 8 12 笠山荘 1

3 おかだ家 1 13 丸栄 3

4 ザグランリゾート伊良湖 5 14 休暇村伊良湖 4

5 シーサイド伊良湖 2 15 玉川旅館 3

6 すなば 8 16 黒潮 4

7 スマイル 1 17 田原シティホテル 6

8 たかのや 4 18 田原屋 9

9 ニュー東洋 2 19 龍宮之宿 9

10 伊良湖シーパーク&スパ 27 20 旅館ちどり 2

1名

39%

2名

21%

3名

12%

4名

7%

5〜9名

14%
10名以上

7%

宿泊人数



問7：練習のため、事前に田原市を訪れた回数は何回ですか

№ 練習に訪れた回数 人数

1 0回 164

2 1回 29

3 2回 10

4 3回 10

5 4回 6

6 ５回以上 9

0回

72%

1回

13%

2回

4%

3回

4%

4回

3%

５回以上

4%

練習に訪れた回数

問6－5：(問6－1で宿泊しなかった）を選ばれた方、理由はなんですか

№ 宿泊しない理由 人数

1 近くに住んでいるので 46

2 前日仕事等があったので 6

3 宿に魅力がないので 0

4 宿が高いから 2

5 その他 5

近くに住んでいるので

78%前日仕事等があったので

10%

宿に魅力がな

いので

0%

宿が高いから

3%

その他

9%

宿泊しない理由

(その他の内訳）

一人参加だったので車中で寝た 1

近くではないけど何とか行けたから 1

車中泊 1

宿のことがよくわからないため 1

台風の心配 1

(５回以上の内訳）

5回 1

6回 1

10回 3

20回 1

30回以上 2

地元 1



問8：今回立ち寄った観光地はどこですか

№ 立ち寄った観光地 人数

1 道の駅田原めっくんはうす 47

2 蔵王山展望台 6

3 メロン狩り 5

4 田原市博物館 3

5 田原まつり会館 0

6 道の駅あかばねロコステーション 25

7 どんぶり街道店舗 22

8 恋路ヶ浜 69

9 伊良湖岬灯台 28

10 道の駅伊良湖クリスタルポルト 157

11 サンテパルクたはら 16

12 シェルマよしご 0

13 太平洋ロングビーチ 12

14 その他: 13
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問9：本大会のふるさと納税枠について

№ ふるさと納税枠 人数

1 次回も利用したい(継続) 17

2 次回は利用したい 34

3 利用したくない 57

4 知らなかった 74

5 枠の定員を増やしてほしい 20

6 その他 12

（その他の内訳）

1 白谷海水浴場 8 バロック

2 メロン農園 9 ニュー渥美観光の売場

3
寺(御朱印)メロン直売所
ご当地メニューのお店

10 浜名湖

4 メロン販売所 11 地元の飲食店

5 浜名湖 12 満八屋

6 長栄 13 どこにも立ち寄ってない

7 伊良湖神社、長仙寺



問：3　本大会で良かったところ(具体的に）

☆スイム

・スイムがウェーブスタートで安心。

・スイムコース 海ですが恐怖感の無いコースで安心して泳げました。

・海が綺麗で、風も今回は強くなく良かった。

・海がとてもきれいで泳ぎやすかった。

・泳ぎやすく、わかりやすい。

・波が無くて泳ぎやすい

・スイムコースは、ブイがたくさんあったためコースが分かりやすくとても安全性が高く

　安心して泳ぎました。

☆ラン

・景観の良さ、走っていて気持ち良かった。

(その他の内訳）

よくわかりません 1

悪くないと思います 1

一度利用したことがある 1

金額しだい 1

制度が理解できなかった 1

知っていたが今のところ利用は考えていない 1

調べていないので良くわからない 1

田原市民なのでわからない 1

田原市民なので参加できるから 1

特に必要ない 1

不公平だから止めて欲しい 1

利用しなかった 1



・ランの給水は、冷たくて助かります。

・海を見ながらのランコース最高です。

・ランコースが海岸線の長い直進で大変気持ち良く走れた。

・ランコースでボラの高校生の皆さんが名前で応援してくれたのがうれしかった。

・ランはアップダウンが有り、足に負担が掛かったが、日影が適度に有り;良かったです。

　　また、5km先は暑かったけど、海の景色が最高でした。

・RUNコースの景色がとても好きです。

・起伏あり、面白い。

・平坦でない起伏のあるランコース。

・ランコースはとてもきついですが、走り甲斐がありました。

・ランコースの脇の草が気になった。刈って欲しかった。

・ランコース 坂はきついですが、眺めが良いところ。

☆バイク

・バイクコースは狭くなる箇所が多く危険である。なるべく対面走行をなくしてほしい。

　反対車線の選手が追い越しの際カラーコーンを超えて逆方向のコースにはみ出していた。危なかった。

・バイクコースもわかりやすく、走りやすい。

・今年のバイクコースはよく考えられていたと思います。ホテル脇でのUターンはコースを狭くしていたので

　追い抜きが物理的にできず安全にUターンができました。

・バイクラックに余裕がありトラジッションがスムーズだった。

☆エード

・エイドが充実していて、無事完走できました。ありがとうございます。

・エイドがたくさんあったため、『次のエイドまで頑張ろう』と奮い立たせることができました。

・エイドの内容が充実していた。

・ランのエイドステーションが充実していると感じました

・A.Sの氷水がありがたかったです

・エイドで冷えた氷水があった事。500mmのペットボトルを貰って走れた事。

　沿道で名前を呼ばれて、応援された事。

・エイドの冷たい飲み物がよい。冷たいオレンジがおいしかった。

・酷暑の中、エイドがマメにあって助かりました。

☆コース全体

・コース、ロケーション、エイドの配置、人員。全てのボランティアの方々等、春のセントレアの大会や

　千葉の99ttより全てにおいて良かったです。

・風光明媚な景色

・ロケーション

☆ゴール

・ゴールの放送:参加者全員のゼッケンを読み上げるのはすごいと思う。ほかの大会にはないです。

　是非続けてください!

・ゴール後の紙コップ1つ1つにメッセージを書いていてくれた

・選手、応援者ともに、楽しいゴール放送でした。

・ゴール直後エリアで沢山の飲食ブースがあり、ゴール後すぐに食べることがてきるようになっていて

　良かったです。

・ゴー後のシャワーブース、バケツでの水かけが、暑かったのでとても助かりました。



・ゴ-ル後のメロンが最高でした。

・ゴール後の無料のメロンとアサリの味噌汁

☆前夜祭・花火

・前夜祭は地元の人と一緒に楽しめて、大変よかった

・前夜祭と花火;もち投げ

・前夜祭の高校生の演奏と歌が良かったです!

・花火やら、うーみのオトコの歌、屋台などで飲んで食べて大騒ぎで、最後メロンもたくさん食べました。

　絶景ビュー露天風呂など、また来たいです

・花火が近くで見れてよい

☆Tシャツ・タオル

・シャツの生地が良くなった、これなら普段も使えそう!

・Tシャツのデザインは、もっと頑張ってもらいたいです。

・Tシャツのデザインが非常に良くなった。

・参加賞タオルはホワイトベースが多いため色付で良かったです。

・ロゴとTシャツがオシャレで、普段の練習のときも着たいと思える

☆応援

・沿道の応援:地元の学生さん？が名簿で名前を調べてくれて応援してくれました。;

　ゴールの放送:参加者全員のゼッケンを読み上げるのはすごいと思う。ほかの大会にはないです。

　是非続けてください!

・暑い中、バイクでもランでも、たくさんの方に応援してもらえて、力がわきました。高校生ボランティアの

　方々が名前を呼んで声かけしてくれたのが、とても嬉しかったです。

・全てのボランティアの方々等、春のセントレアの大会や千葉の99ttより全てにおいて良かったです。

・沿道からの声援で名前を呼んでもらえて嬉しかった。

・炎天下での高校生の応援、ひりひとりの名前を調べ声援を送ってくれるのは、他の大会にはなく、

　励みになりました。

・ボランティアの学生さん達の、エイドや道中の元気の良い声援にかなり励まされました。

　天気の影響で開催さえ不安でしたが無事全競技終えることが出来良かったです。

・沿道の応援が良かったです!

・ボランティアのみなさんの応援は力になります。

・沿道の声援も嬉しかったが、なによりエイドの学生さんたちのバックアップが嬉しかった

・沿道の応援(特に高校生)がありがたい。名前を呼んで頂けた。

・応援がいたるところで聞こえてきて良かった。高校生ボランティアスタッフが一生懸命サポートしてくれた

・沿道の声援も力になった。

・ランコースでボラの高校生の皆さんが名前で応援してくれたのがうれしかった。

・高校生のボランティアなど、地元の方々の暖かい声援がとても印象に残る大会でした。

　地元のお祭りなんですね。とても良いコラボレーションだと思いました。

・沿道のたくさんの応援や給水ポイントでの応援に元気をもらいとても力になりました。

・地元な方のサポート、応援が素晴らしいです

・エイド応援が嬉しかった!暑い中、学生の子たちが頑張ってくれてた

・沿道で名前を呼ばれて、応援された事。

・暑い中、元気良く応援をもらい力になった

・特に良かったのはランの時の学生達の応援。;名前を言って応援されると元気が出る。



・沿道で応援に来てくれた友達に会えて嬉しかった!

・ランは名前で応援してくれて、元気は出ました。;エイドの皆さんがとても優しかったです。

沿道の声援が、本当に嬉しくて、沢山の力を頂きました。それに、感謝です。

・地元の高校生のみんなの応援がとても嬉しいです。頑張る活力になります。ありがとう!!

　ゼッケン番号で調べて名前を呼んでくださったときには涙が出そうなくらいに嬉しいです!ホントに

　ありがとう!!

・何よりも、沿道やエイドのボランティアの方たちがあたたかくて、嬉しい。

　ランの坂道で辛いときに番号から名前を読んでもらえて、元気が出た。

・沿道の応援で高校生が名前を呼んでくれると元気がでる。

・エイド間の沿道でボランティアさんや学生さんが応援してくれて、励みになりました。

・いちばん嬉しいのは、沿道の応援です。大会関係の皆さん、エイドの方々、暑い中自分の役割だけで

　なく心から声援を送ってくださることに感謝感激しています。

・ボランティアの応援、とても嬉しいです。

・ランの時に、ゼッケンをエントリーリストで調べて、名前で応援してくれたのが嬉しかった。

・高校生の応援にいつも感動させられます。;また、ゼッケン番号から名前を調べて応援してくれるのも

　嬉しいです。;ただ、ボランティアの人達の負担にならない範囲で十分です。　

☆その他

トイレが多い メロンが美味しい

・①台風の影響が心配される中で、大変わかりやすい発表;②メッセージ入りの紙コップ、

　バケツで冷たい水をたくさん浴びれた事、冷えたメロン、冷えたお水

・応援マップや応援者用の案内表示などが充実

・すべてがすてきな思い出となるものばかりでした。地域の方の温かさが十二分に伝わる大会でした。

・救急車での搬送時に意識が戻ったので詳しくわかりませんが、倒れてしまった際、迅速に対応して

　いただき感謝しています。

・大会中の盛り上がりが良かった。

・特にいつも大会の放送を応援の家族が楽しみにしています❗

・毎年、トライアスロン仲間に会いに参加してます。今年も変わらずトライアスロンに取り組んでいる友達、

　沿道で応援に来てくれた友達に会えて嬉しかった!

・景観とボランティア活動とメロン

・盛り上げ側も応援側も選手も楽しめるイベントですね。

・ゴールの放送わかりにくい。

問：4　本大会で改善するとよいところ(具体的に）

☆スイム

・周回の度にバトルが発生して泳ぎずらかった。ウェーブは年齢でなく申告スイム順にするなど対策

　できるのでは

・安全性を高めるため、スタート前にライフガードから海の状態の説明があれば、

 　なおよかったです。

・Aタイプのトップ数名が第二ブイから最短でビーチに上がっていた。その後審判が右に行くよう指示して

　いた。徹底した方が良いと思う。

・スイム会場に向かうまで砂利の坂道を降りなければならず、足が痛かった。



・スイム競技前、待っている時間がとても暑く、日陰がなく辛かった。

・スイムコースが狭く、250人一斉、かつ5分差スタートだと500人が一緒に泳いでいるようなものので

　バトルが凄かった。もうすこしウェーブを分散させても良いのではないでしょうか。

・スイムのウェーブスタートですが、年齢別ではなく、過去のスイムタイムで分けるか、

　いっそのこと同時スタートのほうがマシに思えてしまいます。

・スイム会場に向かう砂利坂道は素足のため足裏が痛い。;受付会場側階段が使えるとこの件解消さ

　れると思います。

・スイムからトランジションエリアへの途中、マット端を踏んだ時に足に何か刺さった。

　軽傷だが痛みが少し残るので記しときます。

・Aタイプのスイム750m×3周は混雑し、バトルが続いた事

・スイムコースの2箇所の黄色い大きなブイをもう少し高さのあるヤツにすれば、目標物として見やすく、

　泳ぎやすくなると思います。

・迫力に欠けますが、選手の安全を考えて、スイムスタートは5人から10人ぐらい、10秒間隔の

　ローリングスタートを希望します。

☆ラン

・起伏が激しい。ラストはきつくて多くの人が歩いていた

・ランのエイドを左右に設置して欲しいです。

・Aタイプのランエイドを増やして欲しい

・ランコース、今年は、しんどかった…;でも、これが伊良湖の名物？？？

・海辺のフラットなコースを走ってみたい。アップダウンがきつくて楽しめない。(Bタイプ)

・起伏が多くきつく感じたので、より平坦なコースにできるのであれば改善を希望します。

・バイクコース&ランコースはもう少し街中を走れると一般市民の方々が見学や応援ができて尚いい

　大会になると思います。

・ランの10キロ折り返してからのエイドは距離が長かったのであと500mくらい近いといいですね。

・舗装が非常に悪い部分があり走りにくい。

・単純に平坦コースが良いです。

・もう少し登りが緩い方が良いです。

☆バイク

・バイクコースの途中で、アスファルトが荒れているところがありました

・周回する場所が狭く分かりづらい。もう少し広い所で分かりやすくして欲しい。

・バイクコースの舗装

・バイクコースは路面が荒く走りづらい所がある;エイドは水が冷えていない

・バイクコース、少し狭そうに感じた、

・バイクコースの路面が悪い

・バイクの周回のターンの場所がわかりづらいことと狭かったのは改善した方がいいと思いました。

・周回折り返しが分かりにくく、コーンの色を変えるなどで目立つようにしていただけると、またもう少し

　折り返し幅を広くしていただけると嬉しいです

・周回のUターンが怖いです。

・バイクは狭い所を周回するため、非常につまらなかったです。;追越禁止区間の表示適当で禁止終了

　場所がわかりません。;バイクの先導車はドラフティングの取り締まりもせず、落下物対応もしていま

　せんでした。

・折り返しが狭い



・バイクの折り返しが狭いと思いました。

・対面通行の周回コースは伊良湖の魅力を伝えていない

・合流とUターンのかさなる3斜線のところは、曲がれない選手がいてぶつかりそうになりました。

・バイクコース&ランコースはもう少し街中を走れると一般市民の方々が見学や応援ができて尚いい大会

　になると思います。

・可能ならばバイクコースにアップダウンがあったほうが良いかと思います。

・一周を長く;コース幅を広げる

・バイクコース距離65キロ？周回がわからなくなりサイコンとガーミン;確認するが5周で65キロしかなく

　たりないとおもい6周しました(笑);アイアンマンセントレアは距離が看板掲示されててわかりやすかった

・無理だとは思いますが、バイクの周回か減れば更に良いと思います。

・バイクコースが狭くて怖い。私は狭い場所で途中でチェーンが落ち、止まってしまったので、後ろから

　来る選手に迷惑をかけてしまいました。

・Uターンの幅が狭くて怖かった

・コース幅が狭い箇所を改善してほしい。

・バイクコースの折り返しが危険

・バイク周回を減らして欲しい;炭酸飲物が欲しい

・折り返しポイント

・対向のところはちょっとせまいのと、路面が荒れてるところが少々。

・バイク、ランともにGPSやサイコンだと距離が短かったようです。距離表示と実際の距離が合っていれ

　ば良かったと思います。こちらの計測が間違っていたらすみません。

・バイクの一周の距離を20キロに伸ばして、周回の回数を減らし、かつ距離を80キロにしてほしい

・バイクコースは、山を取り入れて、アップダウンがあるコースにすれば、もっと人気の大会になると思う。

・良い大会だと思います。バイクコース、平坦路5周回は、面白みに欠けるので、アップダウンが欲しい

　です。

・路面が悪くてパンクしそうな箇所がある

・周回がやりにくい、とくにホテル前

☆エード

・AS.8とAS.9が離れすぎていて、熱中症になりかねない。

・フィニッシュラッシュ後、メロン待ちで行列ができており、給水にも大勢並んでいるように見えました。

　暑かったので、フィニッシュ後の給水はすぐできるように改善されると良いと思います。

・エイドでのドリンク; スポンサーの関係もあるが、毎年炎天下の高い大会においては、バームよりも

　ミネラル系を含んだスポーツドリンクが良いと考えます。(熱中症対策)

・給水所があと1～2か所欲しい。

・バイクのAS.8とAS.9の間隔ももう少し短くしてほしいです。;ほかのAS.間隔よりも遠いため。;熱中症に

　なりそうでした。

・エイドの間隔が遠い所がある。;フィニッシュ後の飲食物の量種類が足りない。

・AS8とAS9との間の間隔を短くしてほしい。

・バイクのエイドが一箇所なのは少な過ぎます。

・ゴール後のおにぎりはせめて2個はほしかった。;ゴール後の配布物の行列はあり得ない…。;

　協会の方の言い方がきつく気分が悪くなった。

・Aタイプの5〜15キロ区間のエイドの距離を一定にしてほしい。;すごく短かったり、すごく長かったり、

　バラバラに感じました。



・飲食の種類をもう少し増やしてくれたらうれしい。;例えば飲み物は(特に最後あたりで)コーラとか

　食べ物はおにぎりとか。

・ゴール後の水～メロンの配布が1列に連なり、渋滞になってた点が気になった。

・エイドにコーラを置いて欲しい

・ランのエイドですが、設置の距離にバラつきを感じました。

・今回は非常に暑かったこともありAタイプのランで、5km～10km～折り返しの15kmの区間で日差しを

　遮るものがなかったので、エイドをもう少し増やして欲しいです。

・RUNコースのエイト゛をもう3ヶ所ほど増やしてほしい。;それと毎年とても暑く喉が乾くので水だけでも

　ヘ゜ットホ゛トルでほしい。

・オレンジと思って食べたらレモンだった!オレンジ色なのにレモンとはびっくりでした。レモンが苦手

　なのでオレンジがあって良かったと思ったのでレモンと表示しておいてほしかったです。

・エイドの距離間隔が均一でない。5kmから10kmの間の直射日光を考慮してその間のエイドを増やし

　てほしい。

・エイドに氷と塩があれば、ありがたいです。

・エイドの数を増やしてほしいです

・ゴール後の配付物 ペットボトルの水やバナナ・おにぎり等の軽食が欲しかったです。

・イクエイドも寄る選手が少なく心が痛みました。

☆Tシャツ・タオル

・タオルでしたら、もうひと回り小さい方が嬉しいかも。

・字体が目立他ない感じがします。

・;参加Tシャツの色を変えてもいいかもです!

・レースナンバー毎に毎年同じなので水色ばかり何枚も持っている。ピンクとか他の色も欲しい。

・できれば、ゴールした時に「FINISHER」のTシャツがほしいです。

・スイムキャップをメッシュにしてほしい。

・昨年はネイビー。今年はブラック。できれば鮮やかな色が良いです。;以前のピンクやオレンジなんか

　最高!に好き♥

・スイムキャップが毎年同じ色なのでローテーションで色を変えて欲しいです

・Tシャツ→デザインが今ひとつ。ごめんなさいね。;去年はまだ良かった。;タオル→ゴール以外に使わ

　ないので;普段使えるもう少し小さいサイズのものが良い;生地の品質ももう少し良いと嬉しい

・もう少し色があってもいいかな。

・タオルの費用を少し質のいいTシャツにするか、商品券を増額するかしてほしい。

☆コース全体

・直線が長い、最近の流れはテクニカルにコーナーを増やしている大会が多い。

・道路の舗装が悪い。

・フラットなコースだとより楽しめると思う

・すれ違い部分などコースが少し狭い。

・一部道路の路面が粗く、振動で、疲れました。;山谷があっても面白いかと思います。

・ゴール前の直線距離が短くなったのが残念です

☆前夜祭・物販ブース

・物販ブース:もう少しだけ規模が大きくても良いかなと思いました。

・個人的に欲しいものが無かった。

・地元特産品やトライアスロンのグッズの店があれば嬉しかったです。また、体をケアする



　ブースがもう少しあれば

・前夜祭はヤクルトだけでは物足りない。

・前夜祭はカーボパーティをするなど、選手ファーストの祭りにして欲しい。

・前夜祭では大会前夜なのでお米などの炭水化物が摂れるようなもっと選手ファーストな食べ物を提供

　して欲しい。うどん、きしめん、天むすなど

・競技説明会のあとに前夜祭までの時間が空いてしまい、宿の夕飯の時間とかぶってしまうので、

　なかなか参加できない。開会式だけでももう少し早い時間にやるといいと思います。

・前夜祭を19時～とかにして、宿で食事の後からでも参加できるようにしてほしい。ホテルのバイキング

　が、17:30からと19:30からの2択では中途半端な参加しかできない。

・選手はお土産も買って帰るので、もう少し産地的な物があると助かります。

・美味しそうな物があるのに、宿の食事を考えるとあの時間には食べられない。

・Aタイプはだけでも補給食を置いてほしい。

・もっといろんなもの買えると楽しいです。

・離れたところに宿をとることとなったため、ゆっくり参加できませんでした。でも、仕方ないと思います。

・早く終わって翌日にそなえたい。

・前夜祭の抽選会、せっかく当選してもその場所にいないため、商品は翌日の受取となってしまう。

　前夜祭に参加している選手に当たるような方法(例えば、選手にチケットを配るとか)を検討してほしい。

・伊良湖のテーマソング(伊良湖の風になれ？)をもっと聞かせて欲しいです

・前夜祭の物販ブースは、晩御飯をそこで済ませようとしていたので、もう少しお腹にたまるものが

　欲しかったです。

☆前日受付

・トランジションバックにウエットスーツを入れるならもう少しトランジションバックを大きくして欲しい。

　トランジションバック以外のリュックを持ち込んでいる人が結構いたので良いのか駄目なのか統一して

　欲しい。

・前日受付をもう少し遅くまでやって頂けるとありがたいです。

・受付・車検会場と説明会会場が離れているのでとても不便。同じ会場でやっていただければよりよい

　と思います。

・前日受付の時間帯をもう少し長く取って欲しい

・前日の説明会の会場が暑いので、もう少し涼しい場所にして貰えると助かります。

・首から下げる受付idが不便なことと必要性がわからない。

☆その他

・特にない

・競争心を促すためにアナウンスで追い越したとか、追い越されたと言うてると思いますがスタート時間

　も違うし言われたら抜かさないといけないという力が入りタイムに影響する選手もいるのではないかな

　と思います。

・駐車場が少ない

・もう少し涼しい時期が良い。10月ころ

・無し

・バイクコースの応援用にテントが2個くらいあるといい。;日陰がなく、暑くてえらかった。

　;ゴール後にも日陰がなく、選手がやすめる場所がない。

・前日の準備等で参加が困難な為。

・特になし



・家族がゴールシーンを携帯電話で撮影したら、凄い威圧的に怒られました。皆さんの邪魔になるところ

　での撮影ならまだしも、ゴールエリア外からの撮影にもかかわらずデータまで消してくださいと言われ

　ました。

・トランジットの関係で応援の家族がSWIM-BIKE-RUNと動きにくい。とても大回りしたとのこと。

　選手は家族などの応援も大切なのでコースと同じくらい気を配ってほしい。

・迷子になりかけた。

・今回、子供を連れての参加でしたが、;ベビーカーでの会場内の移動が非常に不便だったと妻から

　聞いております。;次回の大会では改善して頂けると幸いです。

・ゼッケン番号だけでゴールと言うのはやめてほしい。ゼッケン番号だけでは誰もわからないと思う。

　是非名前を言ってほしい。昔は名前を言っていたんだが。

・売れてなくてもいいのでお笑い芸人など呼んでみてはどうでしょうか。

・特にありません。

・もう少し安いとありがたいです

・特にないです

・応援者のテントがあるといいと思う。

・説明会でメディカルの説明がありませんでした。熱中症の危険が高い状況でしたので、注意喚起は

　必須かと思います。

・スムーズな運営でデュアスロンになる対応等もしっかりしていると思っています

・同伴ゴールがトライアスロン無知の嫁や子供にも分かりやすいといいです。

・ランの応援テントとエイドのテントが遠くから判り難かった。

・IDカードは首にかけると鬱陶しいし、必要なときに忘れやすい。;リストバンドが望ましい。

・ホテルのトイレを借りたが、他の大会に比べ、簡易トイレが少なすぎる

・2015年から今の感じで飽きた💦;以前はチェルシーとか来たのに💦

・トライアスロンに必要な物の便利アイテムをもう少し紹介して欲しいです。

・いろいろあって難しいとは思いますが、前日エントリーもしていますし、あと1時間でもスタートが早く

できるとありがたいな、と思います。

・かっこわるい。

・まだ暑いので、開催時期を9月末くらいにしたらどうか

・ボランティアの方の応援は力になります。;中学生？高校生？の応援はさらに力になります。;

　名前を呼んで応援してくれるのがよい。

・私は家族でゴールできましたが、家族から聞いた話だと、関係者テントの前に団体で陣取って参加

　している家族が見つけられずに、やむなくゴールした方がいたそうです。

・駐車場のキャパが少なく思いました。 

・ティッシュを置いてほしいです

問：10　大会全体の要望・意見

☆スイム

・スイム第2スタート時、先行スタート組がバラけていない為、蛇行して泳ぐことなり先行上位組とのタイム

　差が生じる。改善策として自己記録タイム申請、または第1と第2を選択性にしてはどうか？

・水泳時に足首をツカム人がいる。マナーが悪い、

・スイムにて15～20名単位くらいの細かなウェーブスタート。



・Bグループのスタート時間がもう少し早くならないか!!

☆バイク

・Aタイプの海岸線沿いの区間は日陰もないのでエイドが足りないと感じた;バイクのマナーが悪い人が

目立った、マーシャルがいない所でドラフティングをしてる人を多数見たのできちんと取り締まってほしい

・Aタイプの3種目のバランスが悪い。;バイクをあと20km増やしハーフタイプにしたらどうか？

・バイクコースのエイドステーションでの手間がかかる。

・バイクコースが対面通行で幅が狭く、ドラフティングが酷かった。3周回北に向かっていく時にずっと

　ドラフティングされた。同じゼッケン№で、1人は愛知県の女性の強化指定選手でした。あれは酷い。

・バイクコースがフラットなので、出来ればアップダウンが有ればと。

・バイクで追い越し場面でも平気で追い越され、カーブの所だけでなく途中にも審判が居てくれると

　安心してレースができそう。;関係者の皆様、沢山のサポートを有難うございました

・バイクコースの舗装が悪い、ガタガタのところがある。;管轄外で難しいかもしれませんが、そこが直れ

　ば嬉しいです。

・バイクコースの改善(アップダウン有り)をぜひ検討いただきたい。もっと人気ある大会になると思う。

・バイクコースの管理が十分でないため、改善すべきです。

☆ラン

・ランコースのエイドステーションが近い所と遠い所があったような気がします  ;ミドルからロングの大会

　にステップアップできるかと思います;期待しております

・ランのエイドでもメロンの用意をお願いしたいです。

・ランの海岸沿いのコースは地元室蘭の海岸線によく似ていました。

・Aタイプのランコースの折り返し1km前にエイド変更と海岸コースにもう一ヶ所エイド増を希望します。

・エイドのペットボトルやスポンジをランコースの途中で放棄する選手が目立った。海を舞台に競技をする

　トライアスリートが海の汚染につながる行為を無意識にしているのは問題であり、地元住民にも申し訳

　ない。

・ランのエイドが一箇所長すぎる場所があるので改善してほしい

・もう少し平坦なランコースにして欲しい。

・ランのラスト2kmでエイドがほしかった。

☆ゴール・ゴール会場

・ゴール後の水分補給が時間がかかってながかった。

・ゴール、応援席から遠く、見ずらい。

・選手への配布物が以前よりも減っている気がする。また、ゴール後のドリンクなどもゴールの遅い選手

　には水しかなかった。ペットボトルを1人1本渡すなどすれば、前選手に行き渡るのではないでしょうか？

・メロンとてもおいしかった。ゴール付近に日陰をもっとつくってほしい

☆ボラ・応援

・沿道で応援してくれるボランティアの声が励みになりました!

・ボランティアの人達が素晴らしかった。

・雰囲気も演出も華やかで選手に対して各所手厚く ボランティアさんも笑顔で気持ちが良い大会。

　この先もずっと続きますように…

・スタッフ、ボランティアの方々ありがとうございました。

・沿道の応援にかなり助けられました。これからの大会もよろしくお願いします。

・素晴らしい大会でした。スタッフさんたちの熱意が伝わり、12ヶ月に楽しめました。ありがとうございます。

・伊良湖最高です!;ボランティア関係者の皆様ありがとうございます🎵;来年もせひ参加させてください!



・一族で近畿から恒例の旅行を兼ねてたのしんでます。ぜひ継続して下さい。;沿道の応援、スタッフの

　皆さん、特に学生のスタッフと引率の方々、感謝いたします。;ゆっくり休んで下さい。

・大会関係者の皆様そしてボランティアの皆様本当にありがとうございました。

・協会委員の方が多く地元の方のボランティアが少なくなっている様な気がしました。

　お祭り的な大会だったのに…。

・大会スタッフの方や地域の方の声援がとても多く、力になりました。台風の影響がある中でも大会を

　開催して下さった方たちに感謝致します。来年も是非とも参加したいです。有難うございました。

・炎天下の中、一日大声で応援してくれた地元の子供たちと、町の人たちに感謝いたします。

・エイドの紙コップにメッセージが書かれており、感激しました!;地元の高校生の熱い応援、ありがとう

　ございました。;来年も皆様に会えることを楽しみにしています。

・エイドでのかけ水が冷えていたので本当に助かりました;応援してくれるボランティアの方々に感謝です

・開催準備などいろいろ大変なことも多いと思いますが、とても好きな大会なので、ぜひこれからも続け

　ていってください。暑い中元気に応援してくださって、とっても楽しい時間を過ごすことができました。

・思い出となるとても素晴らしい大会でした。ボランティアやスタッフの方々、誠にありがとうございました。

　翌年度以降も継続して開催頂きたいです。

・今年は例年以上にボランティアの方が名前を呼んで声がけしてくれて非常にテンションが上がりました。

　下の名前を呼ばれたときはアドレナリンが大放出でした。

・事務局の方、ボランティアの学生さん、地域の方のご協力により;楽しむことが出来ました。

　心より感謝しております。;誠にありがとうございました。また、次回。

・ボランティアのこたちに名前で応援してもらえ、とてもはげみになりました。あついなかありがとうござい

　ました。

☆抽選

・なかなか抽選に選ばれない。枠を増やして欲しい。;三年越しに選ばれた。

・キャパ等の問題があると思いますが、仲間数名が抽選(初回)に受からなかったのでもう少し参加枠

　があればと思いました。

・すごくいい大会なので、来年もぜひ参加したい。;抽選なので、増員するか、もしくは先着にしてほしい。

・大会申し込みが抽選なので、友達と一緒に申し込みしても全員当たらない事がある。;例えば3名以上

　の団体申し込みが可能だとか、そういった団体枠もあって良いのかなと思う。

・また来年も抽選当ててください♪

・来年も走れる様に、抽選が当たる事を神様に願って居ります。

・地元枠、スポンサー枠選手が多すぎ。本当に強い選手が当選しない。だから入賞選手が、ほぼ地元枠、

　スポンサー枠選手です。海外を含む全国の選手が当選できるように、地元枠、スポンサー枠は止める

　べき。

・何とか100でも、200でも出場枠を増やして欲しい;同じクラブの人で出たいのに漏れた人が多かった;

　出れたのは半分もいなかった

・70歳までは参加したいのでふるさと納税はありがたいです。

・来年も申し込みます!当選に外れると悲しいのでもう少し枠を増やしてもしいです・・・。

☆前日受付・協議説明会

・説明会の会場が狭くて熱気がたちこめる中で聞くのは集中して説明を聞けない。

・大会前日の受付日に来られない時の救済措置を設けてほしい。

・前日の受付・車検と説明会の会場を同じにして頂ければよりよい大会になると思います。

　来年も是非参加を検討したいです。



・選手登録の時間がもう少し長いと助かる、

・初めて参加したが、遠方者にとって受付会場と競技説明会場などが判り難かった

・遠方から参加の為、前泊はしますが当日受付可能にして貰えると助かります。

・遠方参加なので前日受付の時間をもう少し長くしてほしい。

・選手受付と説明会は同じところにしてほしい。時間の無駄だと思う、少しでも観光や食事

　の時間に充てたい。

・駐車場は多くて助かります。;説明会、受付など、バイクで行く人のためのバイクラックをもう少し増や

　してほしい。

・前日受付が15時までと短い。朝まで仕事をしているので、そこから準備して移動すると毎年ギリギリ

　になってしまう。17時くらいまでやってもらえたら余裕を持って移動できる。

☆前夜祭・花火

・今回は台風の接近で1人で参加しましたが、家族で楽しめる大会だと思います。前夜祭と花火があると

　子供たちも喜ぶし、帰りにはメロン狩りも楽しめます。;また来年も是非出たいと思う大会でした。

・有名人ゲストを招く

・花火など、同行した家族が楽しめるイベントがもっと増えると嬉しい

・前夜祭の食事の充実と食事ができる店を紹介して欲しい。炭水化物メインで

・ボランティアさんがとても感じよく、花火やら屋台の前夜祭も楽しく、全体的にとても楽しかったです!

　エイドにもメロンがあると嬉しいかもです!

・前夜祭にかこつけて地元の連中がただ騒いで盛り上がりたいだけにしかみえない。

　以前のような選手とその関係者のみの前夜祭とカーボパーティー形式が懐かしい。是非戻していた

　だきたい。

・花火と前夜祭で、家族とも楽しめました

・前夜祭の食事の充実と食事ができる店を紹介して欲しい。炭水化物メインで

・今年は宿の夕飯を早めに済ませて前夜祭に参加しましたが、地元の方がたくさん参加されていて、

　楽しかったです。

☆IDカード・選手関係

・idカードは手首に巻くものでお願いします。

・首から下げるIDカードを、手首につけるリストバンドにしてほしい。受付時に本人確認し、リストバンド

　を装着すればよい。首からかけるのは忘れがちです。ID証明は体と一体化させるべきではないで

　しょうか？

・完走証の発行はやめないでほしい(デジタルデータでの提供なんて頑張った甲斐がない);

　スマートフォンでの位置確認サービス(ICタグを着けてるので可能だと思います)

・IDカードですが、手首に巻くバンドの方が、選手は常に身に着けているので、そちらの方が良いかと

　思いました

・応援・一言メッセージに関してなのですが、記載したものを張り出す場所(パネル)を作ってはどうでしょ

うか？想いを込めて書いていると思うので。IDカードで確認後持ち帰り可能などにすれば廃棄も減ります

☆要望・その他

・昔のように、景品いっぱい希望!

・もう少し制限時間を伸ばしてほしい。;会場のBGMの選択が今一つでした。スタート時、フィニッシュ時は

　もっと、ぐぐっと心に響くものがほしいですね。

・開催時期を少し遅らせないか？;理由は、暑さによる熱中症対策です

・大好きな大会です;毎年出たいです;できればエイドにコーラを置いていただけると嬉しいです



・もっと物販の充実と観客も楽しめる観覧場所があるといいかと思います。

・このアンケートの文字数制限を増やすべきです。文字数が少なすぎて問題点を書ききれません。

・ずっと続けて欲しい❗

・ゴールシーンを写真撮影させてください。SNSにもアップしたいし、家族にもすぐにみせてあげたいです。

　販売目的で禁止なら、写真代は参加費に組み込んで、全選手に完走証と一緒に送ればいいと思います。

・今回3回目の参加ですが、とても良い大会だと思います。運営準備たいへんだと思いますが、

　これからも続けて頂きたいです。;よろしくお願いいたします。

・ずっと継続してほしい

・エイドにパンなどの固形物があれば尚良かったかと思いました。

・駐車場不足。慣れないと導線がよくわからない。案内板等 表示が必要と思われる。

・完走証明書みたいな物を発行して欲しい

・ロング200キロ大会にして欲しい

・今のままで続けて欲しいです。

・Twitterによる情報配信

・記録速報があればいい。;年代別表彰もあればいい(時間短縮しながら)

・今回は非常に暑い大会だったので、もう少し開始時間を早めてほしいです。Aタイプは7時スタート

　でも良いと思います。

・Bタイプもポイントランキング対象レースになってほしい。

・毎年来るたびにまた来たい!と思える素敵なレースです。前夜祭からレース後まで全てが最高です。

　ぜひ伊良湖トラを続けてくださいね!

・一番好きな大会。ずっと続いて欲しい

・来年も応募して、レースに臨みたい。

・大会運営は大変だと思いますが、続けてほしい。

・応援者の意見「ゴールの写真を撮りたかったが、観客止めのゲートがゴールから離れていて、人も

　ごった返していて写真どころかゴールするところもしっかりと見えなかった」とのこと。改善していただ

　ければと思います。

・長く継続して開催していただきたいです。

・とても良い大会なので、継続してほしい。

・いつまでも続けてください。

・今後も長く続けていってください。

・来年もまた来たいです。・

・写真販売について、支払い後データをダウンロードしてほしい。CDRで郵送される意味がない。

　また高額すぎます。SNS等で簡単にアップロードできるようになると伊良湖の活性化にもつながり

　やすいと思います

・もっと要望があるのに文字数制限することで全てかけない

・参加登録をして出ない人が多く参加できなかった人に何とか出してあげる方法を考えてください。

・来年も当選したら出場したいです。

☆感想・その他

・手元の時計と距離に1km弱の誤差があるので、実質距離は短いかもしれません。

・素晴らしい大会です。;毎年家族で楽しみにしています。;ありがとうございました!

・Aタイプの距離が魅力です。今後も続けて下さい。

・運営がスムーズでよく考えられている大会だと思います



・台風接近のなか、難しい判断だったと思いますが、開催されてよかったです。スタッフの方々本当に

　ありがとうございます。;ランコースは自分の未熟さ痛感しました。

・運営については満足してます。長く続けられるように頑張って下さい。

・非常に満足できました。来年もぜひ参加させていただきたいです。

・今後も地元の方も一緒に盛り上がる大会を続けて欲しい

・他の大会に比べると参加費が高いと思います。

・初参加でしたが、楽しく参加できました。

・ビューホテル最悪。;古い、部屋が臭い、5:00の朝食しょぼ過ぎ。;ミドルなら朝のカロリー摂取大事

　やのに何も分かってない。;来年は自分で予約します。

・全体的に楽しい大会です;ありがとうございました

・どらふてい

・初めて参加したのですが、伊良湖大会のファンが多い理由がわかった気がします。

　これからも続けていただきたいです。本当にありがとうございました。

・何時までも楽しい大会を継続してください

・初めての参加でしたが、楽しめました。;また次回に向け励みたいと思います。

・アサリの味噌汁は、具沢山でとてもおいしいです。

・今後もよろしくお願い致します🥺

・ありがとうございました!

・トライアスロンシーズンを終了するかのごとくお祭り的な雰囲気があって素敵な大会であると思います。

　福江高校の生徒が学校行事で隠し事で頑張る姿も感心します。

・素晴らしい大会でした。スタッフの皆様、ボランティアの皆様、その他関係者の方々に厚く御礼申し

　上げます。私の自宅からは遠いものの、また是非参加させていただきたいと思います。

　本当にありがとうございました。

・台風の影響で開催が危うい状態でした。伊良湖まで行って中止も覚悟をしていましたが、3日前から

　検討して頂き開催という判断。こまめにホームページでのお知らせ。ありがたかったです。

　ありがとうございました。

・台風に伴う大会開催に関してHPへの都度情報更新をありがとうございました。;ゴール後のメロンが

　とても美味しかったです。

・特になし。

・問11ですが、私は住所は奈良ですが、京都トライアスロンクラブに所属しています。

　県を選択するとクラブ名が消えてしまいました。

・毎年大勢の仲間と参加させていただいています。今年は落選でしたが、仲間の応援や前夜祭など、

　2日間しっかり楽しませてもらいました。応援だけで来てくれる仲間も増えていてみんなで楽しめる

　良い大会だと思います。

・来年も是非、参加したい大会です。

・これからも続けていける大会であることを願っています。いろいろとお世話になり、そして盛り上げて

　いただき、ありがとうございました。

・今回、熱中症になってしまい大会スタッフの方、選手の方に大変お世話になりました。;病院にて点滴

　をしてもらい体調も回復しております。

・北海道から1人で参加しました。歴史のある大会に感動しました。

・参加費がこれ以上あがらないようにしていただけるとありがたいです。

・初参加でしたが全体的に良かったと思います



・一番気に入っている大会なんで特にないです。

・参加させて頂きありがとうございました

・東京からはちょっと遠いのですが、自転車を配送し、新幹線・豊鉄・バスと乗り継いで参加。

　今回2回目です。ランが厳しいですが安心して参加できる良い大会だと思います。来年は友人をもう

　一人誘って参加したい。

・エイドの内容が良かった。皆んなトライアスロンの大会をよく知っていて応援されアットホームな感じ

　かした。次回は、観光も楽しみたい。

・とても楽しく完走できることができました。;ありがとうございました。

・また、来年の参加させていただきたいです。

・来年も可能でしたら参加したいです。;ありがとうございました。

・9月の第1日曜日に開催した方が、若干でも台風の影響を受ける確率が低いのではないかと思う。

・厳しくも、遣り甲斐のある大会で、達成感がありました。どうもありがとうございました。

・給水が水orスポーツドリンクのみなので、何か所かにお茶や炭酸ドリンクがあると嬉しいです。

・大会関係者やボランティアの方、お世話になりました。19年前のデビューレースであり、昨年は落選

　したが毎年参加させて貰ってます。今後も末永い大会開催と来年も参加出来る事を祈り、また1年

　練習に励みます。

・初めて参加しましたが本当に家族で楽しめる良い大会だと思います。当日までの準備、そして当日の

　運営と本当に大変だと思いますが続けていただけたらこちらも選手として体が動く限り参加したいと

　思います。

・歴史のある良い大会ですし、実家のある三重県からフェリーで渡って到着という旅行気分を味わえる

　ところが良いです。

・競技中は自身との戦いであるという思いが強いですが、この大会は沿道の応援が本当に力に変わっ

　ていくのを実感できて、参加できることに喜びを感じます。


