
NEWS RELEASE（取材のご案内） 

２０１９年５月２９日 

報道関係者 各位 

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 

 （構成：愛知県、知多市、常滑市、半田市、中部国際空港株式会社、株式会社アスロニア） 

送信枚数:本紙含め ６枚 

『アイアンマン 70.3 セントレア知多半島ジャパン』 

第１０回記念大会、６月９日（日）開催！ 
【大会期間：６月７日（金）から９日（日）まで】 

知多半島で１０回目。１０回連続で出場する選手、１０回連続でご参加いただくボランティアスタッフほか、地域の皆様とと

もに歩んだトライアスロンの国際大会が、今年も６月９日(日)に愛知県知多市、常滑市、半田市を舞台に開催されます。 

大会概要ならびにご取材についてまとめましたので、お送りします。 

 

１．「アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン」について 

■開催日：２０１９年６月７日(金)～９日(日)※競技実施は９日（日） 

■開催場所：愛知県知多市、常滑市、半田市 

■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 

 （構成：愛知県、知多市、常滑市、半田市、中部国際空港株式会社、株式会社アスロニア） 

■出場者数：１,８８４名（うち海外国籍者２１０名） ※５月１４日時点 

■競技距離：スイム    １．９km（知多市新舞子マリンパーク） 

バイク   ９０．１km（知多市新舞子マリンパーク→半田市半田運動公園） 

ラン     ２１．１km （半田市半田運動公園→常滑市ＮＴＰマリーナりんくう） 

総距離 １１３．１km (７０．３マイル)   

＜「アイアンマン 70.3 セントレア知多半島ジャパン」の見どころ＞ 

①世界的メジャーシリーズである「アイアンマン 70.3」の国内唯一のレース 

※『海外』での認知度が年々向上。海外国籍者は昨年度とほぼ同割合で、全参加者の１１．１％。 

②沿岸部に広がる工業地帯、歴史ある市街地、内陸部の農業地帯、蒼い海と豊かな緑、多彩な環境を誇る知多半島が舞台 

※『地域』の皆様に支えられた大会。出場者人数に迫る約１，４００名がボランティアとして参加 

※出場者３３名、ボランティアスタッフ２５名が１０年連続で参加。 

③年齢別上位選手４０名には、「アイアンマン 70.3 ワールドチャンピオンシップ」の参加資格を付与 

 

２．ご取材について 

別紙１「取材申込書」を FAX でご返信いただき、当日は下記の「プレスブリーフィング」へご参加ください。 

   ■日 時： ６月９日（日）０５時００分 

■場 所： メディアス体育館ちた（愛知県知多市緑町５番地） 小会議室  

■内 容： 午前 5 時～午前 5 時 15 分 受付およびプレスパス等配布 

  午前 5 時 15 分～午前 6 時 プレスブリーフィング 

大会オフィシャルロゴマーク 

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、半田記者クラブ、 

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  午前 10 時～午後 6 時 

【大会期間中の報道関係者様お問い合わせ先】 

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 広報担当：知久
ち く

 TEL：090-5550-3112 

 



 

 

取材申込書 

２０１９年６月９日(日)開催  

「アイアンマン 70.3 セントレア知多半島ジャパン」 

  

 

 

貴社名  

取
材
代
表
者 

氏名  

携帯電話番号 
※当日の緊急連絡先 

 

PC メールアドレス 
※資料等送付先 

＠ 

取材予定 
※☑を記入 

□ 取材する 

㈱LIXIL 知多工場内の取材有無 

  □する   □しない 

常滑市立常滑中学校内の取材有無 

  □する   □しない 

□ ムービー撮影 

 

□ スチール撮影 

□ 関係する資料のみ希望 

取材中の移動手段 
※☑を記入 

□ 車   ・・・ 台数      台  
※駐車場に限りがあるため、乗り合わせにご協力願います 

□ その他 

参加者氏名 

 
※代表者以外の 

参加者全員のフルネーム 

 

 

 

 

 
計      名様 

 
 

 

＜プレスブリーフィング＞ 

ご取材いただく場合は、必ずプレスブリーフィングへご参加下さい。 

■日時： ６月９日（日）午前５時～受付、午前５時１５分～ブリーフィング 

■場所： メディアス体育館ちた（愛知県知多市緑町５番地） 小会議室 

 

＜注意事項＞ 

■荒天時の対応やプレスブリーフィングの時間、場所の変更等については、取材代表者に個別にご連絡します。 

 

漏れなくご記入の上、６月４日(火)までに FAX でご返信ください。 

➢FAX 返送番号：0569-44-1704（大会事務局） 
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運動 



 

＜注目選手情報＞ 

IRONMAN シリーズをはじめ、世界各国のトライアスロン大会で活躍する有力プロ選手が 2１名出場、ワールドクラスのハイレベルな戦いが

繰り広げられます。 

（男子） ・レースナンバー#13 Peter Jacobs (オーストラリア) 2012 年にアイアンマン世界選手権（コナ）で優勝。ヒーロー的な存在。 

・レースナンバー#1 Lindsey Lawry (オーストラリア) 昨年大会での優勝者。２年連続優勝となるのかが注目される。 

（女子） ・レースナンバー#22 Courtney Gilfillan (オーストラリア) 昨年より、総距離 51.5km のレースから転向し 70.3 で活躍中。 

 

＜スペシャルチーム情報＞ 

ダウン症の選手とその父親が、最終ウェーブでスタートし、チームでフィニッシュを目指します。スイムはロープで体をつなぎ、バイク

はタンデムバイクを使用、ランは伴走する特別ルールが適用されます。 

 

＜フィジカルチャレンジド＞ 

視覚障害の方とサポーター（パイロット）の２名での参加です。スペシャルチーム同様にタンデムバイクを使用します。 

 

＜競技・イベントのスケジュール＞ 

※スケジュール・場所は変更となる場合があります。随時 HP（https://ironman703.jp/）上にて更新します。 

 

日程 時間 内容 場所 

６月 

７日（金） 
13:00-17:00 エキスポ・アイアンマンストア 中部国際空港セントレア 4Ｆ イベントプラザ 

６月 

８日（土） 

9:00-17:00 エキスポ・アイアンマンストア 中部国際空港セントレア 4Ｆ イベントプラザ 

9:20-10:20 競技説明会 1 

中部国際空港セントレア 1Ｆ センターピアガーデン 

10:30-11:20 競技説明会 2 

11:30-12:20 競技説明会 3 

12:30-13:00 競技説明会 4（英語） 

13:00-13:20 競技説明会 5（プロ選手専用） 

13:30-14:20 競技説明会 6（中国語） 

14:30-15:20 競技説明会 7 

15:30-16:20 競技説明会 8 

10:00-17:00 アスリートチェックイン 中部国際空港セントレア 3F 特別待合室 A-1・2・3・4 

12:00-18:00 バイクチェックイン トランジションエリア（T1） 新舞子マリンパーク 

６月 

９日（日） 

5:30-7:30 トランジションエリアオープン トランジションエリア 1（T1） 新舞子マリンパーク 

7:30 レーススタート（ウェーブスタート） 新舞子マリンパーク 

11：26 トップ選手フィニッシュ（予想） ＮＴＰマリーナ りんくう 

9:00-19:00 エキスポ・アイアンマンストア 中部国際空港セントレア 4Ｆ イベントプラザ 

18:00-19:00 世界選手権スロット授与ミーティング 中部国際空港セントレア 3Ｆ 特別待合室 A-3・4 

18:30 アワードパーティ 開場 中部国際空港セントレア センターピアガーデン 1F  

19:00 アワードパーティ 開演 中部国際空港セントレア センターピアガーデン 1F 
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報道関係者各位 

「アイアンマン 70.3 セントレア知多半島ジャパン」ご取材に関する注意事項 

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 

1．注意事項 

 

（1） プレスパスの管理及び着用 

■ 当日は、プレスブリーフィング会場においてプレスパスを配布します。 

■ ご取材中は、当日配布するプレスパスを着用の上、自社腕章もしくは社員証を目立つ位置にご着用ください。 

なお、自社腕章等をお持ちでない方は、プレスパスの「PRESS」文字の下に社名をご記入ください。 

■ プレスパスの再発行は致しませんので、紛失等が無いよう各位の責任で管理してください。 

■ 取材終了後のプレスパスは、必ず広報担当までご返却ください。 

 

（2） 取材全般 

■ レースや応援を妨げる等、選手や一般の方への迷惑となるような取材はご遠慮ください。 

■ 選手および一般の方へのインタビューは、事前に同意を得た上で、取材者の責任の下で実施してください。 

■ 取材現場では、警備員または大会関係者の指示に従って行動してください。 

■ レース会場内のメディアテントに電源をご用意いたします。 

■ 撮影用の船は用意しておりません。 

■ 当日は交通規制により、7 時 30 分～18 時頃までコース周辺道路で車両の進入が不可となっている箇所があります 

 

交通規制については、以下の公式 HP のご案内を予めご確認ください。 

・ アイアンマン70.3公式HP「交通規制について」 https://ironman703.jp/course/pdf/2019kisei.pdf 

 

（3） 取材・撮影場所 

■ フィニッシュ地点のフィニッシュゲート正面に、プレス撮影エリアを設けます。 

■ フィニッシュ地点以外にプレス撮影エリアは設けません。各社の責任の下、コース脇の歩道など安全な場所でご撮影ください。 

■ 以下に該当する場合は、各社の責任の下、関係先へ個別に許可をお取りください。 

・ 私有地及び企業用地での撮影→地権者許可が必要 

・ 道路上に櫓などの固定物を組む場合 

→道路管理者（県や市）の占用許可および交通管理者（警察）の道路使用許可が必要 

■ 取材・撮影禁止場所（※第 3 項を参照）での取材・撮影はご遠慮ください。 

 

（4） コースでの取材・撮影 

■ 選手が通過するコース上に、取材・撮影等で立ち入ることは禁止されています 

※ 名鉄新舞子駅と新舞子マリンパークを結ぶ「ファインブリッジ」の南側歩道は９時 30 分頃からバイクコースとなります。 9

時以降は規制され立ち入りは出来ません 

※ ランコースの一部（美浜町県道 274 号線沿い、大谷工業団地等）で歩道がコースとなっている個所がありますので、特

にご注意ください 

■ コース上を車両（4 輪車、2 輪車等）や人が走行・並走して撮影することはご遠慮ください 

※ 必要な場合は、事前に交通管理者（警察）の道路使用許可を取得ください 

■ コースを横断しながら取材・撮影することはご遠慮ください 

※ 取材・撮影以外でコースを横断する場合は、選手や車両（誘導車等）に十分注意をしてください。 

■ ヘリコプター等によりスイム競技を取材・撮影される場合は、海上のコンディションに影響を及ぼす、あるいは近隣住 

民の方にご迷惑をおかけしないよう、飛行高度や経路について十分ご注意ください。 

※2010 年度の大会で、ライフセーバーのボードが風圧で飛ばされるなど、選手や関係者の生命を危険にさらす事態が発

生しています。 

■ ドローンを使用しての上空からの撮影はご遠慮願います。特にゴール付近は中部国際空港に近接しており、航空法による
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制限を受けますのでご留意ください。 

■ バイクコースの一部に、株式会社 LIXIL 知多工場があります。同工場構内での取材・撮影は、第 4 項をご参照ください。 

■ 常滑市立常滑中学校の校内にエイドステーションを設けます。同校内での取材・撮影は、第 5 項をご参照ください。 

■ 以下の 2 社については、コース上での取材・撮影を特別に許可しています。  

・ 大会公式記録映像／大会オフィシャルメディア（東海テレビ放送） 

・ 大会オフィシャルカメラマン（アスロニア） 

 

2．取材・撮影の出来ない場所、ご遠慮いただきたい場所について 

■「新舞子ファインブリッジ」 

 スタート地点及びトランジシンエリアとなっている新舞子マリンパークと名鉄新舞子駅を結ぶ「新舞子ファインブリッジ」の南側歩道は、

9 時 30 分頃からバイクの選手が走行します。北側歩道は、群集事故防止の観点から、人の滞留がないよう通行を促すなどの警

備体制が敷かれます。車道は、一般車両が通行します。取材・撮影はご遠慮ください。 

 

■「大野跨線橋」 

 バイクコース途上の大野町で名鉄常滑線を越える「大野跨線橋」については、東進車線をバイクコースとします。西進車線は一

般車両が通行します。選手はコーン内を走行します。橋上でもあり、余地がありませんので、取材、撮影はご遠慮ください。 

 

3．株式会社 LIXIL 知多工場内での取材・撮影について  

本大会では、株式会社 LIXIL の知多工場構内がバイクコースの一部となっています。 

本大会のメインスポンサーである同社のご協力により、知多工場構内についても、指定場所での取材撮影が可能です。構内を

バイクが疾走する魅力的なシーンを是非ご覧ください。ただし、レースに関係のない社屋や工場の取材・撮影はご遠慮ください。 

■ 取材申請について 

知多工場構内で取材・撮影を希望される場合は、別紙 1「取材申込書」により、事前にご申請ください。 

また、大会当日は知多工場正面入口の守衛所に立ち寄り、社名を伝えた上でご入場ください。 

 

4．常滑市立常滑中学校校内での取材・撮影について  

本大会では、常滑市立常滑中学校校内がエイドステーションとなります。教育施設でもあり、保安上の観点から取材・撮影を

希望される場合は、別紙 1「取材申込書」により、事前にご申請ください。 

また、大会当日は、周辺で雑踏警戒等にあたる警備員、学校関係者からお声がけすることがあります。 

 

5．プレス用の駐車場について   

以下の場所にプレス用の無料駐車場を用意します。 

②・③は「入庫許可証」が必要となりますので、別紙 1「取材申込書」により事前にご申請ください。 

「入庫許可証」は、事前申請に基づき、大会当日のプレスブリーフィングにおいて、詳細地図とともにお渡しします。 

③はコース上につき、選手の動きの状況により車両の出し入れに制限を設けていますので、時間に余裕をもってご移動いただき、

係員の指示に従っていただく旨ご留意下さい。 

取材場所 駐車場所 

プレスブリーフィング 【メディアス体育館ちた】 ① 体育館駐車場（駐車証なし） 

スタート 【新舞子マリンパーク】 ② 新舞子マリンパーク駐車場 （駐車証必要） 

トランジションエリア 2 【半田運動公園】 ③ 半田運動公園（駐車証必要／進入ルートに制限あり） 

フィニッシュ 【ＮＴＰマリーナりんくう】 ④ ボートレースとこなめ南駐車場（駐車証なし） 

以上  


