
回答数 割合

325 60.5%

122 22.7%

98 18.2%

伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

　① スプリント・ディスタンスでも出場したい。

　② 競技内容変更になったのであれば、キャンセルをしたいので、一部返金の対応を取ってほしい。

【問１】競技内容変更に伴った選手皆様のお気持ちをお聞かせください。

対象者

アンケート調査期間

Googleフォームを活用し、WEBアンケートを実施

５４５名（対象者の６９％が回答）

７８５名（一般選手）

６月７日（月）〜６月１１日（金）

集計方法

回答数

　③ その他

60.5%
22.7%

18.2%

【問１】競技内容変更に伴った選手皆様のお気持ちをお聞かせください。



伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

【問１の「その他（自由記入欄）」の回答①】

【類似回答：開催延期希望　17件】「遠方からの参戦に伴い、スプリントレースでは、物足りない！大会延期を希望！」等

【類似回答：スタンダードでの開催希望　16件】「「オリンピックディスタンスで出場したい！」等

【類似回答：来年大会の出場権利希望　10件】「今年の開催は見送り、来年の出場権をいただきたい」等、

【類似回答：中止希望　8件】「気持ちよく参加したいので今年は中止、来年に繰り越してほしい」等

【類似回答：開催し一部返金希望　7件】「スプリント・ディスタンスに変更するのであればそれなりの金額に変更して欲しい。」等

【類似回答：昨年同様の対応希望　6件】「去年と同様に来年のエントリー権か、キャンセルし一部返金を取る」等

・1ヶ月をきっていきなりスプリントとなってしまったのは残念ですが、スタンダードとスプリントでは選手の皆さんも仕上げ方が違ってくると思います。少し急すぎる変更だと私も思います。急な変

更でスプリントならコロナの不安もあるので大会中止でも仕方ないと思います。ですがコロナの中開催を検討して頂いた上での判断だと思いますのでそこについては運営様ありがとうございます。

・コロナ禍で職場でも大会開催に不安を持つ人もいます。今まで応援してくれてた人が不安に思っている中での参加をキャンセルします。

・スイム無しで開催希望

・スプリント・ディスタンスでも参加の予定だが、地元の方の賛同が得られないなら中止でもいいのでは❕

・スプリントディスタンスではなく、スタンダードディスタンスに戻すべき。なんでもかんでもコロナ感染対策としてはいけない。拘束時間が2時間でも4時間でも大差ありません。

・怪我をしているので不参加

・開催については、変更であっても感謝の気持ちでいっぱいです。

・スプリントディスタンスでも参加したいと思いますが、昨年のエントリー料金を合わせると、高額になるため一部返金をしていただけたらと思いました。もしくは、同じやるならスプリントもスタン

ダードも変わらないので、やるかやらないかのどちらかで決断する方がよいと思います。先日広島では感染対策をとり、無事に大会が行われました。この時期大会側も判断に迷うことも理解出来ます

し、ご苦労だと感じます。個人的にはやるならスタンダード、もしくは延期、中止のいずれかで、やや中途半端なスタンダードといったところが理解に苦しみました。関係者の皆様本当にお疲れ様で

す。一日も早くトライアスリートが思いっきりレースを楽しめる日が来ることを祈っています。

・スプリントディスタンスになったため、レースが高速化すると思います。特に自転車競技での事故発生が心配です。なので、本来ならば、スタンダードディスタンスが良かったです。

・スプリントでも出たいが、参加費が割高に感じる

・スプリントで実施するなら、レギュラーでも、感染は一緒だと思います。レギュラーを実施して欲しい。

・スプリントになり、出場を迷い中。一部返金の金額次第。

・せっかくなので出ます。

・どちらとも言いにくいですが返金額にもよると思います。参加費以外のコストもあるので。8-9割返金ならキャンセルするかも知れません。

・バイク競技の安全面に不安

・ワクチン接種が終わらないので関係者皆様へのコロナ感染リスクがあります。また、スプリントの経験が無いため激しいレースとなり事故などのリスクを感じてしまいます。非常に悩ましいですが、

今年も大会を見送った方が良いと思います。返金については、これまでの大会準備もあるので事務経費を引いて次年度の優先エントリーと参加費の補助を希望します。

・愛知県在住です。県をまたぐ移動を自粛する必要があるので、キャンセルによる返金を希望します。

・感染予防ができるか否かが判断基準。

・距離変更により参加者が大半キャンセルとなるのであれば、キャンセルとしたい。

・競技内容の変更があっても、自己都合でキャンセル予定です。当方の参加費はふるさと納税の返礼品ですので、返金は結構です。

・今の時点では判断しかねているのが正直なところです。

・参加するか辞退するか迷っている

・出場したいが、地元の歓迎のないコースは走れないので、地元との調整に委ねます

・対応が中途半端。

・大会事務局の方の方針に基本的に従うべきだと思いますが、スプリントへ変更となったことに伴い、スタンダートと同額で開催されるのはどうかなと正直思います。例えば一部返金や大会参加記念品

を少し増やす（松阪牛！？…すみません<(_ _)>）等の策を検討していただきたいと思います。

・大阪府からの参加となりますが、現在の大阪府の医療の状況やリバウンドなどを考えると、例え６月２０日に緊急事態宣言が解除されたとしても、蔓延防止措置の様な警戒体制が続き、7月4日時点も

「都道府県を跨いだ移動の自粛」が引き続き求められていると思うので、現時点では、出場を辞退しようと考えています。（レース距離に関わらす） 地元の方々の反応が分かりかねますが、無理に開催

して、トライアスロンに対して、いいイメージが持たれなくなる事を危惧します。 地元の皆さまと共存共栄で、これからも長く大会が続いて行く事を願っています。 返金の対応については、既に掛っ

ている経費を除いて、少しでも返金頂けると大変助かるのは、事実です。

・地元の意見を尊重したい

・当日参加であればスプリントでも参加したい

・内容変更の為、キャンセルする場合の、返金額を提示して、そのまま出場するか、返金対応かを選ばせてほしい

・返金額によってはキャンセルしたいと思います。

・練習も十分にはできない状況で参加について迷いがあるというのが正直なところです。期日を設けて参加不参加の意思決定をさせていただけるとありがたいです。

・コロナによりスポーツジム閉鎖されている地域のトライアスリートと、そうでない地域のトライアスリートの不公平感から、キャンセルしたい。全額返金を求む。



【類似回答：開催を希望する感謝の御言葉　17件】「開催していただけるだけ幸せです。」等

【類似回答：大会への労いの御言葉　13件】「皆様のご心労に 大限の敬意を持っております。」等

・いろいろご苦労がおありかと思いますが、是非開催していただきたいです。トライアスロンの大会で感染が拡大した事例はないと思います。昨今のオリンピック開催ついて、メディアや国会で、責任

のみを追及する姿に本当に嫌気をさしています。主催者や選手のことはなにも考えていないですよね。わたしはいつもどの大会でも、トライアスロンの大会に参加できた時は、主催者・ボランティアへ

の感謝の気持ちがいっぱいでゴールしています。是非、よろしくお願いいたします。

・いろいろと対応大変だとは思いますが、頑張ってください。いつもありがとうございます。

・いろいろな大会が中止になる中、コロナ禍での開催に向けご尽力いただき、ありがとうございます。

私は 近トライアスロンを始めたばかりで、コロナ禍の前からも異常気象による天候不順によりフルでのスタンダードレースを経験をした事が無く、本大会で初めてちゃんとした3種目を経験できるか

と不安と期待をしておりましたので、少し残念です。

早くコロナ禍が落ち着いて地元の方々や大会関係者の方々の安全も確保できるようになりますように願っています。

・いろいろ大変な時期で判断も大変かとおもいます。どのような結果となっても、来年も開催いただき。ぜひ参加したいです。

・オリンピックがほぼ開催される方向でありながらも、様々な地域でのスポーツイベントが中止になっています。個人的にはこれだけ感染予防をしているのだから、開催しても問題はないと思います。

ただ、地元の方々（スタッフ含む）の意見も尊重しないといけません。トライアスロンは参加者だけでなく、地元の方々、スタッフが完成されているからこそ成り立っています。もし、中止になったと

してもそれは受け入れようと思っています（返金も不要です）。でも、単に周りが止めているから中止へ・・・という考えだけにはならないように願いたいものです。大変な中、色々とありがとうござ

います。

・オリンピックディスタンスで出来ないのは残念な気持ちがあるのは本音ですが、今の状況下で開催を継続して検討頂いているのは、感謝以外にありません。大会を無事に行う当事者として、参加者の

私達も自己管理を行い感染予防に努めて、皆さんにご協力できればと思っています。

・お疲れ様です。本音は上記ですが開催であれば出場させていただきます。

・こうして選手側の希望を聞いていただけるだけでありがたいと思います。ありがとうございます。大会を準備してくださる皆さんが、状況を一番的確に把握してくださっていると思いますので、決定

はどんな形でも受け入れます。

・こうして選手側の希望を聞いていただけるだけでありがたいと思います。ありがとうございます。大会を準備してくださる皆さんが、状況を一番的確に把握してくださっていると思いますので、決定

はどんな形でも受け入れます。

・このご時世に開催して頂ける事に感謝しています。東京から友人と参加する予定ですが、レース後も宿泊して伊勢志摩の経済に少しでも貢献しようと思っています。

・このような状況の中、大変なご苦労はされているかと思いますが、体調を崩さないようお仕事に励んでください。私たちは、今のところですが、開催されるだけでもありがたい気持ちでいっぱいなは

ずです。例えショートでも美しい伊勢志摩の景色を見れればと思っております。

・このような状況下であっても、単に中止ではなく、距離短縮による開催は素晴らしい判断だと思います。逆に、そのような判断に敬意を表するためにも、参加者自身もしっかり感染対策、体調管理を

して大会に臨むのが、地元の方々のためになるのだと思います。

・この大会を支えていただいている、関係者屋ボランティアの皆様に心から感謝します。頑張って下さい。

・この度は距離を短くしてでも、開催というご判断をしていただき、一選手としては大変感激でございます。

ただ、ご地元や大会運営者様あっての大会かと思いますので、どんな回答であってもしっかりと受け止め、今後の大会を楽しみにしたいと思います！

・この度は大会運営に向けたご尽力誠にありがとうございます。ここ数年様々な事情で大会参加がかないませんでしたので、正直な意見としてはスプリントでも大会が開催され参加できればうれしく思

います。これまでの大会準備に費やされた費用は少なくないと思います。大変難しい判断が迫られているとは思いますが、諸大会が軒並み中止となる中で開催されるとなればキャンセルの希望はさほど

多くないのではないかと個人的には思っております。伊勢志摩大会が無事開催され今後も存続できることをお祈りしております。

・コロナ渦で大会を開催するのは大変だと思いますが、是非参加したいです。

・コロナ禍での事務局運営お疲れさまです。非常に難しい判断を迫られる中、一度発表した結論に対して改めて意見を参加者に求めるという判断に、実行委員会の誠実さを感じております。ありがとう

ございます。

個人的には、皆が気持ちよく参加できるタイミングまでの延期を希望します。

というのも、コロナは本人が納得すればよいというものではなく、職場や家族等、その人の周辺の人への影響を考えて判断が必要です。

私の場合、職場で県外移動は禁止されていますし、周りへの配慮からも残念ながら参加することができません。

素晴らしい志摩トラに参加したいという気持ちは変わらないため、次期大会への参加というオプションが選べれば嬉しいです。

・コロナ禍での大会運営、ありがとうございます。殆どの大会が中止を決定している中、大会の運営をギリギリまで判断していただけるのは本当に感謝する次第です。選手側も大会がなければ練習する

意欲も下がります。そうゆう意味でも大会があるかも知れないと言うだけで今日まで練習意欲が続いてます。このご時世どんな判断になったとしてもそれは英断だと思います。どんな結果であっても賛

否はつきものですが、無理をして来年度以降の大会運営に支障が出ることだけは避けてほしいなと思います。この度のアンケートも経費のかかる事です。感謝しかありません。

・コロナ禍でも開催してくださると発表があり感謝しておりますが、私は緊急事態の京都在住です。ご迷惑かけないか不安です。くれぐれもご無理のないようにしていただきたいです。

・コロナ禍で大変な中、有り難うございます。感染対策として、スプリントの提案は妥当だと思います。参加できない方は申し込みの時、しっかり考えるべきだったと思います。大会を楽しみに待って

いた私、感染対策をしっかり行います。是非、大会開催をお願いします。

・コロナ禍において竹内さん初め関係者の皆様には大会開催にあたり本当に感謝しています。

51.5は確かに魅力的ですが仮にどんな設定になっても対応出来るココロのスキルを向上させるきっかけにもなります。準備は多少異なりますがスタート号砲がなれば全て忘れてゴールに向かうはずで

す。ゴールでは感謝の気持ちでテープを切りたいです。ありがとうございました。

・こんなご時世ですので開催してもらえるだけでも嬉しいです。開催者側やボランティア参加者の負担や危険が増えるようであれば中止の選択もありかとおもいます。

・スプリントディスタンスにすることが感染対策になるのかは非常に疑問がありますが、頑張って開催しようとしている運営さんを応援し、判断に従おうと思います。

・スプリントディスタンスに参加することを考えたことはなかったので、今回の競技内容変更のおかげで参加できるのも新たな楽しみになっています。運営に関わっていただける方々の感染予防が確保

できることを 優先に検討していただければと思っています。

・スプリントにしたから感染対策になるのか甚だ疑問ですが、主催者の苦労が滲み出てますので、応援してます

・スプリントになった時点では残念ですが（ショートもスプリントも同じでは・・・）、大会は行ってほしいと思います。楽しみにしています。

伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

【［問２自由記入欄］大会への好意的なご意見①】



・トライアスロンは1年に1回伊勢志摩しか参加予定が無い中、通知初日はかなりショックでしたが、今は初スプリントに向けて楽しみでしかありません。

・なんとか開催しようと色々考えてくれてありがとうございます。仮に今年も中止になったとしても来年もエントリーしますのでよろしくお願いします。

・まずは、開催方向でご検討頂けている大会関係者の方々に、心から感謝致します。有難うございます。

現状のコロナ状況を踏まえ、中止の判断をされる大会が多い中、距離が短くなるのは残念ではありますが、なんとか開催されるとのことで、是非参加させて頂きたく宜しくお願いします！

私は今年、横浜トライアスロンにも出場しましたが、選手、ボランティアの方々、双方に配慮された大会になっており、コロナ観点での不安は全くありませんでした。Web競技説明会、事前2週間の体

調管理、レース直前直後のマスク徹底、観客自粛呼び掛け、ペットボトル給水によるボランティア接触低減、密にならないコース設定…等々、出来ることは全て取り組んで、開催されていることをしみ

じみ感じながら走っていました。感謝しかないです。

7/4楽しみにしています！開催に向けてご苦労が多いかと思いますが、このまま開催されることを期待しています。どうぞ宜しくお願いいたします

・まずは、関係者の皆様のご尽力に感謝いたします。一選手ではありますが、どんな形になっても開催を応援し、協力したいです。

参加者に課すルールや要望があれば追加してもらって構いません。

高い目標を掲げて困難に立ち向かい、スタートラインに立った時、ゴールした時の達成感は生きる活力になっています。スポーツの魅力でもあり、大会の開催が人々に夢や目標を与え、参加者だけでな

く、地元経済やボランティアの方々等、地域へ活力を与え、日本の地方活性化の模範として、勇気を与えると思います。大会を継続してきたこと自体が、地域の資産だと思います。一度中止してしまう

とノウハウ継承、集客、財政面など復活はなかなか難しいと思います。将来に向けて、この素晴らしいイベントを残して頂きたいです。よろしくお願いします。

・安心して安全に実行できるという実績を世に発信していくことに、貢献したい。

・安心安全に楽しくトライアスロンしたいです

・伊勢志摩TRならではの美しい海に触れられることが何よりの醍醐味なので、やるのであればスタンダードで参加して、どっぷりと堪能したいです。毎年必ず申し込みますので、よろしくお願いしま

す。

・一生懸命感が得てくれているので、それだけで十分です。ただ、開催が予算的にも難しいなら取り止めでもOKです。可能であれば次年度へ優先出場、費用は半額位持ち越しがいいな。

・一方的な決定が多い中広く意見を求める姿勢に大変恐縮致します。誠に勝手ながら、是非開催の方向でご検討いただけますようお願いします。

・横浜大会に出ました。この状況で開催して頂き感謝してしてます。はじめての伊勢志摩大会です。距離が短くなり残念ですが、スプリントでも出たい気持ちは変わりません。色々な意見があると思い

ますが、開催でも、中止になったとしても受け止めてどちらにしてもここまで色々と考えて下さった関係者の皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます

・開催できるよう、ご検討頂きありがとうございます。個人的な想いとしては延期となってもオリンピックディスタンスにて参加したいです。オリンピックディスタンスでの開催は大会自体がキャンセ

ルになるのであれば、スプリントディスタンスにて参加したいです。

・開催に向けて、大会関係者の皆さまの多大なる努力に感謝いたします。全国的に感染者数も減少傾向にありますし、ワクチン接種も進んでいることなどから、万全な感染防止策を講じての開催であれ

ば問題はないのではないかと思ってます。是非、無事に開催されますように…

・開催に向けてのご尽力お疲れ様です。

今回は大会自体を延期にすべきだと思います。私の友人にも医療関係者が多く、大会がクラスターを誘引する可能性もさりながら、事故等で医療負担をかけることは絶対にあってはならないからです。

（コロナ禍でトレーニング不足の選手もいるのでは‥）明けない夜はないですし、レースはにげませんから。

・開催事務局および関連の皆様には大変なご苦労を強いているかと思います。

心から感謝しています。　できればスプリントでも参加させていただきたいのですが、今の変異種の感染力の報道を聞くと、大会を短時間化してもリスクが減るかというと一概にそうも言えないように

思います。ここはもう１年我慢かなと思っております。

・開催自体が中止になった場合でも来年に権利を繰り越して返金は不要です。

・各大会が中止を決定している中、前向きに開催をしようとしてくださる姿勢に感謝します。もし蔓延防止が延長されれば三重県に行くことで2週間入場制限を受けるところが幾つも有るので、参加が

難しいと思う。距離を短くしても熱中症の危険は多少下がってもコロナ感染症の危険は変わらないと思うのでどうなんでしょう。

・関係者の皆様、ありがとうございます！伊勢志摩8回目の完走を目指して、開催される限り必ず出場します。よろしくお願いします。

・距離が短くなったのは残念ですが、感染対策を行い大会を開催していただけるとありがたいです。6/20までの緊急事態宣言や蔓延防止が延長された場合は、再度開催するか検討が必要と思います。

・距離が短縮されたことはとても残念ですが、１度は参加してみたいと思っていた大会なので開催されることを期待しています。

・距離の短縮はありましたが、開催は大変嬉しく思っています。実行委員会、ボランティアの皆様には感謝しかありません。自分は大会で一生懸命走るのみ

・距離は短くとも、あの素晴らしい環境で競技ができることを､心より楽しみに心待ちにしております。とはいえ、住民の方々をはじめ、開催することに懸念や不安があり、実施が困難となった場合に

はご判断に従います。運営に数々の苦労がある中でご配慮いただきありがとうございます。

・個人的にはスタンダードディスタンスの方が密は避けられるように思えますが、判断は運営の方々に委ね、従います。

・国体のプレ大会なので、可能であればスタンダード(51.5)で開催してほしいところですが主催者側の皆様のご判断に委ねます。よろしくお願いします！

・再協議ありがとうございます。決定には従います。よろしくお願い致します。

・ 終的にキャンセルになった場合は昨年同様の扱いでいいと思います。頑張って下さい。

・ 初に、コロナで大変なときにイベント企画、コロナの考慮ありがとうございます。どんな形であれ、選手ファースト、地元ファーストを考えてくれてることに感謝しております。事務局さまの努

力、必ず皆様に届いていると思います。

・昨年はどの大会も中止になり、今年は里海トライアスロン大会が開催されて嬉しくもあり、大会関係者各位には感謝致します。参加者すべてが感染対策を確実にし、来年の大会に繋げられる様にやっ

て行ければと思っております。

・参加者や地域の安心安全を確保しながら何とか大会を開催させるよう尽力されているご関係各位のご努力と思いやりにただ感謝しております。ありがとうございます。

・仕方ない

・志摩で海の幸を食べるのも一つの目的なので、どのような形であれ開催をして頂ければ参加させて頂きたく考えています。

参加費については志摩の方々にとって有意義にご使用頂きますようお願い申し上げます。

伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

【［問２自由記入欄］大会への好意的なご意見②】



・私は三重県在住です。距離が変更されたとしても、大会を実施されるのであれば、応援の意味も兼ねて必ず参加します。ただ、唯一気になるのは県外からの参加者。５月に無事大会を開催された横浜

とは異なり、三重県は県外者に対しての排除感が強いと思う。選手の意見は必要ですが、今後もつながりが続くように、地元の関係者ときちんと話をして決める事が一番必要と思う。話し合い、頑張っ

てください。どんな決断を出されても、応援しております。

・私事ですが初めての大会の為に2年待ちました、開催頂けるので有れば是非参加したいと思います。

・私自身は距離が短縮されたとしては開催されることを望んでいます。私の周りの出場者も概ね同意見です。一方で距離が短縮されるのであれば出場したくないという方がいることも理解できます。

・事務局の皆様には、選手、大会関係者、スポンサー、そして近隣住民の方の安全と安心について熟考頂きましてありがとうございます。

個人的には51.5kmにモチベーションがあったこと、その大会開催に不安があるということであれば中止もやむを得ないと思い上記の回答と致しました。

・実行委員のみなさま、開催へ向けてのご尽力とご努力、誠にありがとうございます。大変良いレースと聞いていましたので楽しみにしていましたが、スプリントということであれば中止で返金、ある

いは来年に権利持ち越しを選択できるようにしていただきたいです。ただ、こういうご時世ですので開催に向けて準備してくださったことには心より感謝しています。決定に異議は申し立てません。

・実行委員の皆様、エントリーした選手に真摯に耳を傾けて頂きありがとうございます。伊勢志摩トライアスロン、素晴らしい運営ですね。いかなる再協議の結果にも賛同します。

・実行委員会の皆さま、開催に向けての調整本当にお疲れ様でございます。競技時期として、ワクチン接種が行き渡り、地域の皆さま、運営者、選手が安心して開催できる時期を希望いたします。

また、延期開催となった場合は、多くの選手が2年ぶりに走ることになると思いますので、スタンダードで開催を望みます。（スタンダードの方がスプリントより安全であると思うからです）

・実行委員会の決定に従います。

・実際は、怪我の回復が思わしくないので、運営サポートにまわります

・周回を減らすことで競技時間を短くして人と人の接触を減らすのはいいと思います。開催地の皆様もそれで安心してもらえるのであればそれが一番です。感染対策として２週間前からの体調チェック

や競技前・競技後のマスク着用で選手側が原因となる感染拡大は防げているのではないかと個人的には考えています。ただ、伊勢志摩は海がきれいなのでスイムは沢山泳ぎたかったです。

・出場はしたいですが大会を支えて下さっている方々の負担になるのであれば延期や中止もやむを得ないと思います。

・初挑戦のトライアスロンに去年応募し、延期になってしまい心が折れかけたのですが、去年から再びトレーニングを積んできました。日々のトレーニングの成果が出てきて、自分の限界を超えて今年

こそトライアスリートに！との思いでしたが、距離が半分になったのはなんとも例えようのない残念さがあります。ただ、本気で取り組んでいますがあくまで自分にとっては「仕事」などではなく「趣

味」であり、開催していただく主催の方々や、地域のご協力により成り立っていることは重々承知しています。できる範囲で開催いただければ、ありがたく参加させていただきますし、危険を伴うよう

であれば中止もやむを得ないものと覚悟しています。

もちろんその時は、来年に繰り越して参加させていただきます。大変な状況ですが、皆様の安全と健康に留意していただき、よろしくお願いします。

・上記にも書かせてもらいましたが、毎年、参加させていただいている者です。志摩トラのいいところは、コースはもちろんですが、地元の方々の声援や私設エイドでの水かけでどれだけ頑張れたかと

いう思いです。もし、一部の方々でも賛同が得られないのなら、中止でもいいのではないでしょうか。今後も今までの志摩トラで開催して欲しいための意見です。

・色んな事情がある中、開催して下さるだけで有り難いと思ってます。中止になったとしても、旅行がてら予約ホテル宿泊は考えてます。そしたら、少しは次回開催の為地元の皆様に貢献できるかなと

考えてます。地元の方々のご理解が1番大切だと思いますので、ご決断に従います。

・色々とありがとうございます。私は参加したいと思っていますが、地元の方の反応、意見を尊重して頂けたらと思います。

・色々な意見があると思いますが、実施を支持します。

・慎重審議の上で様々な決定がなされていると思っています。お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

・数々のレースが中止になる中、そして多方から様々な意見がある中、開催を決定し、前向きに協議してくださっていることにとてもありがたく思います。現在、とても大会を開催しづらい状況かと存

じます。

どんな形であれ、大会委員会の指示に従います。仮に中止になったとしても、来年、再来年楽しみにしております。前向きにご検討してくださっている事に感謝致します。

・先の見えない状況の中開催に向け検討頂きありがとうございます。どのような形であれ開催されるのであれば参加したいと思います。

楽しみにしています。

・他大会で相次ぐ中止判断の中、開催を検討いただけるのは大変感謝です。大自然の中で楽しめる貴重なひとときですので短い距離でも楽しめたらと思います。地元の方にも迷惑はかけないよう自分自

身も感染防止に努めますので前向きなご判断をお願いします。

・大会の開催にご尽力されている大会関係者の皆さまが出される如何なる結論にも、異論は、ありません。本当にありがとうございます。

・大会をやってもらえるだけで、うれしいので、スプリントでも、喜んで、出させてもらいたいです！でも、だめでも。延期でも、仕方ありません、よろしくお願いします

・大会運営ありがとうございます。できれば、オリンピックディスタンスで開催していただきたいというのが、正直な気持ちです。よろしくお願いします。

・大会開催に向けてご尽力いただいております関係者並びにスタッフの皆様に深い敬意を表するとともに感謝申し上げます。コロナ禍において今の日本では催しを開催してもまた中止しても批判が起こ

る状況です。参加者としてははどのような決断がなされても主催者の英断として尊重し練習するのみです。

・大会開催の判断は難しいと思いますが、選手および関係者の安全を 優先でお願いします。コロナが落ち着いて気持ちよく開催できる日を楽しみにしてます。

・大会関係者の皆様による熱意が伝わって参ります。参加する我々も地元市民が不安になられない様にマナーと感染防止対策を厳守して素晴らしい大会となる様に 善の努力に努めるべきだと思いま

す。万が一中止判断されても致し方ない中何とか開催しようとされる皆様に敬意を表します。

・大会関係者の皆様のご苦労に感謝しているので参加したい気持ちは強いが、地元の皆様のご意向や新型コロナの感染状況も踏まえて辞退すべきなのか、今の段階で決断できていない

・大会準備ありがとうございます。このコロナ禍で変更せざるを得ない状況になることは理解したうえでエントリーしているはず。実行委員会の判断に従います。

・大会中止が相次ぐ中、 後まで開催を模索いただき、ありがとうございます。

石垣や横浜でも強硬開催に避難の声が上がっていますので、今年は無理に開催せず、来年きちんとした形で開催されたほうが、主催者・地元住民・選手のストレスは少ないと思います。来年はワクチン

普及し、従前の生活スタイルに戻っているはずです！

・大変な時期ですが、選手ファーストでのアンケート、ありがとうございます。大会の存続を期待します。

伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

【［問２自由記入欄］大会への好意的なご意見③】



・第2回大会から参加させてもらっています。スプリントになるのは正直残念で仕方がないです。あのアップダウンのバイクコースが伊勢志摩の醍醐味なのにとても残念。ただ、この世の中の状況では

それも仕方がないと思い納得しています。是非開催に向けて進んでいただきたいと思います。頑張ってください！万が一中止という事であれば、出来るだけ早めに知らせて頂ければと思います。

・担当者様へ、この度もコロナ禍で大変な時期でもあり、ワクチン接種がやっと始まりましたが、特に私は感染者が１番多い大阪市からの参加です。市内では病床が切迫している状況であると医療従事

者から聞いております。又感染者の少ない和歌山へ参加者がクラスターとしてウィルスを運んでしまわないかと心配をしてしまいます。密や接触、外出を控えようと大会に向けて自主練にすると、誘っ

てくれない、付き合いが悪くなったと人間関係にもヒビが入ってしまう位に、色んな方の考え方、ご意見がございますが、大会関係者様や和歌山市民の皆様へ、感染者を出さない様にと切に思います。

あの素晴らしい伊勢志摩トライアスロン大会にもう一度参加したいと思いを馳せておりますのも大会関係者様、和歌山市民の皆様のお陰だと心より感謝申し上げます。

・地元の方々や選手の意見を募る姿勢が素晴らしいと思いました。ありがとうございます。

・中止や延期という意見もあるなかで、十分協議された上での開催でしょう。私は参加出来ることが有難いと思ってます。

事故や感染が無く、次に繋げる大会になればいいですね。

・中止や延期はある意味簡単で、コロナ共存の大会運営という問題の先送りは出来ます。しかし、どこかの大会、主催団体のどこか、誰かがリスクを取って判断しなければ、この中止、延期モードは変

わらないと思います。参加者を含めて、今後のwithコロナでの大会運営の先鞭をつけるタイミングかと感じます。主催の鉄平さんはじめトライアーティストの皆さんには大変な苦労と手間が予想されま

すが、無理のない範囲で、どうぞよろしくお願いします。どんな答えであっても文句は誰も言わないと思います。諸々のご対応と投げかけ、ありがとうございます。

・難しい時期、難しい環境での開催判断、本当に心苦しいと思います。来年以降の完全な形での開催を心から楽しみにしています！

・非常に大変な状況ですが、今年だめでもまた、来年も楽しみにしております！

・普段は海外でHalf Ironmanレースに参加しております。ODなら仕方ない、と思って登録していたところその半分と伺いやる気は相当消え失せてしまいました。それも苦渋の決断と理解します。この

先の運営委員会の皆様のご判断をフルに尊重しサポートします。このような我々参加者の意見を汲み取る場の提供まで有難うございます。

・本メールにより協議内容を知りました。非常に残念ですが、今回のスタンダードでの完走、本年後半のアイアンマンにつなげようと考えておりましたが、東京から参加する手間等を考えますと出場に

値しないと判断しました。大会関係者皆様のご健康と無事な大会開催を記念しております。来年はこそは是非スタンダードで参加させていただきたいと思います。

・様々な声があるかと思いますが一緒に良い大会を作っていけたら良いと思います

・例年素晴らしいレースコーディネートありがとうございます。

コロナウイルスで各地大変な状況の中で、志摩の浜島という田舎に各地から短時間でも人がたくさん集まるのは、やはりリスクにしかならないと思います。

色々な意見があるとは思いますが、開催地の協力無ければ、この素晴らしい大会の開催は難しいと思いますので、無理をしない判断をお願いしたいと思います。

参加費については、運営費等の費用もかかっている事はみなさん重々承知しているとおもいますので、返金ではなく、開催出来る状況になってからレースを確約するような形を取っていただければと思

います。

・大変とは思いますが、伊勢志摩トライアスロンが出来れば 高です。

・未だ収束しないので判断が難しいところです。しかし、皆も楽しみにしているので、きちんと対策を取った大会運営をしていけば、開催しても良いと思います。

伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

【［問２自由記入欄］大会への好意的なご意見⑤】



【類似回答：協議距離変更による返金希望　１４名】「スプリントになったぶん少し安くしてほしい」等

【類似回答：決断を早くして欲しい　9名】「遠方からの参加なので早めの決定をお願い致します。」等

【類似回答：開催を希望　28名】「初めてのチャレンジですが、大会出場したいです。」等

【類似回答：スタンダードでの開催を希望　26名】「本音はオリンピックディスタンスでの開催が希望です。」等

【類似回答：延期希望　16名】「正式な距離でやりたいので、違う日に延期でお願いします。」等

【類似回答：来年度大会の優先出場権利希望　9名】「来年度の同大会の出場権を優先的に得られるようにして配慮して頂きたい」等

【類似回答：中止希望　11名】「ほぼ同時期に開催予定であった大会もほとんどが中止となっています。ここでスプリントにしてまで開催するくらいなら思い切って中止にしていただいた方がいいと思

います。」等

【類似回答：キャンセル希望　3名】「今回、棄権する予定なので、一部返金か来年度エントリーが出来たら次回を待ちたい。感染のリスクがある以上安心して競技には臨めないと考えている。」等

・（１）スプリントディスタンスの場合、スイムでバラけず、コースも短いため、望まないのにバイクが集団走行状態になってしまわないか心配です。

（２）待機場所・荷物置き場が従来のように密集状態になるのは問題と思います。（仲間同士でテントやターフを張って密集）　テントを禁止すると雨対策も必要かと思います。密集せずに、荷物を整

然と置く場所、または荷物預かり（ 低でも貴重品預かり）をお願いします。

・コロナ禍の大変な中、開催に向けて努力して頂いていることに感謝します。

ひとつわがままな希望を言わせて頂くと、参加費は距離に比例するものと考えていますので、可能であれば多少なりとも値引きがあるとありがたいです。

・コロナ禍の影響でジム、プールの使用が制限されるので大会にむけて練習に取り組むのが困難な状況です。

特にスイムの練習が出来ないので不安です。

・１．大会開催の可否の 終判断について。

三重県まん延防止等重点措置が6月20日まで延期になっていますが、解除されれば大会開催は賛成しますが、再延期されるようであれば大会は中止か延長をしたほうがいいと思います。万が一、まん延

防止の延期の 中に大会開催しクラスターでも起きれば伊勢志摩里美トライアスロンの評判はガタ落ちです。

また私自身、毎年伊勢志摩里美トライアスロンに参加しており知人や取引先相手に伊勢志摩里美トライアスロンに参加してきた話をします。ですが蔓延防止が延長し期間中に大会開催した場合、胸を

張って参加してきた話はできそうにありません。

２．競技内容変更におけるキャンセルの受付と一部返金対応の有無について。

私はスタンダードディスタンスにエントリしましたが、正直協議内容の変更にも戸惑っています。距離が短くなれば飛ばす方もいますので大きな事故が起きる可能性もあります。またマラソンなどと違

い、スイム・バイク・ランの各パートの準備が大変なのに、短くなった大会を楽しめるのかも疑問で、不満が出るのは当然だと思います。三重県まん延防止等重点措置が解除されれば通常とおり開催す

ればよかっただけなものを、途中に協議内容を変更したのは勇み足だと思います。蔓延防止が解除されても競技内容がスタンダードに戻すのは難しそうですし・・・。

３．大会を中止とする場合、一部返金対応の有無について。

返金の対応については、昨年と同じ内容になるのであれば、２０２２に繰越金を選択する予定です。

・オリンピックディスタンスをスプリントに変更してもあまりコロナ対策には関係ないと思います。

・お世話になります。私は病院で働いています。昨年この未知の感染症が出てきてから、相次ぐ大会の中止となっていますが、私はこの感染症が出てきた時に、今後2年くらいは大会は無理だろうなと

覚悟していました。しかし、大会主催の方々が、感染対策を講じてなんとか開催できるようにご尽力頂けていることには大変感謝致しております。私自身もワクチン先行接種していただき、開催される

のなら出たい、とは思っています。しかしながら、他の開催予定大会では、PCR検査と陰性証明提出を選手に義務付ける方向で検討されているところもあり、そうなりますと、誰が検査の費用を負担し

てくれるのか？という問題も出てきます。PCR検査を自費ですると20000円弱になります。陰性証明とは医師の診断書になるのか？も気になるところです。診断書を発行してもらえば3000~5000の

費用がかかりますし、いつの時点でのPCR検査結果なのか？という問題も出てきます。検査を大会側が負担することになっても多大な出費となります。選手にとっても、大会側にとっても多大な負担に

なります。そうなりますと、そこまでしてまで、今、やらなければいけない大会なのか？ということになります。伊勢志摩大会は出場者が大変多いとスタートリストで拝見しました。そうなれば、誰か

1人は無症状感染者がいてもおかしくありません。皆さんご自分の周りに感染者が居ないから意識が低いかもしれませんが、居ないのではなく、知らないだけです。プライバシーの問題があり感染者を

公表しないからわからないだけです。私は毎日「結果 陽性」保健所への発生届けを見ています。ワクチンが若年者に回ってくるのはまだまだ先であろうと予測しています。このような状況下で、それで

も開催して下さるなら私は出たいです。しかしながら、上記のようなことで、大会が中止になったとしても、私は十分納得致します。競技がスプリントになったことで、問い合わせというかクレームの

ような事を言ってくる選手もいらっしゃるのでしょうね。お察し致します。スプリントであろうと、開催されるなら出たいです。でも、あまり無理しないで下さいね、中止になっても覚悟はできていま

す、というのが私の気持ちです。それよりも今一番の私の不安は、緊急事態宣言下でスポーツクラブが休館になり、全く泳ぐ練習が出来ないことです。こんな状況で6/20以降解除になったところで、

あと10日ほどでどれだけ泳力が取り戻せるのか、750mとはいえ、泳ぎきれるのか、というのが 大の不安です。

・コロナ過での開催が厳しいのは理解しております。が、開催するのであればオリンピックディスタンスのままで開催してほしい。どちらにしても今の形で開催するのなら感染予防にはならないと思い

ます。後、なぜPCR検査書を持っての参加にしないのかが理解できないです。参加したい各々が、しっかり感染予防をして参加すれば、大会開催の皆様にこんなにご苦労をお掛けせずに済むのではと常

に感じております。大会を企画してくださっていることを心より感謝いたします。

・コロナ対策に万全を期す為、スイムは無しで開催してほしい

・こんにちは。質問、要望させていただきまする。ディスタンスの短縮によるエントリー料金の差額などの返金等はどうなるのでしょうか？

・さまざまな方策を検討していただきありがとうございます。深く感謝いたします。

私は５月の横浜トライアスロン大会に参加しました。感染防止に配慮して万全の体制で実行していただいたと思います。貴大会も横浜以上の検討をかさねられていることは、理解できます。

100%感染を防ぐことは出来ません。

ただ恐れているだけでは前には進めないと考えます。マスクや消毒の徹底で 高の対策をして開催していただきたいです。選手も協力できます。

・しかし、現在、五輪開催まで危ぶまれ、今日、JOCの幹部から自殺者も出ました。来年に持ち越しでは如何でしょうか？

・ショートではエントリーしてないので、開催するのであれば、オリンピックディスタンスで競技したいです。変更するのなら今年は大会中止にして全額返金を希望します。

・スプリントだと、スタートを分けないとバイクが混雑して危ないのではと思います

・スプリントだと割高なので、来年の割安参加権利付きにして欲しい。

・スプリントであっても開催していただけたら嬉しいですが、料金が一緒なのはどうなんでしょうね

・スプリントでもオリンピックでも同じと思います。

【［問２自由記入欄］ご希望やご提案①】
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・スプリントでも出場させて頂きたいと思いますが、人数同じで距離だけ短くすることで感染リスクが半減するとは考えにくいと思います。返金の問題もあると思いますが、開催か中止かどちらかで決

めた方がハッキリしてていいと思います。もしくは延期の検討も選択肢に入れて欲しいです。

・スプリントで開催ならば、タイムスケジュールを日帰りでも対応できるようにして欲しい。感染対策にもなると思います。

・スプリントに変更となったことについて理解はしていますが、せっかく伊勢志摩まできたのに短すぎると感じています。開催するのであれば、どのみち人との接触は避けられないのでスタンダードに

してもよいかと思いました。

横浜での開催事例もありますし、実際に参加した者としては、しっかり人の流れをコントロールできるよう配置や仕組みを作れば、コロナ対策と両立して開催はできるのではないかと思います。

ただ、地元の方々の協力・ご支援があっての大会だと思うので、地元からの協力が難しい状況になるのであれば、開催は見送るべきかと思います。

どのような決定となっても従いますし、今日まで開催に尽力されている実行委員会関係者の方々には感謝を申し上げます。

・スプリント開催の場合はキャンセル・返金を希望するが、延期してスタンダードの開催を目指すのであれば参加したい気持ちもあります

・スプリント競技はODとは全く違う競技で、短距離走と同様、そのためのトレーニングをしていないと、過呼吸やバイク事故に繋がるのではと心配しています。不安もあります。ODが難しいのであれ

ば、今回は中止、返金を希望します。ご検討いただいたことには深く感謝しております。

・スプリント形式の時間制限を２時間半に要望します。

・とても楽しみにしておりましたがこの状況では開催中止したほうが良いと思います。万一クラスターなどが発生した場合、世間からの批判は相当なものになると思います。また、弊社でもこの状況で

のスポーツ競技の参加は認められず大会に参加できませんので返金は来年のエントリー費にして頂きたいです。

大会に向けてご準備されて大変な状況だと思います。今は我慢し来年また素晴らしい伊勢志摩トライアスロンの参加を今から心待ちにしております。

・ヒルクライムのレースに参加しましたが、密にならない対策はされていました！提案ですが、スイムのスタートを一斉にでは無く30分以内に自由スタートにするかナンバー毎に細かく分けるとかで密

を避けて、待機場でのマスク義務スタートでマスク回収、リザルトの発行は無しでどうでしょうか？ハルヒルでは緊急事態宣言の都市からの参加の遠慮と、当日検温をしなかったらキャンセル扱いとし

て、参加費を全額返金する方法で対応していました。参加者はかなり少なく運営は赤字かもしれませんが、募集をしてしまったので仕方がないかと思います！久しぶりのトライアスロン、静岡からの参

加なので是非開催される事を期待したいです。

・まず，スプリントディスタンスでも開催を計画していただけたことに感謝してます

返金については，悩ましいですが，現地の特産品などを，おまけしてもらえれば良いかなと思います

一番思っていることは，以下になります

宿泊によるコロナ感染を防ぐために，当日受付の予定でした当日受付の場合，現地の待機時間が長くなるだけで，滞在時間はあまり変わらないのでコロナ感染のリスクから考えれば同じかなと思います

のでスタンダードディスタンスで開催されればなお嬉しいなと思っています

・各大会が中止・延期を発表している中、開催に不安があります。

・感染症対策をしっかりとれば安全に実施できると考えています。安全に大会を実施できたという結果を残すことがスポーツや各種イベントに関わる関係者、団体にとってうれしいエビデンスになると

思います。やめてしまうと何も残らないと思います

・感染対策を完全にすれば出来ると思う、但し緊急事態宣言中であれば中止もあるかと思います

・距離短縮に伴いバイクコースが5km4周回変わることで、5kmのコースに 大750人の選手が走行することを考えると選手同士が密集しやすくなるので、IMセントレアのような事故が起きないような

安全面での工夫をしてほしい

・緊急事態宣言が解除となっても、県またぎの移動制限が残った場合の対応も検討して下さい。また、当日受付可として頂きたいです。

・緊急事態宣言が明けて、2週間後の大会開催という事に不安を感じていて出場を辞退するか考えています。

・厳しい状況の中で開催に向けた努力に敬意を表しますが、感染防止を徹底し参加者・地域住民の皆さん安全・安心を前提に運営をお願いします。感染者になりたくはありませんし、地域へ感染を持ち

込む事は本意ではありません。

・個人的にはスタート時が も人が集まる時間帯なので、スプリントにしても同じではないかなと思っています。　感染対策を十二分になさるとは思いますし、選手も楽しみつつ、配慮すると思われま

す。心無い方がいらっしゃったら、素直に大会のホームページで公開すればいいと思います。個人情報ではく、選手に対策の方法を考えてもらうことにより次へと繋がると思います。　スポーツイベン

トではなく、社会のあり方が問われる。　主催者側としては、予め、ホームページ等で、対策などを募集すればよい。　今回、対策しなくても発表するだけでも注意喚起になると思われる。ウィルスと

戦っても無駄。アホなことは止めて、有効な対策を審議する場所を作る方が今後の子供達にも道を示せると思います。大会、開催してくださって、ありがとう。

・国体県代表の選考会として出場するので、三重国体リハーサル大会だけでも開催をお願いします。

・今回、コロナ禍なので仕方がないかと考えます。参加する人、スタッフ、ボランティアの感染リスクを下げる意味では、スプリントかと考えます。

・大会中止であれば、全額に近い返金を希望します。或いは経済効果を考えて大会延期をお願いいたします。

・昨年からのスライド組はどんどんお金が目減りしていくのが残念です。その辺がどれぐらい考慮されるのかは意見を決めるに当たってなかなかのウエイトを占めます。

本来であればスプリントのために遠征はしません。でもこのようなご時世、スプリントでもありがたいとは思っています。

なので基本的には開催されることになれば出場しますが、地元に反対されたコースを走って歓迎されないレースであってはいけないと思いますので、決定においては地元の理解ありきだと思います。

・事務局様におかれましてはここまでのご準備等大変ありがとうございます。

遠方より来る身としては、スプリントレースとショートでは大会の価値そのものが違ってきます。規模縮小であれば大会を延期もしくは中止としてある程度の参加費の返金を求めたいと考えます。ご参

考としていただければ幸いです。

・自分は、ワクチン接種2回すんでいる。感染予防に留意して大会施行を希望する。

・出場はしたいが、この状況下、開催地に迷惑は掛からないのでしょうか。県外から行く者として、その影響は考えたい。しかし、出場はしてみたい大会です。そして、このアンケート結果をきっちり

開示して欲しいです。また、再検討に至った経緯もしかり。

・出場選手は、当然ながら地元の方への配慮をできる人たちだし、これまでに実施されたレースの経験からもマナーをわきまえているはずですので、選手の自覚を強めるような連絡もすれば、感染リス

クは低いと思います。スタンダードディスタンスでの実施も再検討していただけると嬉しいですが、スプリントでも、実施していただけることに感謝します。

・色々とご検討頂きましてありがとうございます。レース距離が短くなるであれば、参加費は下げて欲しいという声があると思います。余剰金が捻出出来る前提ですが、運営費の内訳を公開して、余剰

金を三重県のワクチン接種支援などに募金するなどすれば、参加が支援につながることで、距離が短くなっても満足感が出るのではと思いました。
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・世の中がよくわからないことになっているので運営されている側も大変だと思いますが頑張ってください。スポーツイベントが軒並み中止になっているのでできれば参加したいなぁとは思っていま

す。ただし、屋外のスポーツイベントですので、マスクの強要は無しにして頂きたいと思っています。マスクについては身体的な理由でつけれない人もたくさんいますのでそのあたり考慮して頂き、一

律の感染対策にも全くなっていないような飾りのマスクを強要する事だけは避けて頂きたいです。もしそこが条件となる場合は参加を見合わせたいと思いますのでそのあたりもHPか参加要項などで明

確にしてください。よろしくお願いします。

・是非、コロナ禍のレガシーとなる大会になるよう開催をよろしくお願いいたします。昨年は申し込んだ大会全てが中止となり、モチベーションを保つのが大変でした。大会と合わせて、観光旅行もす

るので是非、開催をよろしくお願いします。

・前日入りしないので、スタート時間はできるだけ遅くして頂きたい。

・地元の人の思いを一番に考えてください。

・地元の方のお考えを尊重します。

・地元の方のご意向を優先いただければと思います。

・同伴ゴールは叶えたい。不可なら出ません。エイドは1ヵ所で十分。ゴール直後のスペースが狭い。完走タオルの手渡しは不要。現地でのリザルト印刷は不要。

・浜島市街地は避けスプリントオッケーです。これ駄目ならオリンピックも国体も駄目になります。

・富士ヒルは徹底した対策で5千人超規模で開催された。競技が異なるがやりようはあるのではと思います。ご再考を。

・返金などは運営が赤字にならないように設定すればいいと思います。宮古島みたいに全額返金の必要はないと思います。できれば来年の参加で参加決定のうえ、割引クーポンなどいかがでしょうか。

そうすれば現金の確保も出来ますし悪くないと思います

・無事に感染予防対策ができた状態で、他府県ナンバーの自動車が安心できる状態で停めれたら助かります。

・練習始めて2年になりますが１度も大会出れておりません、なんとか開催してもらえる事を祈っております。宜しくお願いします。

・このようなご時世で本当に悩みに悩み抜かれていると思います。開催頂けるような方向で進めていただき、ありがとうございます。初出場ということもあり、できればオリンピックディスタンスで出

場したいと思っています。時間を大幅にずらすなどそういった対応頂けると大変嬉しいです。

・コロナ禍で、気力を無くしてます。

【［問２自由記入欄］ご希望やご提案③】
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・このコロナ化、運営サイドも大変だと思います。ありがとうございます。スプリントでも参加したいと思いますが、やはり、昨年中止で今回はスプリントとなると正直、納得いかないとこはありま

す。優先権あったとはいえ、2回もスタンダードの料金払ってこれではさすがにというのが本音です。

一部の料金返却した上でスプリントやってほしいのが、1番の希望ですが、無理なことは承知してます。可能な範囲で地場のお土産とか何か地元にも優しい対応をして気持ちよく参加させて頂ければ嬉

しいです。当日開催されること楽しみにしてます。

・　以前参加費について事務局に「今までより参加費が上がっているのは何故か？」ということを問い合わせさせていただきました。その返答の一部抜粋させていただくと、

「支出について

・コロナ対策備品借用費の増額

・コロナ対策消耗品費の増額

・コロナ対策での競技説明会WEB開催の構築費

・スタッフの確保」

　とありました。

これはある程度今の状況を予期してのコロナ対策費も含めて参加費の増額をしていると思われます。にもかかわらず今更中止というのはいかがな物でしょうか？緊急事態宣言が出ているのなら致し方無

いと思いますが、今の政府の動きでは少しずつ感染者数も減ってきているので6月20日には解除の方向で動いているように受け止められます(オリンピックも含めて)。何も宣言も出ていないのに中止と

いうのは何のために参加費を増額したのか？コロナ対策のために増額しているのに、その対策をせず、コロナだから中止？これは筋が通らないでしょう。中止になった場合はそのあたり(コロナ対策費も

徴収したけど、その対策をせず中止しましたという理由)も含めて納得のいく説明をホームページで記載する義務があると思います。

また、中止時の返金額についての内容。中止の判断をした日までかかった(内容を記載)費用を差し引いた金額にコロナ対策費(コロナ対策費はかかってない)を足した金額になると思われますが。

正直なところ5月から週末は浜島で試走をしています。先日距離、時間短縮でも開催するというアナウンスがあり、それからも週末は浜島で練習を重ねています。往復の交通費だけでもばかにならない

です。また、参加費の手数料。わざわざコロナ対策費を含めて増額しているのでその手数料もばかにならない。

中止するなら4月中には判断を下すべきだったと思います。今更中止？ありえない。中止するのであれば参加者に負担ばかり押し付けず、大会実行委員会？事務局？もペナルティを負うべきです。ケー

ブルテレビも地上波もありますので面前で中止に至った経緯を説明くらいできると思いますが。今年こそは開催されることを願ってます。

・2020の中止時の選択として、2021年の出場権希望、一部返金希望があったが、出場権を￥25,000で買い取りそのまま移行するものと考えていた、しかし実際は追い金が発生しており、その詳細説

明が一切無かった。

運営部門に電話して回答を願うも、的を得ておらず詳細がわからない回答であった。恐らく、国語がわからない担当者なんだろうと感じ、あきらめました。詳細とはなにか出場権とはいくらで買い取る

のか出場権とは別に、エントリーフィーはいくらなのかそれくらいはお金の話、契約の話なのに説明できないとは悲しすぎます。私がトライアスロンにデビューした大会なのに、良い思い出も薄れてい

ます。海水が綺麗な浜島スイムが楽しくて、海岸線をライドするのが気持ち良くて、

ランを耐えてゴールの達成感が嬉しくて.......なんだかね。【貧乏人をあざ笑う大会】なのかっ！て感じてます。

・オリンピックとスプリントでは全く別競技です。　遠方からはるばる行って駆けっこやって帰るのは嫌です。

スプリントだから感染対策出来てますというのもおかしいと思います。運営側の苦労や葛藤も理解できますが、コロナで中止なら返金しますといってスプリントで濁すのは、詐欺にあったようです。ス

プリントになる可能性が明記されていたでしょうか？

オリンピックディスタンスを出来ないようでしたら中止すべきだと思います。

・お世話になります。

今年で４回目のエントリーで毎年楽しみにしております。

様々な調整の結果、距離短縮での開催に行き着いたのだとは思いますが、八月〜十月に距離短縮せずに開催延期の選択肢はなかったのでしょうか？真夏からずらせばエイドもボランティアの人員を減ら

せる等、プラスの要素があると思います。

また、ショートからスプリントへ距離を短縮したところで、大して時間もボランティアやスタッフの人員配置や人数に差は無いと素人ながら思います。

参考情報ですが、私は滋賀県守山市で5/23に開催予定だった大会にエントリーしておりましたが、距離も短縮せず、秋に延期開催予定で大会から連絡がきております。トライアスロンに限らず、ス

ポーツの大会が中止、延期が続出する中、いつまでも科学的根拠のない自粛を続ける必要があるのか、と個人的には思っております。また、このような大会中止や延期、規模縮小等が継続すれば、間違

いなくトライアスロン、スポーツの文化の衰退に繋がり、普及の足枷となるのではと危惧しております。

自治体の協力や地元の方の安心あっての大会開催だとは思いますが、既に予定通り開催された他地方での大会でも、大会開催が起因のクラスター発生等の事例はありましたでしょうか？そこまでお調べ

済みでしょうか？私はそこまで調べておりませんが、ニュースにもなってない現状だとそのようなことは発生してなかったのではと予想しております。申し訳ありません、生意気に長々とブツブツ独り

言のようになってしまいましたが、私は初めて出場した大会が伊勢志摩の大会であり、これからもずっと出場したいと思える数少ない大会なのです。中止や規模縮小は今後の大会の火を消してしまう可

能性もあるのではないかと危惧しております。どうか、どんな形であれ大会開催を規模致します。宜しくお願い致します。

今回のアンケートの趣旨とは離れますが、いつか伊勢志摩の大会をミドルの距離で開催していただきたいです！（以前のアンケートでも回答しております）

・コロナで去年も中止。今年も、コロナの影響はあるとは思いますが、こんなギリギリまで開催します的な感じで進めて来て、今更って感じですねぇ。大会運営の皆さんも、すごく迷いがあったと思い

ますが、今このような事でアンケート取るぐらいやったら、もっと早くに中止の判断された方が良かったと思います。選手のみんなは、ほんまに楽しみにして、それぞれ大会に向けて練習してきたと思

います。そのうちの1人です。家族の時間も犠牲にして浜島まで出向いて、しっかり練習してきました。そんな選手は、一杯居ると思います。練習時に、いろんな選手とも出会いました。もし、今更中

止を判断されるのであれば、選手全員が納得行く説明と、大会参加費についてのしっかり説明をお願いしたいです。運営事務局のギリギリまで、開催したいと言う気持ち十分わかります。いろんな事で

議論されて来たと思います。なので、一選手としては開催して欲しいですが、コロナ禍の中、中止の判断をされるのであれば、苦渋の決断をされたと自分自身、しっかり受け止めて、次回開催される日

を楽しみにしたいと思います。言いたい事、言ってすいません。事務局の苦労は、計り知れないですが、ちょっとでも協力できたらいいなぁって、思っています。皆さん、本当にありがとうございま

す。

・コロナ禍でも石垣島等開催できているレースがあります。その他にも中止時は全額返金の大会もあります。キャンセルを認めないオリンピックディスタンスからスプリントディスタンスへの変更は、

選手にとって裏切り行為に感じます。開催か中止かの2択で、中止の場合、準備費用の明細を明らかにしたうえで、残りを返金するのが正義だと思います。

・コロナ禍の中、競技に関しての議論は難しいと思います。オリパラすら決まっていない中ではありますが、選手の意見もすこし確認いただけますと幸いです。

・スタンダードとスプリントは大きく異なるので、あまり参加したくはないです。

・もし実施するのであれば、ボランティア縮小の中、同じ参加費で行うことについて理解しがたいです。

・距離を半分にするのではなく、近隣県もしくは、公共の交通機関を使わない方などで参加者を半分にすることも考えられるのではないでしょうか？ボランティア費縮小のため、コースの周回は増えて

もよいと思います。

・昨年も一部返金となりましたが、返金率が少ないように思いましたので、キャンセル一部返金or繰り越し権利と選べるようがありがたいです。

・スタンダードで申し込んだ参加者だけ割高で短いレースをさせるのは乱暴すぎませんか。そもそも別の種目で料金も違うのですから、スタンダードディスタンスは大会中止・一分返金とした上で、ス

プリントディスタンスの追加募集をかけるのが筋と思います。返金が難しいのであれば、2022年大会の優待参加が 低条件と思いますが。

・スタンダードとスプリントでは、競技そのものが違うと思います。このような情勢とはいえ、勝手にスプリントにして開催…というのは納得できません。単に距離が短くなった…ということではな

く、競技種目そのものが変わっているので、出場選手に対して失礼だと思います。

・スプリントディスタンスでの出場に気持ちを切り替えたところにこのメールが届いたので、また気持ちが下がりました。ブレないでほしいと思いました。

・スプリントディスタンスではなく、スタンダードディスタンスに戻すべき。なんでもかんでもコロナ感染対策としてはいけない。拘束時間が2時間でも4時間でも大差ありません。

伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

【［問２自由記入欄］ご指摘やご意見①】



・スプリントでも出場したい希望です。でも金額がは、スタンダードですよね。やはり開催するのであれば、スタンダードでの金額で開催するべきだと思います。皆生では、ＰＣＲ検査実施した者、ワ

クチン接種された人は、出場可能。と工夫された開催を試みています。短くすればいい。と言う判断はいかがなものかと思います。開催すれば、短くても長くても同じなのでは？競技中は密閉、密接

は、ないですよね？であれば、3密でもないわけです。またオリンピック開催されるのであれば、やはりそれに向けた大会も開催していくべきだと思います。

的確な判断をされる事を、願っております。

・スプリントなら感染拡大防止を保てた開催になる。という発想が「誰の顔色を見て決めたんだろう？」と思う。非科学的すぎる。やるならODでやっても同じです。勇気を持って決めたならODそのま

まにすればいいのに。本質を見ていない感情論の意思決定。ODでやらないなら本部の決定として中止して返金or来年持ち越しにすればいい。

・スプリントにしては料金が高すぎる

・できればスタンダードディスタンスとして参加したかったです。スプリントでも、スタンダードでも伊勢に宿泊をして競技をすることに変わりありません。滞在時間が若干短いからという理由でスプ

リントに変更する意味があるのか正直、疑問を感じます。4月に行われた石垣島トライアスロンに参加しました。エリア入場前に体温測定、消毒は当たり前ですがスイム試泳直前までマスク着用、ラン

のゴール後はマスク配布即着用でした。競技後にクラスターが発生したという話は聞きませんでした。それではダメなのでしょうか？

・トライアスロン人気投票で、毎回上位の伊勢志摩里海トライアスロン、どんなにいい大会が経験できるのかとはじめての参加をとても楽しみにしていました。しかしながら、コロナのウイルス変異に

今年は翻弄され、大会中止も覚悟していました。実際問題、他のトライアスロン大会は軒並み中止されています。

地元住民や、参加するトライアスリートの健康ことを本気で心配されているなら、大会はもっと早く即座に中止決定していたはずです。にもかかわらず、中止の決定がなされなかった伊勢志摩トライア

スロンの事務局、関係者の方々には大変失望いたしました。　また、スプリントへの変更については、一つの案だと思いますが、考えてもみてください。３万円近くするエントリーフィーに対して、ス

プリントは到底、見合う額ではないです。それなら、やめとこうというアスリートも多いはずです。私たちは、決して裕福ではなく、練習時間も仕事以外の時間を削って捻出しています。また、練習拠

点のスポーツジム（プール）が閉鎖されているアスリートもいます。そういった個々の事情は考慮されてもいいはずです。私は出場辞退される方には全額返金、もしくは事務費を差し引いて返金される

べきです。

とてもいい大会だと伺っていましたが、個人的には二度と参加することはないでしょう。選手や地元住民へ対する思いがみじんも感じられないなんて、いくら海が綺麗であろうが問題外です。とても今

回の判断は残念に思います。

・ボランティアさんの軽減とありましたが屋外での競技であり時間の短縮ですがスイム。バイクでの接点は少なく疑問です、また猛暑は毎年の事で理由とするに変かと思います。おそらく大会当日まで

にはかなり感染者も減るかと思いますが、また国体はもっと多くの方が携わるのでしたらリスクは必ず増えるのですからこの大会が難しいとなれば国体など出来るのでしょか？しかし主催者に大会開催

の権限があるのでその大会に同意しての参加ですので僕等にその権限が無いので仕方のない事です。事なかれ主義はもう飽きましたね。

・もしクラスター拡大なら批判殺到でイメージが良くない

・もちろん、せっかく遠くから行くので、できるだけ長い距離でやりたいです。ですが、距離を縮めることが感染拡大の抑止になるのならば、中止になるよりは開催されたほうがいいと思うし参加しま

す。ただ、正直、距離短縮で効果があるのかは疑問に思っています。やはり本音は予定通りの実施をお願いしたいです。このように本気で検討してくださる姿勢には感謝しかありません。 終的にどん

な決定でも受け入れます。

・運営の方々におかれましては、難しい状況で協議をし、 良の形を模索してくださったかと思います。心からその思いに感謝をしています。

ただ、出場する側からすると、スプリントにすることで、感染リスクが軽減されるとは思いません。むしろ、トランジット等で密になるのでは？と思います。

また、距離が短くなってもレースに向けておこなうコスト(移動を含む拘束時間、レースに向けた準備、宿泊にかかる費用など)は同じです。リスクが変わらぬまま(変わらないと感じられぬまま)、距離

が短くなる…、スプリントになるのであればキャンセルしたいと考えていました。

変更の連絡を受け、即座にHPにアクセスし、キャンセルフォームがないか探し、見つからなくて落胆していました。このようなアンケートを行い、意向を汲んでいただきありがとうございます。

・遠方からの参加なので、スプリント・ディスタンスのために伊勢まで行くのは残念な気持ちです。返金または次年度へ参加権繰越等の対応をして頂けると嬉しいです。

・何度も家族で参加、大好きなので今後も勿論参加。ただ今回は、やり方に疑問。繰り返された主催者アナウンスを懐疑的に見ていた（他大会は軒並み中止又は延期）。直前まで開催を匂わせ、一方的

にスプリントというのは、この情勢下で通常開催を望まないが、なぜ延期や来年の繰り越しエントリーを選択しないのか（勿論、検討されたとは思うが、なぜスプリントで開催する必要があるのか説明

もない）。一般参加者だが、普段のトレーニング並の事をするのに、時間や参加費、宿泊費、この情勢下でのデメリットも含めば、遠方から宿泊までして参加するメリットは薄い。開催地の協力あって

の大会なので、通常必ず２泊はするが、今年は無理してでも当日エントリー日帰りを検討（単純に「勿体ないから仕方なく」）。昨年ＩＭ（セントレア）で事故を目の当たりにしたが、スプリントなら

狭く短いコースでそういった危険が増大するのに懸念点のアナウンスも無い。参加者は大会までに競技能力だけでなく様々な調整をしていることが置き去りにされてる感が…主催者と関係者の苦労もわ

かるだけに複雑。

・開催自体には、感謝します。ただ、スタンダードがダメでスプリントがいい理由が分かりません。時差を大きくしてスタートするなど調整ができるのであれば検討してほしい。私の場合、兵庫県から

交通費や宿泊費を使って参加するのでスタンダード以上でレースしたいのが本音です。しかし、色々と調整いただいた結果とも認識していますので、当日は感謝しながら楽しみたいと思っております。

・各種目を半分にしてもしなくても、感染の確率は変わるんでしょうか？中止にするなら感染は０でしょうが、中止にしないなら、しっかり感染対策をとった上で、それを発信して、フルでやってほし

かったです。といってもスプリントでも出場はしたいと思いますが。

・楽しみにしていた大会です。人が集まることに変わりなくスプリントにする意味が理解できません。それであればキャンセル返金対応お願いします。外でやるスポーツ何が問題なのか理解に苦しみま

す。運営側のスプリントにする判断には残念です。

・感染対策を徹底されているのなら、オリンピックディスタンスでもスプリントディスタンスでも同じだと思います。それが安心安全な大会だと思います。逆に感染対策が徹底できないのであれば大会

自体を中止すべきだと思います。

具体的な対策は何も言えず「安全安心」しか言わないオリンピックが強行されるように、100％パーフェクトの感染対策は無理だと思います。

なぜオリンピックディスタンスがダメで、スプリントディスタンスはOKなのでしょうか？距離が短くなり時間が短くなれば安心安全なのでしょうか？

・距離の短縮変更後の具体的な内容報告が遅いと感じます。情報が出てこないので不満を増幅させている人もいると思います。距離を短くした事での割高感を払拭できる策が無ければ中止も止むなしと

も思います

・現時点でグッズ等でお金が出ていて、全額返金が不可能な事は理解出来ます。しかし、感染を抑える為に距離を短縮するのは違うと思います。感染対策を考えるなら、やるかやらないかの二択ではな

いでしょうか？選手は、こんな時だからこそ、尚更開催か中止の二択だと覚悟してエントリーしていると思います。又、勤めている会社によっては、主催者の中途半端な決断如何では、参加自体不可能

な所もあります。そういった都合も考えると返金すべきではないでしょうか？レースに出たい、やりたいしか考えてない人もいます。そのような方は、基本的にはコロナを大きな問題だと思ってない行

動を普段からしている可能性も高い。主催者側のおもいもわかります。冷静なご英断を望みます。

・今回、密を避けるためにスプリントにしたと理解しています。しかしこれはかえって密を悪化させるのではないでしょうか？競技時間が短くなれば、ゴールでの時間差もつきにくくなり、短時間にた

くさんの選手がゴールしてくることになります。またランもバイクも、狭い周回コースに、大勢の選手が入れば、これも密になります。ですから密を避けるためのスプリントへの変更なら、運営委員は

勘違いをしていると思います。

そもそも世界中のどのトライアスロンの大会でも、また７千人規模で行った名古屋ウィメンズマラソンでも、クラスターは発生していません。みなさん過剰反応しすぎではありませんか？

確かにこんな時期に大会を開催するなんて、おかしいんじゃないのか？なんて言う意見もあるかもしれません。しかしそうした人は、なんのエビデンスもなしに、ただ文句を言いたいだけの人です。実

際に野外で開催されたスポーツでのクラスターは、世界的に見ても報告はありません。批判が怖くて大会を中止していたら、何もできなくなってしまいます。もっと毅然とした態度で、堂々と胸を張っ

て大会を開催すればいいと思います。小さな地方大会をコツコツ積み上げていくことが、日本主権ひいてはオリンピックやW杯につながるのではありませんか？みんなでスポーツの底力を、素晴らしさ

を、感動を見せてやりましょう。応援しています。

【［問２自由記入欄］ご指摘やご意見②】
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・今回アンケートという形で皆さんの意見に広く耳を傾けようという事務局、関係者の皆様の誠意ある対応には感謝します。ただし、返金金額を明らかにしない中で、上記のアンケートに意味があると

は思えません。私自身、例えば常識の範囲での手数料（参加費の10~20%）を差し引いて払い戻しが出来ればキャンセルします。逆に半分以上を手数料で差し引かれるのであれば、しぶしぶ参加を考え

るでしょう。現時点で収支計算が出来ないとすれば、コロナ下でイベント開催を計画する実行委員会として計画が甘いと指摘されても仕方ないと思います。長文失礼しました。

・今年は開催することを前提にエントリーが開始されたと思います。今更、中止はありえない。また、スタンダードディスタンスにするべきです。

もちろん地元の方のご意見を重視するのが大切ですが、そもそも感染対策をする事で開催することを決定されたと思います。

もし、中止にするのであれば、全額返金すべきです。

・再度検討頂きありがとうございます、スタンダードで申し込みをしスプリントに変更内容がやはり納得がいきません、今回は辞退の予定で考えております、返金いただければ幸いです、協議よろしく

お願いします

・昨年もコロナ禍の中で殆どの大会が中止になっているにもかかわらず感染拡大せずに無事開催されていた大会がありました。大変苦労されたと思いますが逃げずに開催してみんなに勇気を与えてくれ

た大会がありました。今年の秋の開催予定の大会も早々と中止を発表する大会もあり疑問に思うところもあります。新規感染者数も減少傾向にありますが10年くらいは感染拡大は止まらないと言われて

います。大会の開催意義や何を持って大会の開催を決定するのかを協議して頂いて開催可否を決めて頂ければと思います。

・事情があるとは思いますが、正直なところ開催日の1ヶ月以上も前に競技内容の変更を決定する事には違和感を覚えました。また距離を短くすることと感染予防の因果関係も不明瞭です。地域住民へ

の配慮かもしれませんが、そもそも県外参加者の多くはホテルや旅館を利用するので、この厳しい環境下で幾分かの地域貢献にもなるのに、選手に変更を強いる事が、本当に地域住民の総意かも疑問で

す。緊急事態宣言下ではない大会運営は横浜で立証も出来ています。

・実行委員会の皆様、ご苦労お察しいたします。

コメントさせていただきます。

屋外のスポーツイベントがクラスター等の感染拡大につながった実例はあるのでしょうか？　本来こう言ったことは科学的データに基づいて判断すべきと思います。海外ではワクチン摂取がよりすすん

でいるということはありますが 近はかなりのイベントが再開されているようです。大会参加者・関係者が無症状でもウイルスの媒介をするということは考えられますが、重症化や死に至るということ

を問題とするのであればそのリスクが大きい70代以上の方々のワクチン摂取の見通しがついた段階で開催の方向に舵を切るべきと思います。国民感情・世間体という風潮（報道の姿勢によるものかもし

れませんが）には逆らいにくいということは重々承知しておりますが、昨今の過大な自粛の雰囲気に対して一言物申したくコメントさせていただきました。次々と中止が発表される中ですが、開催して

いただけるとありがたいですが正直スプリントというのは苦肉の策でしょうが中途半端な感はあります。遠出してわずか1時間30分程度で終わってしまいますからね。もちろん何かの間違いで志摩地方

で感染拡大（私は無症状や軽症であれば問題なしという考え）して入院治療が必要な方が増えるということは本意ではありません。期日も迫っており宿の予約や開催日前後の予定をどうするということ

もありますので決定しましたら早急に発表願います。

・先日、様々な対策を講じられて無事開催された横浜トライアスロンを完走した者です。

一報でスタンダードディスタンスがスプリントディスタンスとなった掲示を目にした時に、昨今延期や中止を決められる大会が多い中、なんとかしてやり抜こうと言う開催される意気込みを感じてモチ

ベーションが高まりました。

その反面、開催一ヶ月前のこの時期に開催自体を問われるアンケートを告知されるのを目にすると、遠方から出場を検討してきた者としては、付随する宿泊施設や交通機関へのキャンセルも考えなくて

はならず、なかなか心中穏やかではいられません。

ですが、万が一中止が決まったとしても開催しようとする姿勢は、この先も諦めないで欲しいです。

主催者が"開く"と決められたのであれば、"出る"ためにチカラを尽くすのが競技者なのですから。

・大会運営お疲れ様です。

せっかくのスタンダードでの伊勢トラなのにスプリントでは納得いきませんし、コロナで変更なら開催事態が問題があるのではありませんか？

それなら1年ガマンしたしコロナ禍もわかるので延期でよいのではないですか？出来たら追い金などはやめていただきたいです。よろしくご検討よろしくお願いします。

・中止なら分かりますが、スタンダードとスプリントでそんな差があるかがわからない。当日エントリーなど、工夫すればスタンダードで開催できるはず。

・東京オリンピックも開催される中、何故本大会がこの様に軸がぶれるのか理解出来ない。無観客でも当初予定通り開催して欲しい。

・返金は絶対的な要望ではないですが、スプリントへの変更の理由に対して今一つ納得できない部分があります。

①安全性に対する配慮となっていないのではないか？

　地元の参加者を除き、大半の方が宿泊をすると思われます。リスクはそこからあるはずです。そして、レース中よりも開始前・ゴール後の方が接触機会が多く時間も相応にあると思われます。

　そのような状況下で、スタンダード?スプリントへの変更がそれほど効果的でしょうか？

②コースの変更について

　バイクのコース変更は、沿道にほとんど人がいないアップダウンが続く部分（記憶違いでしたら申し訳ありません）で、そこをカットすることに有効性を感じません。

③ランコースについて

　コース周辺の方々の不安は周回数の減少で収まるものなのでしょうか？

　家のないところを走ればいいような気がします。（いろいろな制約はあると思いますが）

④熱中症対策は余計

　「熱中症対策を兼ねる」のならば、今後大会を7月に開催するべきではないと思います。

　また、7月に開催するのならば、今後もスプリントにするのでしょうか？

　私のこの大会の印象（過去の参加経験より）は、

　①海が非常にきれい（石垣島よりも良かったです）

　②バイクのアップダウンが独特

　③地元の方々の声援を身近に感じるランが楽しい

　です。今回、これらが短縮あるいは削除されてしまっていますので、参加はしないと思います（近ければ別の判断をすると思いますが）。

　運営上の費用等につきましては我々では分かりかねますので、返金等につきましてはもちろん決定に従いますが、わかりやすいご説明をいただければ幸いです。

・連続キャンセルは痛い。

・これ以上の変更は準備に対応が困るので、やめてほしい。

・このコロナ禍で開催に向けて皆様に努力していただいているのはわかりますが、大会への申込みにあたっては大会の場所やレースの距離などを考えて申し込ませていただいているため、その点は考慮

して欲しいと感じました。宿泊など地元の皆様へのお金を使わせていただきたい気持ちはありますが、レース代金、交通費などがレースに対して割高になりすぎてしまうため現状はキャンセルをしたい

と考えています。ご検討よろしくお願いします。

・ディスタンスがスプリントに変更という判断は、コロナ感染とは関係がない(あまり意味のないことでは)と考えています。対策をしたという形式だけのような印象を受けました。

いろいろな方のご意見もありますし、どちらを選択しても賛否両論あると思いますし、何方を選択しても批判も賛成もあることでしょう。私の本音は、通常実施していただきたいですが、やるか、やら

ないか、どちらの選択をされても甘んじて受け入れます。開催者のご苦労もよく理解できますので、多様な意見に囚われずに、決断されればいいと考えております。ほんとうにご苦労様です。

伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２１

大会開催に関するアンケート調査結果

【［問２自由記入欄］ご指摘やご意見③】


