２００７第８回
ひわさうみがめトライアスロン
アンケート集計結果

レース参加者数

659

人

アンケート回答数

265

人

回 答 率

40.2

％

と き：２００７年９月１６日（日）
主催：美波町･社団法人日本トライアスロン連合

１．スイムコースについて
日和佐川に変更したことは
回 答
良かった
悪かった
その他
未回答

人 数
191 人
11 人
56 人
7人

日和佐川に変更したことは
その他
21%
悪かっ
た
4%

未回答
3%

良かっ
た
72%

その他と回答した方の意見

回答 53人
結果的には大浜海岸でも可能だったと思います。もう少しだったので、どうせならせめて1.5kmにしてほしかった
という気持ちはあります。
人が多くて泳ぎにくかった。ずっとバトルのような感じでした。塩辛くなかった。
初参加のため、良悪がわかりませんが、問題なく泳ぐことができました。
仕方がない。
初めてのためわかりません。
波の高さを考えると仕方がないと思う。真水部分では臭いが気になった。
仕方なかったので、今後もあり得ると思っています。
今回の波なら、いつものコースでいけたと思う。
悪くもなかったが、やはり海のオープンウォーターが良いねぇ。
仕方ないと思います。しかし、スイムが出来て満足です。
波が高くても海を泳ぎたかったです。
コース地図が欲しかった。
台風の影響のためやむを得ない措置と考える
できれば、皆海で泳ぎたかったのでは？
距離が短かったことが残念。変更においては、前年とのタイムの比較のため、距離についても考慮してほしい。
海で泳ぎたかったけれどあの波では仕方ない。
大会本部の判断は適切だと思います。本当は海で泳ぎたかった。
波がない分、川の方が泳ぎやすいと思う。
安全な大会運営のためにはやむを得ない判断であった。
初めての出場でしたので、比較ができません。
一昨年に比べれば波はそれほどでなかった。大浜で泳ぎたかった。
判断はよいが、きちんと1.5km測定してコース使ってほしかった。
波の影響は仕方ないと思いますが、美しい海で泳ぎたかったです。
問題はなかったが、1500m未満ということで残念です。
初回で、比較できません。川の流れがきつかった。
どちらかといえば、太平洋で泳ぎたかった。
海が荒れているなかでは仕方なかったのではないでしょうか。
事故があっても大問題だし、変更したのは良かったと思うが、きれいな海で泳ぎたかった。
本当は海で泳ぎたかったですが、荒天時の代替コースであることは良いと思います。
本当は海岸を泳ぎたかったが、川でも問題なかった。
安全面からはよかったですが、今回川でのスイムは残念でした。２～３年前にも選手が波を判断する時があり
ましたが、それを考えると今年はよかったです。
初参加なのでわかりません。
泳ぎやすくて良かったが、距離が少し短かったのが残念。
従来の大浜海岸前を泳ぎたかった。
高波のため、やむを得ない措置であったと思う。
よかったが、次回は海の方がよい。やはり海の方が気持ちよい。
やはり、きれいな海で泳ぎたかった。淡水で泳ぎやすい反面、バトルがはげしく、泳ぎづらい場面もあった。
淡水と海水の混じったところで泳ぐのは初めてでビックリしました。
仕方がない。
コースを把握していなかったので、ずいぶん大回りしたみたいです。
コース幅が狭い。
初参加の為、本コースと比較できないので。
しょうがない判断だと思う。
少し船のエンジンのような臭いが気になった。
初参加のため比較できない。
リレーでの参加でしたので、スイムには出場していません。
仕方ないと思う。本当なら大浜海岸がいいのですが、安全の面を考えると仕方ない。
仕方がないと思う。
波があったので仕方ないです。

個人的には海で泳ぎたかった。
良いも悪いも、スイムが実施されただけで十分です。
台風の為仕方がない。良い判断だと思う。
台風のためなので、今回は安全のため変更して良かったと思います。

大浜海岸前と日和佐川のコースでは、どちらが良いですか？
回 答
大浜海岸前
日和佐川
未回答

人 数
143 人
48 人
74 人

大浜海岸前と日和佐川のコースで
は、どちらが良いですか？
未回答
28%
日和佐
川
18%

スイムコースについての意見等
（コース変更を「良かった」、大浜海岸前コースが良いと記入した人の意見）

大浜海
岸前
54%

回答 72人
出来れば、海で泳ぎたかったが、波が高い時は川に変更という形で良いと思います。
ブイでターンする時、人数が多いため混雑していた。今回は参加人数が多くやむをえないと思います。
第１ブイが近いためバトルが少しきつかった。
本来のコースで泳ぎたかったが、あの浪では仕方ないと思うし、前日からコース変更を言ってもらって良かっ
た。日和佐川で折り返しのブイがどれかわかりにくかった。最後のブイの色か形が違っていたらいいと思う。
大変良かったと思います。水温の変化及び塩の流れなど新鮮でした。水のきれいさが良いのと海で雄大な所
がいいです。いい大会のコースでとっても良かったと思います。
水が濁っていて、泳ぐ方向がわからず、前もって泳ぐコースを図で示して欲しかった。
日和佐川では最初のコーナーへ向かってコースが狭くなるので、バトルがきつくなるので、もう少し川へ出る向
きを考えてほしい。
川の水がつめたく、気持ち良かった。
波がなく泳ぎ易かった。でもトライアスロンのスイムは海の方がスリルがあり、良いと思う。
今回は、やむを得なかったと思うが、水質も良くなく、第１ブイまでの距離も短いため、バトルもおきるので、大
浜海岸がベスト。
台風の影響でうねりが残り、コースを日和佐川に変更したことは安全面等を考えて妥当だと思いますが、瀬戸
内海で泳いでいる者にとって、太平洋で泳ぎたい気持ちが強いです。コース幅が狭く、ウェーブの人数も多かっ
たので、バトルが大変で最初はとても泳ぎにくかったです。
やはり太平洋の荒波を泳がないとうみがめ大会の意味がない!!
自然相手なので、コース変更は正しかったと思います。
各ウェーブの出発時間の間隔を長くして、後発の早く泳ぐ人を泳ぎやすくして欲しい。
ウェーブの間の時間を５分にした方がよい。
スイムコース良かったです！
ウェーブスタートの間隔が短いと思います。
安全面を考慮しての日和佐川への変更もやむを得ない事とは思いますが、自然の試練に挑むのもトライアスロ
ンの意義かとも思いますが…
今回初めて参加したので、本来の海岸前のコースは分からなかった。が、やはり日和佐に来たからには、川で
なく海で泳ぎたいと思った。
真水なので、ベトベトしないで良かった。大浜海岸も雄大で良いのだが。
狭かったけど、波を考えれば良い判断をされたと思います。
ただ、距離が短くなったのは残念。
始めのコーナーまで距離が短くバトルが続き辛かったが、臨時コースなので仕方ないですね。もっと荒れた海を
泳いだ経験も（レースで）ありますが、スイム実施して下さったことに感謝しています。
男女別のウェーブ設定ではなく、男女合わせての設定（スイムタイムによる）で良いと思います。女性選手に
は、スイムを得意とする方が多いので、バトル緩和になると思います。
今回は台風の影響で日和佐川になりましたが、大浜海岸前の美しい海で泳げるのが、日和佐大会の良さかな
とも思います。
波の影響からかブイが蛇行していた為、目標が出来にくかった。
最初の第１コーナーのブイで、密集し網にかかった魚の様になりました。前後左右から手足が当たり計測用の
バンドが足から外れました。応援に来た人によれば、折り返し地点の１つ手前で折り返した方が数十名いると
のことでした。ブイの間にも監視員がおられると良いと思いました。
クラゲが恐かったので、日和佐川が今回はよかったです。７月は大浜海岸前、延期で９月になれば日和佐川に
してほしいですね。
デュアスロンにならなくてよかった。
バトルがすごい。カーブのところもっとゆるやかに大きく。
淡水と海水が場所によって違って、面白い経験をさせてもらいました。

スイムは苦手なので、泳げたらどこでもいいです。
波が少なくて楽だった。スタートの中が狭いのでバトルが多かった。
波がキツイ場合は日和佐川にした方がよいと思います。（今回の様にしてください）
初出場です。天気のよい日に大浜海岸を泳いでみたい。
海で泳ぎたかったが、悪天候でもスイムがおこなえるのはよいと思う。
日和佐川のコースでは、スイムを応援者が見れて良かった!!
良…泣くが無く泳ぎやすかった。悪…距離が1400mと短かった。コースが狭かった。
波の影響が無く良かったが、コースが蛇行しているためコースどりが難しかった。
日和佐川だと100mくらいでブイの曲がるので、かなりもみくちゃにされました。
バトルが激しかったので、もっとウェーブを増やしてほしいです。
スイムスタートを３回に分けてあった点は良かったが、コースの目標となるブイが見えづらかった。（ゴーグルが
悪いのかもしれませんが…）
（日和佐川へのコース変更について）良かったのですが、距離が少し短かったのでは？ できれば大浜海岸の
方が良いです。３つのウェーブスタートは良かったと思います。今のやり方でいいと思います。（人数少なけれ
ば２ウェーブでもいいと思います。）距離が少し短かった気がします。
前日はたいしたことがないと思われていたうねりも、当日にはかなり高くなっていました。好判断でした。他の
レースならスイム中止でしょうが、サブコースのある本大会は、とてもいいと思います。
今年は波が高くて仕方なかったと思いますが、川に変更したことで折り返しのブイに向かって集団になったの
で、泳ぎにくかった。
天候が悪い時には日和佐川に変更するのはよいと思いました。
川が曲がっていた為か、ｺｰスロープ沿いが、最短コースでなく、コース取りが困難だった。
（日和佐川へのコース変更について）ゴールの頃に少し波が有ったので、これで良いか？
本当は、キレイな大浜海岸で泳ぎたかったけど、あの天候なら仕方ないし、コース変更してもらって良かったと
思います。川の水は極端に冷たい所もあったけど、それはそれで楽しかった。
今回は、安全を考慮してのスイムコース変更だったので、適切で良かった。
波もなく、塩分も少なく、泳ぎやすかったです。しかし、あまり泳ぐ機会のないオープンウォーターなので、大浜
海岸が良い。ブイのピッチを狭くして、ブイを増やしてほしいです。
個人的には海を泳ぎたいと思いますが、天候に左右されにくく、しかも水質の良い日和佐川を泳ぐことになって
もまったく問題はないと思います。主催者判断を支持します。
波が無く、泳ぎやすかった。各コーナーでの混雑が大変だった。
スタート前に岩が水中にあることを教えてもらえた。
海のキレイさが好きで、この大海に参加しているので、船の油のニオイなど少し気になりました。しかし、応援し
てくれる方々の声がきこえるので、雰囲気は盛り上がりました。
スタート・ゴールの幅をもう少し欲しいとろこですが、今回はムリですね。
（日和佐川へのコース変更について）波が高かったので良い判断だと思ったが、距離が短かったのか？距離を
1.5kmに正しくチェックしてほしい！
希望は海で２周回。
スイムを日和佐川でも1.5kmにしてほしかった。
スイムが遅いので、まわりに人がいなくて、折り返しのブイがどれか分からない。折り返しのブイをわかりやすく
してほしい。
川もおもしろくてよかったが、やっぱり海！
あの波の中、スイムを実施していただき感謝しています。今回のコースも泳ぎながら、応援者が見え、良かった
です。
バトルが心配でしたが、途中から気にならず泳げました。クラゲもおらず、まずまずでした。とは言え、やはり海
の方がいいです。
日和佐川も良かったが、波がなければ大浜海岸が良い。ウェブ数が多ければスタートでのバトルが少なくなる
ので改善してほしい。
スイムが苦手なので、波のない日和佐川のコースは安心して泳げて良かったです。距離が1.4kmに短縮されて
いたのが残念でした。
1.5kmより短かったと後で知り、がっかりした。タイムを毎回はかる（比べる）ので、1.5kmにしてほしかった。
日和佐川の方が、100mくらい短かった様ですね。同じ長さにして欲しかったです。
良好です。
1.4kmとなっていましたが、出来れば1.5kmの方が後の参考になりやすかったかと思いました。
スタート直後の右折でバトルがいつもより激しかった。日和佐川にするならウェーブをもう少し細かく分けてほし
い。
中止になるよりはとてもよかった。
急場の変更としては最適だったのではないかと思います。次回大浜海岸のキレイな海で泳いでみたいです。ス
タートをだいぶ分割していただいたので泳ぎやすかったです。

（コース変更を「良かった」、日和佐川コースが良いと記入した人の意見）

回答 35人
比較的波がない為、ＳＷＩＭが苦手な私でも、ベストタイムで泳げた。距離が短い気もしました。
日和佐川だと、近くで応援してもらえる。波がなく泳ぎやすい。塩分が少ないので呼吸しやすい。
初参加の為、大浜海岸でのスイムの経験が無く、コメントが難しいのですが、９月の大会なら、クラゲ等のことを
勘案すると、日和佐川の方が良いのではないでしょうか？

やはり波の影響がなかった点が良かった。2005年だったかと思いますが、あの波の強い（高い）中を泳いだ事
があるので、毎年日和佐川でのスイムを希望します。
波の影響が少なく良かった。
応援する側も、スイム状況が良く見えて良かったのではないでしょうか。
口の中が塩辛くならなかったのが非常にありがたいので、次回も川で泳ぎたいと思います。
レース状況が応援する人に見られるので良い。
ほぼ直線コースで泳ぎやすかったです。
今回は川だったので、水を飲んでしまう私は、塩辛くなくて助かりました。
トライアスロン２回目でした。初は地元岡山児島でプールのようなコースで自信のない自分には良かったのです
が…ひわさは、スイムコースが上級者コースと聞いていましたので、コース変更はラッキーでした。すごく泳ぎや
すかったです。
かなり泳ぎやすかった。しかし少し短いように感じた。気のせい？
リレーに出たのですが、スイムコースがよく観戦できました。ご家族の方もよかったのではないですか。
事前情報が少なかったので、当日になるまでスイムコースがわからなかった。泳いでみると泳ぎやすかった。
日和佐川の方が流が少なく、泳ぎやすかった。来年も続けてほしい。スイムのスタートの間隔をもう少し延長し
てほしい。
波が少なく泳ぎやすかった。応援の人もレースが観戦できてよかったと言っていました。
しょっぱくなくて良かった。
日和佐川の方が波もあまりないので、泳ぎやすかったが、やはり波があっても太平洋で泳ぐほうが雄大なので
よいのかなあ。結論は大浜海岸で泳ぐ方が良い。
波がなく泳ぎやすかった。人数が多く、もう１組分けて欲しかった。
私は初出場でしたが、スイムが苦手なので、波のない日和佐川が良かったです。
1500mの距離があったかどうか。
波が気にならなくて良かった。女子選手にとっては、男女同時スタートはかわいそう？
泳ぎやすかった。
波の影響がなく、泳ぎやすかった。
川だと前日から不安なくて良い。
日和佐川は、泳ぎやすく良かったです。距離が1.4kmは非常に惜しい。なんとか1.5kmにならないかと思います。
それとウェーブスタートの人数を少なくしないと、第１コーナーのバトルがものすごかったです。
大浜海岸は元々遊泳禁止なので、日和佐川にしてほしい（ウミガメを守るため）。小浜からのスタートは鋭角に
泳がないといけないので、フローティングスタートでも良いと思います。
波がなく、とてもおよぎやすかった。
良かった点：幅が狭いため、直進しやすかった。改善点：スタート時の選手密度及びスタート直後のカーブをなく
してほしい。
塩辛くなくて良かった！ 距離が短くて楽だった！
最初のブイまで込み具合はすごかったです。
急なコース変更だったと思います。仕方ないと思いますが、若干わかりにくい所もあって迷いました。
波がないので泳ぎやすかった。
うねりがないので泳ぎやすい。
川という感じはしなかった。違和感無く泳げた。

（コース変更を「良かった」、コース未回答の人の意見）

回答 39人
スイムコースは泳ぎやすかった。
初めての参加でコースのことは、わかりません。川は初めて泳ぎました。塩からくなく、左右呼吸でも見えるの
で、泳ぎやすかったです。ただ、スタートしてすぐカーブだったため、かなり混雑して、泳げなかったです。殴り合
いでしたね(^o^)
安全管理上いい判断でした。
第２ウェーブだったので、第１ウェーブの最後尾に追いつきはじめたころから泳ぎにくくなった。
初出場でしたので、大浜海岸前コースのことが分かりませんが、スケールの大きい大浜海岸前で泳ぎたかった
です。（初心者には波のない日和佐川がいいかもしれませんが）
100mおきぐらいに、コースに距離表示があれば良かったと思う。折り返しブイがわかりにくかった。もっと手前か
らでも視認できるものにしてほしい。台風の影響で海が使えなくても、代替のコースがあってスイムが中止にな
らなかったのは、とても良かったと思います。
コース変更しなければスイムはできなかった。今回がはじめてなので分かりませんが、川の方が安心感があり
ますね。波がないので安全であるが、コース幅が狭いのが難点。
最高。臨機応援の極地でした。トライアスロンのだいごみからいえば海。泳ぎやすさから言えば川。どっちとも言
えない。ロケーションはどちらでも最高です。
悪天候でもスイム中止にならなかったのは、良かった。
今回が初めてだったのでわかりませんが、やはり海を泳ぎたかったです。チェックイン後にも、もう少し給水して
もらえたら良かったと思います。水もきれいで見通しも良く、泳ぎやすかった。
1500mあったら良かったです。
折り返してくる時に選手がつっこんできた。コの字に折り返しをしてほしい。
保安の方が多く安心して泳げた。もう少し組を増やした方がバトルにならず泳ぎやすくなるのでは。

あの日の波では、日和佐川で大変よかったと思います。今回は初出場だったため大浜海岸前のコースは知り
ませんが、来年以降ぜひ泳いでみたいです。
最終コーナーブイ（黄）がわかりにくかった。
今回が初出場だったので、海のコースは知らないのですが、コース自体はブイも適度にあってよかったと思い
ます。
川も泳ぎやすく良かったです。
スタート直後にカーブがあり、選手が密集して泳ぎにくかった。もう少し距離を泳いだ後にカーブがあれば密集
度が低く泳ぎやすいのでは。
日和佐川しか知らないです。
コースを理解しないままスイムスタートをした感じがします。当日受付でスイムコースの絵など書いていただけ
るとありがたいです。
行き帰りとも、岸からの応援があり、良かった。他のコースではないので…。でも、太平洋も泳ぎたい。
川は波がないので泳ぎやすいが、面白さに欠ける。
川でのスイムはうねりは海ほどなく、泳ぎ易かった。
距離を1.5kmにして競技して欲しかった。
今回初参加でしたので、波がなければ、大浜海岸前を泳ぎたかったです。日和佐うみがめには初参加でしたの
で、練習会のみの参加の私にはとても良かったです。台風で延期で、又その当日も波が強かったですが、日和
佐川も泳ぎ良かったです。
（日和佐川へのコース変更について）賢明な判断に感謝いたします。
今回初めて参加したのでわかりません。
今回初参加ですので、大浜海岸はわかりません。天気が良ければ海の方が良いかもしれません。もし川でや
る場合は、距離を1.5kmになるようにして欲しいです。
初めてでどちらがいいとはいえない。
スイムのスタートで、人が多すぎて、泳げなかった。
個人的には淡水の方が泳ぎ易かったので、来年も同じコースで構わない。
スイムコースじゃないけど、トランジットが雨でドロだらけとなり、着替えがスムーズにおこなえなかった。着替え
もぬれてしまった。
初参加だったので、できれば海がよかったです。
初めてのトライアスロン参加だったので、良くはわからないが、大浜海岸前コースにチャレンジしてみたかった。
波がなく泳ぎやすかったです。
日和佐川だと応援の人によい。大浜海岸のように沖に向かって泳ぐ大会はあまりないのでそれもよいと思う。
波がなく泳ぎやすかった。距離を1500mにしてほしかった。
初参加でしたので、来年は本コースの大浜海岸前をスタートしたいです。
距離が少し短かった様に感じます。（周囲の声から）違っていたら申し訳ありません。日和佐川のコースは良
かったですが、距離は正規の距離が良いです。

（コース変更を「悪かった」、大浜海岸前コースが良いと記入した人の意見）

回答 7人
コース上のブイ（三角の）が色、型とも全て同じで折り返しのブイと見分けがつかない！ので折り返し点のブイ
はもっと大きく色を変えてほしい（オレンジ色とか）。アドバルーン的なもの、大漁旗なども面白いかも。とにかく
水面上で750m手前から視認できるもの。
距離が同じであれば良かったと思います。良い点…天候が悪くてもスイムをして頂けた所。悪い点…１分間隔
でもよいのでウェーブをふやしてほしい。
是非、大浜海岸前に。
波、潮の流れが無く泳ぎ易いが、反面それが興味をなくす。水質・水温が海に劣る。
変更の必要がなかったのでは。ウェーブを増やしてほしい。
カーブが急で泳ぎにくい。
いきなりカーブ、混雑を招いた。しかし、あの大荒れだったので、川のコースの選択しかなかったと思います。

（コース変更を「その他」、大浜海岸前コースが良いと記入した人の意見）

回答 25人
バトルが従来よりも激しかった。平泳ぎの選手に顔面をけられたが、時間差スタートの基準をトータルタイムで
はなくスイムのタイムを基準に決めてはどうでしょうか。距離がもう少し分かりやすいようには出来ないでしょう
か。ブイ等で100mごとぐらいに。
大浜海岸が使用できない場合、もうひとつのコースを持っているということは運営上の大変な利点であると思い
ます。
距離がわかりずらかった。
初参加で大浜海岸で泳ぐことを楽しみにしていた事は確かですが、７月の台風、延期後の当日の天候の事を
考えると、最前の選択であったと思います。
スタート後のバトルがなるべくなくなるようにコース設定してほしい。
日和佐川はとても泳ぎやすかったのですが、やはり、うみがめの来る海で泳ぎたかった人は多いと思います。
波が高くて危険なときは日和佐川で。せまくてバトルがはげしかったので、１ウェーブの人数を少なくしてほし
い。
河川は透明度が低いが、泳ぎやすかったのでどちらともいえないが、距離を1.5kmにしてほしかった。
あと100m長くして1500mにして欲しかった。

スイムコース自体が分からず焦りました。
日和佐川でも、1.5kmしっかり作ってほしかった。
今回のコース、特に問題はなかったと思いますが、スイムゴールの左にまがるところが少し分かりづらく、ライフ
セーバーの方が教えてくれた。
今回のは今回で良かったと思います。
（日和佐川へのコース変更について）「きれいな海で泳ぎたかった!!」」と言っているのには矛盾するが、川だった
ので泳ぎやすかった。
スイムが中止になることほどがっかりすることはないので、代替コースが予め設定してあることは非常に良いこ
とだと思います。
今回はなんとなく1.5kmはなかったように思いましたが、川でする時も1.5kmをとってほしいです。
通例の海コースが本大会の”売り”だと思います。私自身楽しみにしています。川の上流まで、アンドンクラゲが
いて驚いた。９月の海コースは、波以外にもクラゲという”強敵”により厳しいと感じた。
あの天候なら日和佐川でよかったが、いつもなら大浜がよい。
川幅はあったので、臨時コースにしては良かったと思いますが、数年前の波のひどい時も泳いでいたから、海
岸前を泳ぎたかったです。（でも人数多いから危ないか）
スイムスキップの導入もあるので、多少の波でもコース変更なしで実施すべきでは？
スタートの時点から50mほどで曲がりましたが、200人以上で混雑していたので、日和佐川でする場合、ウェブ
数を増やしてもいいのでは？
今回、海と川の両方が楽しめた。とてもきれいだと言われている大浜海岸コースは泳いでみたかった。
特にないですが、コース変更は安全確保の為に必要。
スタート地点に給水場所が欲しいです。
狭かったので、もう少しウェーブを分けた方が良いかも。

（コース変更を「その他」、日和佐川コースが良いと記入した人の意見）

回答 1人
コース変更のところのブイがいまいちどれかはっきりわからなかった。スイムキャップはメッシュのではなく、ゴ
ム製の水が入ってこない素材の方がありがたいです。

（コース変更を「その他」、希望コース未回答の人の意見）

回答 1人

敢えて言うなら、1500m泳ぎたかった。
（コース変更についてを未回答、大浜海岸前コースが良いと記入した人の意見）
コースが見えにくかった。ロープ、ブイをもっと多くしてほしい。
日和佐川に変更しても距離は1.5km欲しい。

回答 2人

（コース変更、希望コースとも未回答の人の意見）
回答 2人
どちらとも言えませんが、スイム担当の人は以外にバトルも少なく、良かったと言っておりました。ただ、もともと
距離、時間に差が出ないパートが、更に距離が短くなり、差がつかなくなったとも言っておりました。
７月は、大浜海岸、９月だったら日和佐川。２分間隔のスタートでは、後のスタートの方が不利。

２．バイクコースについて
バイクコースの安全対策は
回 答
良かった
普通
悪かった
未回答

人 数
170 人
82 人
3人
10 人

バイクコースの安全対策は
悪かっ
未回答
た
4%
1%
普通
31%

バイクコースについての意見等
（安全対策について「良かった」と回答した人の意見）

良かっ
た
64%

回答 95人
オレンジの柵は、危険箇所が分かりやすい。下りのコーナー部の道路橋の溝は、何か処置必要と思いました。
流血の人を見かけました。
景色も良く、最高。坂はきついが、３回目の出場で、慣れてきた。かえって楽しくなってきた。
コースのエスコート（導き）を適切でわかりやすかった。5kmおきに表示が欲しかった。
坂が多くて、かなりきつかったです。トランジットが、距離が長くてつらかったです。
アップダウンが見事でした。（３回目の完走でした）
アップダウンが多いため、力の差がはっきり出て良かったと思う。
コース上にボランティアがしっかりいて安心できた。
坂有りの難コースですが魅力がいっぱいです。河川の所が少しものたりません。
良かった点は最高に景色がいい事。悪かった点は特にありません。
特になし。
坂が苦しかったです。
復路で、長い下り坂のあと、たしかエイドをすぎたあたりに大きな段差がありヒヤッとしました。前日の下見で気
付いてはいたのですが…。
悪い点…未舗装路を何とかしてほしい。バイク終了の降車ラインが下りなので、オーバーランしやすい。もっと
土手側に降車ラインがあっても良いと思います。
エイドステーションのボランティアの人、応援の人、バイクでコース上の小枝をとり除いてくれたバイク、マーシャ
ル、すべての人に感謝！
平坦な所がもう少しあれば良いと思います。
少しだけ走る川の横も、参加者のリピーターも多いので道端が狭いにもかかわらず走り易かった。
適当な起伏あり、良いと思います。
太平洋をのぞむ最高の立地で、コースもアップダウンがあり、走りがいがあります。トンネル内が暗いので少し
恐怖感があります。エイドの数が少ないです。
折り返し地点が下り坂なので少し危険。
良かったです！
川沿いの土手道は細くて風が強いとバイクがこけそうで危険だと思います。
すべてに良かったですヨ
適度なアップダウンがあり、面白いコースでした。
登りが多くて、コースとしてきつい。
折り返し地点がダウンからアップになる坂なので、少しまごつきました。横風が強いという前日の説明を聞いて
いて、よかったです。
コースの眺望がすばらしい。雨で後半、きびしかった。
ただ、川の横の道をかえてほしい。狭い。カーブのきついところに、コーンをおいたほうがいい。
苦しいけど、いいコースだと思いました。
自然を満喫できるすばらしいコースだと思います。
２つ目のエイドが若干下りの箇所だったと思います。スピードが出て危ないので、緩い上りが理想です。砂利道
が舗装されていて（川沿い）安心して、走れました。
タフコースだが、貸し切りで今まで通り良かった。
非常にタフなコースで、とても良かったと思います。愛媛県のトラ連会長が開会式で言っていた通り、少々タフで
も問題なく選手は集まるようですね。
サンラインに入ってからの陸橋の箇所で、横風が強く、とくに帰り（下り）には、少しヒヤリとさせられました。減速
指示が必要かも。
もちろん、景色最高の中走れるのは、この大会の醍醐味です。
ハードなコースとは聞いていましたが…。でも、またチャレンジしたくなる好きなコースです。風が強いと下りの
橋の所が危険なので少し手前に表示して下さるとより安全になると思います。
コース自体は、気持ちの切ることの出来ない楽しいコースでした。橋の上での風が強いのが少し恐かった。
アップダウンが多くてしんどかったが、楽しく走れた。
楽しいコース（ちょっとキツイが）だと思います。応援が多ければ選手はもっともっとがんばれます。
とにかく好きなコースです。改善ポイントは特にありません。

アップダウンが多く、ドラフティングできないので、本来の力が出せるためよい。
折り返し地点の手前の下り道で、排水用の網が道路に対して斜めにあります。雨天ではすべりそうです。また、
折り返し後、第２展望所をすぎた最初のコーナーで野球のホームベースの様な形をした段があり（５個位）、そ
れをよけようとしてもマンホールがあり危ないです。改善を望みます。後は、最高のコースだと思います。
トランジッションのコース上には、赤い絨毯を敷いてくれていましたが、それでも裸足で走ると石の突起などがあ
り、痛かったです。
前日に下見があるなど、危険箇所、注意点を指示してくれて良かったと思う。ただエイド箇所がもう少しあるとよ
かったかも。
アップダウンがあり非常に楽しかった。また遠くに海が見えたのには感動しました。
雨のためコーナー等の対策を強化してほしい。
下見は行ったが、初参加の為、距離感がわからず後半がつらかった。もちろん自分の能力によるものですが、
距離表示を増やして頂ければ、もう少し快適だったかも。
思っていたよりハードでした。良いコースです。
問題ないと思います。
アップダウンが多く、テクニックが必要なコースで面白かった。
昨年は折り返しで人が多くてあふれていた印象があった。しかし、今年はスムーズに折り返し、ナンバー（番号）
もよまれていたように思います。
ｕｐ、ｄｏｗｎがあり、とても変化にとんでいて走っていても毎年楽しい思いをさせてもらっています。
坂が好き。
エイドがもう１箇所ぐらいあれば…
坂やカーブの多いテクニカルなコースで、実力によりタイム差が大きく出るため、今後練習のやりがいがある。
きついコーナーに減速の指示板があり分かりやすかった。
高知の横波スカイラインと似ていて景色が美しくて楽しかったです。
適度なアップダウンのコースで楽しかったです。
テクニカルなコースで良かった。
問題なし。キープレフトを徹底させてください。
キロポストをもう少し増やして欲しい。
トランジットは、乗車ラインまでジュータンがほしい。ビニールはすべりました。
台風のため、小石や枯葉が散っていたが、たくさんのボランティアを配置していたため安心であった。たくさん声
をかけてもらった。
雨だったので、安全面がきちんとされていてよかったです。
ハードなコースですが、車を完全に通行止めしていただいている事は大変ありがたく思っています。
充分な安全対策感謝です。
去年までじゃりだった一部の区間が舗装されていたので、とてもよかった。
人の配置が要所要所にされていて良かったと思います。登りのきついところでの応援はとてもありがたかったで
す。景色がとてもよかったです。改善とくにないです。
素晴らしいコースでした。
折り返しの所はもう少し広く場所を確保して欲しい。
ボランティアがたくさんいて、コースのきけん箇所がわかった。
アップダウンの多い厳しいコースでしたが、チャレンジのしがいがありました。ボランティアの方々の一生懸命さ
に好感を持ちました。
風景がバツグンによく、気持ちよかった。
個人的にはアップダウンの少ないコースを希望しますが、ほとんどの人には指示されていると思います。
急なカーブ、危険と思われる箇所では、看板等で知らせて欲しいです。結構強風で橋上ではヒヤリとすることも
ありました。
大変良いコースだと思います。
景色がいいから、疲れても楽しめます。
景色が良く、飽きが来ないので、好きなコースです！
危険箇所にスタッフがいてくださってよかった。
大変、満足。
安全第一（遅い）ので、特に私には不要。
アップダウンとコーナーの連続、大好きなテクニカルコースです。
混雑するかもしれませんが、往復でなく、サンラインを２周回（２往復）にしても良いのでは。
昨年、坂のきつさにこりて今年は結構練習を積みました。おかげで少し余裕を持って走れました。眺めは最
高！
特にないですが、雨が降るとどうしても滑りやすいので選手は気を付けないといけない。
アップダウンありで、おもしろかったです。
とてもよい。
アップダウンが多く走りがいのあるコースでした。橋からの眺めも良かったです。
川沿いの道も舗装されててよかったです。
マウンテンセクションで、"溝"のこわいところが、少しありました。ほぼ安全ついては大丈夫だろうと思われる体
制を敷いておられるので、大きな事故は無いと思われますが、今一度確認いただければと思います。
コース設定上、応援はしにくいですが、ボランティアスタッフの方々が各ポイントに付いてくれているのがとても
良いと思う。

改善してほしいところはないです。私は好きなコースです。
良い点：起伏のある楽しいコース。車両通行止めしていて走りやすくて感謝です。悪い点：特にないですが、バ
イクのトランジッションエリアにもう少しスペースが有ると便利です。
橋上で風が強く恐ろしかったです。対策のしようがありませんが…
前半の川沿いの道はちょっと狭かった。バイクコースでのエイドでスポンジがほしかった。
距離表示をして欲しい。（気がついていなかったのならすみません）

（安全対策について「普通」と回答した人の意見）

回答 49人
急カーブでは、指示をもっとはっきりしてほしい。
悪天候のためいたしかたがないと思うが、スリップしそうな場所に注意をうながす方法をとってほしかったが、や
はり人手を必要とするため難しいかな…!?
折り返し地が去年より広くて良かった。
初参加だったので下見バスにも乗りました。減マークのある下りカーブには注意したが、その中でコースアウト
や転倒している選手がおり、自分も同じようにふくらんでいたので複合箇所などは減マークを同じように並べる
のでなく大きくするとか色を変えるなどの工夫があった方がとくに気を付けると思います。初めてだと行ってみな
いと分からないので…
危険なところの前では、声かけ、あるいは案内板があればよかった。みぞにはまって転倒したり、大きくふくらみ
すぎて他の人と接触して転倒したりしていた。
今回のように、路面が悪い場合は、特に復路の下りカーブの箇所には、監視員を必ずおくことを考慮して欲し
い。
説明会で風が強いと言っていた所だと思いますが、横風で足元をすくわれそうになり、ヒヤッとした。今日のよう
なコンディションの場合は手前でもう少し注意喚起の表示があった方がいいと思った。（何回も出場している人
はわかっていると思うが…）説明会でも何km付近とかもう少し具体的に教えてほしかったです。
正確な距離を公開して欲しい。40kmでなくてもいいのではないか。例えば37.5kmでも良い。
初心者にはテクニカルなコースなので、もう少し危険ポイントの告知などをしても良かったのではないでしょう
か。
もう少し保安係の人がいた方が良いと思った。距離表示がもう少しあるといいと思った。
選手の立場から見て、減速が必要な場所には注意の看板があればよいと思いました。
急カーブに網を張ってはるのは良かったのですが、できれば地面ギリギリまで張った方が良いかと思いました。
（横滑りしながらカーブで落車するとそのままガードレールの下から落ちる可能性も考えられるため）
今回も台風の影響で、後半風が強かったため、横に流されカーブのところで転倒しそうになりました。天気の悪
い時は注意しないといけない箇所があると思います。
エイドをもう１箇所増設して欲しい。
道路巾の狭いところは、下りの場合、風雨が強いと横風で転倒しそうで恐ろしかった。
今年は雨が降ったが、晴天の場合ボトル２本でも足りない。エイドステーションを一箇所増やして欲しい。
トランジッションのスペースが狭すぎると思った。
もう少し人がいてほしい所にいなかったので増やしてほしい。
雨・風の下りが恐かった。
アップダウンが多い場所は、ドラフティング規制なくしてもいいのでは？
雨の場合はどうしようもないと思います。今回は参加人数が多かったのでコーナーが気になりました。
折り返し後、対面してきた選手と接触してしまった（私のミス）。折り返しコースとしては道幅狭いかな？ カーブ
多いし。
今回は、台風の影響で涼しかったから、何も感じなかったが、７月の暑いときなら、脱水状態になりそう。エイド
ステーションが少なく感じた。
川の横に立っている女性達ですが、アスファルトに舗装できているので、もう必要無いのでは？
アップダウンがはげしいレース外は、景色も良く楽しいコースです。もう少し、楽なコースにしてほしい。サンライ
ン入り口手前の川土手のコースは、少しせまいなあと思います。
キープレフトせず、センターラインにフラフラ出てくる人が居て、抜きにくかった。説明会で突風が吹く地点を教え
てもらって良かった。ＤＨバーを持って乗ってたら（帰路）コケてたかも。
温暖化の為、体温が上がるので、給水箇所をもう少し増やして頂ければ、熱中症など防げるので、検討して頂
ければと思います。７月はもっと熱いので。
コースはおなじみの高低差できつかったけど、楽しかった。コースとは関係ないが、キープレフトを守らない選手
が多い気がします。ダウンヒルで抜きたくても危なくて抜けない事がよくありました。
追突されて、クラッシュし、リタイアしたが原因がはっきりしていたので、きちんとあやまって欲しかった。
競技説明で、強風注意の予告があったが、実際横風がキツイ箇所があり、ハンドルを取られそうで、コワイ思い
をした。要所に「減速」の標識が設置され、競技者に親切です。
サンラインは素晴らしいコースです。エイドステーションをもう１，２箇所設置してもらえると良いと思います。
今回は猛暑でない日取りでしたが、７月開催には、エイドステーションを往復もう１箇所増やしてほしい。とにか
く、水で身体を冷やしたくなる。
路面の濡れ具合が、カーブの手前などでわかればいいと思います。
橋はかなり風が強かったので、もう少し風よけを作って欲しい。少し危険かな？
１箇所のみコースがわかりにくい所があって、どちらか少しまよった。（サンラインの途中の分岐）前半で左に行
く道があいていた。
エイドは２箇所ぐらい必要では？

アップダウンのきついコースですが、その分走りごたえがあり、いいコースでした。
バイクコース下のコーナーでの対策が弱く感じた。衝突に備えて衝撃吸収のマットを多数配置するべきだと思
う。ネットも弱そうで、激しく衝突したらライダーが橋の欄干を越えそうな感じがした。
みはらしがよかった。
スカイラインがきもちよくて良い！
コースとしてはきついけど、他の選択は無いと思います。
今回は途中から雨が降ってきたので、怖かったです。坂道が多くてとてもきつかったです。
すれちがいのコーナーが危険だと思います。
数少ないアップダウンの多いコースで魅力的だと思う。周回がないので選手には良いが、応援には退屈です。
市街地を出た直後、川沿いの道が少し狭いです。道をオーバーしてしまい、タイヤをバースト、リタイヤの原因
になってしまいました。
あのハードさは、自転車のロードレースに向いている気がします。一度やってみて欲しいなと思います（勝手で
すいません）。
バイクのコースで応援する人が少ないのは残念です。
対向車がセンターオーバーしていた。折り返し付近でごちゃごちゃして、それは目立った。
景色が最高。10km、30km地点を表示して欲しい。

（安全対策について「悪かった」と回答した人の意見）

回答 3人
カーブとアップダウンが多い分、雨が降ると本当に危険だと思いました。往復なので、すれ違う所もあり、雨天
の際には違うコースetcの工夫があるとよいと思いました。
雨のため、昨年以上にカーブ手前の”減速”の表示を増やしておけばよかったのでは。折り返し部がきつい。
ペットボトルが転がっていた。

（安全対策について未回答の人の意見）
カーブのネットは過剰経費と思います。
下りカーブでバイクがバウンドした。舗装が悪い。

回答 2人

３．ランコースについて
ランコースは
回 答
良かった
普通
悪かった
未回答

人 数
189 人
57 人
0人
19 人

ランコースは

未回答
7%

悪かった
0%
普通
22%

良かった
71%

エイドステーションは何カ所必要か
2箇所
3箇所
4箇所
5箇所
6箇所
7箇所
8箇所
9箇所
10箇所
20箇所

5人
13人
41人
74人
10人
0人
14人
7人
6人
1人

ランコースについての意見等
（ランコースについて「良かった」と回答した人の意見）

回答 102人
スポーツドリンクを置いてほしい。
ゴール部が混雑するので、ゴール後の選手のスムーズな誘導が必要と感じました。
全部でなくてもいいが、スポーツドリンクのエイドステーションもほしかった。水をかけてもらうのはうれしいが、
極力シューズにはかからないようにお願いしたい。
トイレが途中行きたくなったのですが、場所が分からなかった。看板など立ててもらえると、女性は助かります。
塩がおいてあるエイドが、１～２ヶ所しかなかった。次回は持参します。
晴れたら1kmごとにエイドがほしい。
全体に良かったと思います。
良かった点は、街の人の応援とスタッフの対応が最高でした。悪かった点は、特にありません。
私設のシャワーエイド等もあり、ありがたかったです。雨が降っていたので今回は十分エイドあったと思います
が、お天気で温度が高ければどうだったかわかりません。
エイドは十分に思いました。ありがとうございました。
水道シャワー最高でした。気持ちいい。
全て良いです。
エイドは水以外のドリンクもおいてほしい。
アイス小袋の配布をもう一ヶ所増やしてもらえれば！ 一寸暑かったので！
手製のシャワーなど見ているだけで心が癒されました。ありがとうございます。
平坦が良い
田舎道を楽しく走れました。
エイドの数が少ないので、水の容器が大きすぎて飲みにくいし、持ちにくい。水が冷えてなかった。スポンジと氷
があればベストです。
折り返し対面通行のコースのため仲間とすれ違って励まし合ったりできるのでとても良いと思います。
今のままでよい。
良かったです！
走りやすいコースでした。
雨で気にならなかったが、本来だと日陰のないコースなのではと思いました。７月の開催であれば、熱中症も加
味し、多少アップダウンがあっても、日陰のあるコースの必要もあると思いました。
田園の中で、晴れていても涼しく、走りやすかったろうと思います。
平坦コースで、応援も多く、楽しく走れた。
フラットでいいコース。楽しかったです。
道幅がせまいのがちょっとですが、いいと思います。ローカル色の強い大会でいいと思います。
折り返してから沢山の人とすれ違うので、仲間と会えるのでGood！ 元気でます！
フラットで走りやすかった。応援がうれしかった。
エイドの机に大きな紙で、水・スポーツドリンクと書いてあれば、エイドの手前で確認出来るので、取り損ねがな
くありがたいです。
フラットで良かった。
素晴らしいランコースと思います。走りやすく、美しく、懐かしい風景と、本当におだやかで温かい声援。10kmが
短く心地よく感じるコースです。
往復コースで仲間と励まし合い走ることができました。氷袋がすごくありがたかったです。

日和佐川の水をポンプでくみ上げて、かけてもらえて、うれしかった。日和佐川は最高です。広く知られたくない
くらいです。
全コース同じ道で折り返した方がよい。仲間と出会えたり、目標となる選手が出来る為。
コース表示を正確にしてほしい。（キロ数）
普段よりも涼しかったので、楽に走れました。普段の暑さであれば、エイドステーションを増やしてほしいです
が、今回はばっちりでした。
エイドステーションで励まされ、力になりました。雨の中本当に感謝です。
フラットで走りやすかった。エイドステーションもたくさんありよかった。
バイクコースは、アップダウンがあり、ランはフラットと私にとっては最高のコースでした。改善点なし。
今回は蒸し暑く、エイドの数も十分でした。
エイドステーションに食べ物（バナナ、ウィダー等）及び塩が欲しい
フラットなコース設定が良かった。距離表示がもっと多ければ有難い。
給水エイドで、選手が交差することろがありましたが、それほど支障はなかったです。
問題ないと思います。
フラットで走りやすかった。エイドステーションに氷が置いてあるのが嬉しかった。
バイクで疲れた体をフラットなコースはとても走りやすくたすかります。又、回りの住民の応援や水などとても助
かり、ありがたく思います。
エイドの数は適当。ミニサイズのおにぎり、バナナ、ジャムパンがあれば最高！
途中水をかけてくれる私設エイドがあり助かりました。可能であれば、スポーツドリンクが売りきれない様に。
ドリンクが水以外の物がほしかったです。
見晴らしが良く、知り合いにすれ違う時すぐわかるので声を掛け合えることができる。
フラットで走りやすい。
景色が美しく雨が降ったのも心地好かったです。
エイドの氷は最高です。
天候次第では、暑いきびしいコースでしょうけど…。エイドステーション、往路復路のランナーが交錯するので、
場所によっては両側に並べる必要があるのでは。
ボランティアスタッフ、応援の方が多かったので気持ち良く走れました。
雨天で残念。
折り返しコースなので、自分の順位がわかりやすかった。坂が少なくて良かった。
目に緑の多いコースだという印象があります。
今のままで十分です。
平坦だったので、よかったです。
今のでよいです。
ご声援ありがとうございます。町民の方々のご協力ありがとうございました。ほぼフラットで走りやすかったで
す。
応援が多く、とてもはげまされました。
エイドステーションですが、今回は涼しい中のレースでしたが、従来の夏のレースだともう少し細めに給水した
い気もします。あとスポーツドリンク置いて下さい。
応援がありがたかったです。悪いとの印象はありませんでした。
全体に走りやすくよかったと思いますが、少し淋しいかな…。
ランの折り返しでタイム制限時間を聞いたがわらかなかったので、わかるように。
エイドのバナナは全箇所にあった方がうれしい。また、半分に切ってもらってたらなおうれしい。
フラットでしたので良かったですが、距離表示が一部正確だったのか？ ラップをとった時のタイムが違ってい
たので!! 確認下さい。
１㎞に１箇所はエイドステーションが必要と思います。今回は気温が低かったが、例年は必要。スポーツドリン
クが今回は少なかった気がします。
走りやすい良いコースです。
いつもの通り気持ちのよい道とエイドでした。
エイドステーションでのドリンクについて、スポーツドリンクのエイドが昨年より少なかったのは気のせいでしょう
か？ 各エイドに両方あると有難いです。
大変良いコースだと思います。特に途中にある中学生の応援は力が出ます。
スイム、バイクに比べて単調ですが、あれでいいと思います。
すべてのエイドで塩があればいいと思いました。
たまたま今回は雨だったので、暑くなく、エイドはさほど必要性は感じなかったが、７月は暑いため、多く必要な
コース。
フィニッシュ地点が遅いと人混みで見えない。通路の工夫をお願いしたい。
トイレの案内板がほしい。
シャワー等水をかぶれる。
今年はアーケードがなかったので、寂しかった。
ボランティアや応援も多く、景色も良かったです。
往復コースでなく、２周回にはできませんか。２周回の方が、応援しやすい、回数が増えるので、エイドも周回な
ら少なくてもすむので。
景色がきれいなコースで良かった。

今回は補給なしで走りましたが、一説によると、コーラを摂ると血糖値がグッと上がるそうですね。ラスト3kmぐら
いのエイドにコーラを置くのも面白いかも。
フラットコースで良かった。
ランコースは気持ちよく走れるコースだと思います。
エイドの数は、とてもよい。スポーツドリンクと水をきちんとわけてほしい。スポーツドリンクが欲しかったのに水
をわたされた所があった。
雨が降って気温が下がったこともあり、エイドはちょっと多いと思える位でした。天気が良くて気温が高ければ
ちょうど良いと思います。
走りやすかった。エイドステーションの数もたくさんあってよかった。
水以外の物（スポーツドリンク）もほしかった。
フラットコースで良かったです。エイドステーションがもっとあったらなお良かったです。
私がバテていたためでしょうか、マイルストーン（距離表示）を数回見落としました。その辺り、他の人から何もな
いのでしょうか？ やっぱ私がバテてただけか…
今回は雨だったので、エイドステーションも、あれで良かったのでは。
トイレの場所をもっとわかりやすく表示してもらえれば助かります。
今年からエイドに塩があったので助かりました。
エイドにスポーツドリンクがほしい。
1キロ毎の距離表示…good．
特に悪いところはなく、よかった。
距離表示が多いと良いと思います。
ランコースは、全体的には良かった。

（ランコースについて「普通」と回答した人の意見）

回答 36人
中学生がよくしてくれた。
コースがせまくてぬきにくい所があった。土手とかで横に他の人がならぶようなかたちで、ぬきにくいところがあ
りました。
水をかけてくれるボランティアがいるのは名案だと思います。（他大会にはない）
町の一般の方が、好意で水をかけて頂けるのが、うれしかったです。
少し単調なコースであるが、他にコースを見つけるのは困難でしょうから、しかたないですかね。･エイドステー
ションを折り返し地点前にもう一箇所欲しいです。
エイドステーションで、学生さんが声をかけ応援してくれるのは気持ちの上で”若い子が応援してくれているのに
がんばらないと!!”と思い励みになる。
田んぼを見ながら走るのも良かったですが、海を見ながら走るのもいいなと思いました。
将来、白い燈台の海岸線を走ると風景が良い。
交通統制は良くやってくれていたと思う。エイドステーションには、水だけでなく、スポーツドリンクもあればよ
かったかも。
フィニッシュ地点の付近の直線が観客の方々からも見やすく、選手にとっても気持ちが良いので、良かったと思
います。
スポーツドリンクがなかったので、ほしかったことと、スポンジ、氷などもあればよかった。
バンドエイドがほしかったです。（エイドで靴ずれしたんで聞いたけどなかった）
細いコースであるため、人が多くなると通りにくい。そのため、エイドステーションで水をとれないとあきらめて次
まで待つか立ち止まります。夏の暑いときはとくに大変だと思うので、エイドの場所を考えて頂きたいと思いま
す。
何キロ地点かの標識をもうすこし増やしてほしい。
気温が高い時は、給水の間隔の短い方が助かる。バイクがアップダウンが多い分、ランはフラットで良かった。
全エイドで氷があった方がよいと思った。
今回は雨が降り暑くなかったので、余り気にならなかったけれど、氷は各エイドに必要だと思います。
川の水がきれいだった。
今回は、雨が降ったりで何カ所が適当かわからない。中学生のエイドは良かったですよ。もっと思いっきり水を
ぶっかけてもOK（だと思う）
途中、民家の人がホースで水をかけてくれたのが、ありがたかった。
風景の単調な往復コースは、特に復路で飽きるので、可能であれば周回コースにしてほしい。
平地はうれしいけど、せっかくキレイな海岸があるので、海岸線を走りたい。
通例の炎天でなく、天からの恵みのシャワーもあり楽だった。でも、７月のいつもの暑さの中のランが、本大会
の味と思います。
ランコースもアップダウンがあれば、しんどくても楽しくなると思います。
往路復路共に同じコースの方が、早い選手の走りも見れるので良いのでは？
１箇所かけ水用のエイドとは知らず川の水を飲んでしまった。すぐに吐いたけど…。トイレを探して困ったので、
コース上に仮設トイレがほしかった。
エイドステーションで水以外もおいてほしい（各エイド）。ドリンク、くだもの。
エイドで水しかないところが多い（もしくはわかりにくい）。スポーツドリンクがほしい。スタミナが切れた。
広い道路が望ましいが、カントリーロードでいいと思います。
今年は距離表示が増えてたけど、出来たら始めから１キロごとに表示が欲しいです。
周回コースにしてほしい。

ランは苦手なので…。ボランティアスタッフはもちろん、地元の方や学校生徒さんたちの応援や協力が良い印
象です。
今年はバイクリタイヤのため走っていません。例年なら暑いので、エイドは多めのほうがありがたいです。
エイドステーション等が多かったので、助かりました。
良い点：フラットで走りやすく、見晴らしも良かったです。悪い点：応援が少なかったので、もう少し市街地の周回
コースも取り入れてほしい。
ラストに市街地を走るため応援がありがたい。精一杯走ってゴールで急に止まって左に入らないとダメなとこ
ろ、多少後ろが詰まるのでゴールしてからのスペースが欲しい。

（ランコースについて未回答の人の意見）

回答 4人
氷がほしかったのに、コップにはいった氷の水を渡され、ビックリした。水なら水のみのコップがほしい。また、氷
ならビニール袋に入れて欲しかった。ほとんどのエイドではできていたが、１ヶ所のエイドでのできごとです。
ランコースも好きです。改善ポイントは特にありません。
今回は９月だったが、７月の猛暑の時期だと１㎞毎にエイドステーションが必要だと思う。
各エイドに、水かスポーツの表示がほしい。水とスポーツの距離をあけてほしい。

４．大会前日の宿泊先について
回 答
美波町で宿泊
美波町以外で宿泊
宿泊しなかった
無回答

無回答
1%

宿泊先

人 数

130 人
58 人
75 人
2人

宿泊しな
かった
28%

美波町
で宿泊
49%

美波町
以外で
宿泊
22%

※美波町での宿泊先
宿泊先
人数
うみがめ荘
12人
白い燈台
14人
ホテル千羽
5人
ビジネスホテルケアンズ
6人
ふなつき
2人
きよ美
5人
平繁旅館
2人
むらかみ旅館
3人

宿泊先
人数
民宿 観音寺
3人
民宿 弘陽荘
5人
民宿 浦島
3人
えびすロッジ
3人
薬王寺宿坊薬師会館
5人
日和佐ユースホステル
1人
恵比須浜キャンプ村
14人
ライダーハウスひるがお
4人

※町外で宿泊された方の市町村名
回 答
人 数
8人
牟岐町
5人
海陽町
2人
那賀町
28 人
阿南市
8人
徳島市
7人
未回答

宿泊先
ゆき荘
明山荘
グリーンハウス樹園
橋本屋旅館
車中泊
未回答

人数
1人
3人
2人
3人
7人
27人

町外で宿泊された方の市町村名
未回答
12%

牟岐町
14%
海陽町
9%

徳島市
14%

那賀町
3%

阿南市
48%

５．連泊について（４の質問で宿泊した方のみ回答）
回答
同じ場所で連泊
違う場所で宿泊
連泊しなかった
未回答

人数

24 人
14 人
141 人
86 人

連泊について

未回答
32%

同じ場
所で連
泊
9%

違う場
所で宿
泊
5%

連泊し
なかった
54%

６．ボランティアの印象について
回 答
良かった
普通
悪かった
未回答

人 数
247 人
17 人
0人
1人

ボランティアの印象
普通
6%

ボランティアについての意見等
（ボランティアについて「良かった」と回答した人の意見）

未回答
0%

良かっ
た
94%

回答 165人
悪天候の中ありがとうございました。また、ランコースでは、名簿を見て名前で応援していただき、大変はげみ
になりました。
ランで、中学生に元気をもらった。
ありがとうございました。選手はあまり気になりませんが、ボランティアの方は、雨が降って大変だったと思いま
す。タイムが悪い人もいますが、選手は完走するだけでそれなりにプライドを持っていると思うので、そのへん
の配慮をお願いしたい。
学生さんが一生懸命頑張っておられた光景に感動しました。また、沿道の皆様の声援にパワーを頂き、感謝し
ています。
中学生の皆さんも、大人の皆さんも、声援や心づかいがあってとても良かったです。
一生懸命でした。
応援に元気づけられました。ありがとうございます。
安心して楽しませていただきました。ありがとうございます。
お疲れ様でした。大変元気をもらい楽しいレースが出来ました。今後とも宜しくお願いします。ありがとうござい
ました。
ありがたかった。辛い時にボランティアの皆さんが声援をおくって下さることが完走への力になりました。本当に
ありがとうございました。
名前を呼んで応援してもらいました。知人でもなかったのでビックリしましたが、嬉しかったです。
風の中、雨の中、アホを見守っていただき、感謝しております。
感謝しています。
ありがとうございました。
雨の中ご苦労様です。
有難かったです。
毎年感謝しています。
良かった。
言うことなし！ ただ感謝！
親切で大変良かった。
子供から大人まで地域ぐるみでの応援ありがとうございます。
皆さん親切でした。ただバイクコースでの急コーナーではもっとオーバーに選手に危険を知らせたら良いと思
う。
皆さん、親切に応援してくれた。
ていねいな対応でありがたいと思いました。
悪天候の中、お疲れさまでした。
応援ボランティアがたくさん配置されていて声援を送り続けてくれているのは、スバラシイ!!! 感謝!!!
天候の悪いなか、ずぶぬれになりながら応援ありがとうございました。完走できたのも、ボランティアの皆様や
町の皆様の”がんばれ”の声のおかげです。ありがとうございました。
多くのボランティアの皆様に支えられ、なんとか完走できました。感謝しています。
一生懸命さがとても伝わってきて励まされました。
毎年お世話になり、感謝でいっぱいです。今年は雨の中を大変にお世話になりました。
良かったと思います。
楽しくレースできました。良かったです。
参加させてもらっている選手の人々よりも体力、気力が要求されると思います。只ひたすら感謝に絶えませ
ん！ ありがとうございました。
皆さん一生懸命で、はげみになりました。
学生の方々も頑張ってくれていて、ありがたいと思いました。
皆様親切でした。感謝しております。
皆さんやさしく対応してくれた。
親切でよ良い。名前を言って応援してくれるのが大変うれしい。元気が出ます。
良かった
雨の中を学生さんから高齢の方まで、熱くお世話下さり、ありがとうございました。
いつも良くしてもらって申し訳なく思っています。

一生懸命してくれて嬉しい。
雨の中ありがとうございました。
本当にありがとうございました。としか言う事が思いつきません。
あたたかさが感じられうれしかった。
大変気持ちの良い対応でした。雨の中、ありがとうございました。
ランコースで女子学生がコップに入った水を持っていて、選手に「止まってください」と声をかけていて、ハッとし
ました。確かに走りながら渡すのは危ないですからね。選手も出来る限り協力すべきだと思いました。
雨も降るのにご苦労様でした。
雨の中、本当に大変だったと思います。バイクコースのエイドで必死に走って伴走しながら給水してくれた子に
感謝しています。
雨の中、一生懸命我々のサポートをしてくださり、感謝の一言！です。
ボランティアの方に励まされ水をかけてもらい自分の力を出しきれたと思います。来年も９月に帰って来たいで
す。
いつも、どの大会に行っても、とにかく「ありがとうございます」です。
今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。
雨が降ったりする中、応援、誘導ありがとうございました。
いろいろお世話になり。ありがとうございました。
お世話になり、選手が感謝できる場があればいいと思う。
毎年、熱い応援感謝感激しております。中学生？引率の先生、および沿道の地元の方、スタッフの方すべてに
感謝いたします。
雨の中で大会をサポートいただき心から感謝します。皆さん明るく励ましていただき、うれしかったです。
高校生のがんばりv 毎年感謝。
毎回参加者が増え、今回もたいへん良かった。
優しく接していただき、ありがとうございました。
たいへんお世話になりました。ありがとうございました。ボランティアの人は選手への要望はないか教えて欲し
いです。それは、選手・ボランティアの双方が喜べるような大会であって欲しいからです。
心のこもった応援をしてくれてはげまされた。
大きな声で応援してくれた。ありがとうございました。
今回どしゃ降りの雨の中、ボランティアの方大変ではなかったでしょうか？ カゼ引きませんでしたか？
学生さんがさわやかで良かったです。
お世話になりました。
みなさん、雨の中でも一生懸命仕事をされていたうえに、応援もして下さったので本当に感謝しております。あ
りがとうございました。
レース中にもかかわらず、思わず「ありがとうございます」といってしまうような声援をもらえた。
十分ＯＫ、ありがとう！
御世話になりましたの一言です。
大雨、快晴と激変の天候の中、ありがとうございました。
悪天候の中、ありがたかったです。
選手よりもがんばってくれていたと思ってます。感謝してます。
沿道の応援がとてもあたたかく、励みになった。みんなで作り上げた大会ということを強く感じました。
みなさんの声にはげまされました。雨の中大変だと思い、とてもありがたかったです。ありがとうございました。
一生懸命サポートしていただいて、感謝しております。
私は競技者としてボランティアあっての大会だと常々思っております。
心より感謝いたします。
ｇｏｏｄ！
来年もよろしくお願いします。
テントのないエイドがあったので、雨の時に気の毒だった。又、晴天の時は大変と思います。
今年は特に悪天候のなか、がんばっていただき、大変感謝している。
皆はりきって行動していて、立派でした。
元気を貰うことが出来完走出来ました。ボランティアさん達に元気を与えられる走りが出来るようになりたいで
す。
温かい沿道での声援に励まされ、完走することが出来ました。多くの苦労があったことと思います。感謝してお
ります。ありがとうございました。
いつも感謝していまうす。「ありがとう」と声を掛けられなかったボランティアの方、ごめんなさい。
雨が降り、悪天候の中、ありがとうございました。
最高でした。
感謝の気持ちでいっぱいです。
よくやってくれている。
雨にもかかわらず、エイドステーションでのサービス、応援が嬉しかった。
雨の中、沢山のボランティアに応援してもらいありがたく思いました。
ありがとう。ボランティアの人にも何か記念になりまた誇れるようなマークがあれば。ex.カメマーク３つ（３回）、５
つ（５回）とか。
とにかくご苦労様でした。ありがとうございました。
とてもありがたい。ずっと応援してくださり、すごく力をもらっています。

ボランティアから見た選手の悪い点、改善点を公表してもいいのでは？
応援ありがとう。
来年も開会式に阿波踊りを。
私たち自分勝手な選手に対してやさしかった。親切であった。ありがとうございましたと言いたいです。
皆さんにこやかに接して下さって、声をかけてもらえるのがうれしいです。
いつも、生徒さん達の熱い応援がうれしい！
子供達も献身的に給水活動していて好感がもてました。
学生さんがとても一生懸命で良かった。
皆親切で、一生懸命に応援してくれた。有難う。
毎年出場していますが、山の中（バイクコース）でも声をかけてもらいありがたいです。
感謝でいっぱいです。応援もエイドでのサポート等も最高でした。
とても親切で、ありがたかったです。きついときの応援で頑張れました。
時々降る強い雨の中御苦労様でした。
大変良くしてくれて感謝しています。
暑い中、一生懸命応援してもらってありがたいです。バナナをすすめてくれるおばちゃんや、日和佐川沿いの家
の前で応援してくれるおばあちゃん、ありがとう。
一生懸命さが伝わってきて、こちらも元気をもらいました。ありがとうございました。
雨の中応援して頂き、ありがとうございました。町の方（ボランティア以外も）全体で、大会を盛り上げてくれる意
欲が伝わりました。
我々レースに参加する者は良いですが、ボランティアの方々はたいへんですから、感謝致します。
とても親切でありがたかった。
いつも感謝しております。励ましの声がありがたい。
この大会の最大の魅力はボランティアにあります。素晴らしいの一言です。感謝しています。
悪天の中、又、蒸し暑い中、大変御苦労様でした。サポート頂き、元気が出ます。
とても良かった！
いつもありがとうございます。
いつも笑顔で応援して下さり、とても嬉しいです。
いつも有難うございます。
大変良かったと思います。感謝しています。
悪天候の中、ご苦労様でした。来年もぜひ参加したいです。
学生さんのボランティアが気持ちよくうれしかった。
皆様の気持ちがよく伝わりました。
いつも感謝していますが、今回特に天候が悪かったので、大変だったと思います！ 有り難うございました。
非常にあたたかい応援とボランティアの援助だった。
雨の中、ありがとうございました。
ありがとうございます。
応援に助けられたので、満足です。
皆様すごくあたたかく応援して下さりありがとうございました。
ランのときに手渡ししてやって下さい。
アットホームな雰囲気が伝わってきた。
たくさんのボランティアの方々に声援していただきました。ありがとうございます。何も言うことはありません。た
だただ感謝です。
すごくあたたかく、親切にしていただきました。
ありがとうございました。おつかれさまでした。
中学生がボランティアで、給水を行いながら声援してくれて、非常にうれしかった。
私達のレースはボランティアの方々の援助なくしてはあり得ません。物好きでやっている我々にお付き合いいた
だきありがたく思っています。
応援がとてもありがたい。力をもらえました。
雨の中、ありがとうございました。
応援ありがとうございました。
親切に対応して頂けました。途中雨が降ったりして大変だったと思います。ありがとうございました。
温かい言葉をかけてもらえてうれしかった!! チャリのギアのアドバイスとか！
制限時間を少し厳しくしたら、ボランティアの方の負担も少なくなると思います。
悪天候の中、本当に御苦労様でした。
ありがとうございました。
雨の中ありがとうございました。
雨も降って大変だったと思います。どうもありがとうございました。感謝しています。
ありがとうございました。
ドリンクは手にとって出してもらった方が取りやすい。氷の入ったビニール袋はかなり良かった。（首を冷やせた
ので）
10kmしかありませんが、十分満足行くサポートをいただいたと思います。
あいにくの天気なのは、選手よりも大変だったと思います。ありがとうございました。
いつもありがとうございます。温かい応援にも元気が出ます。
天候が安定しないなか、よくしていただいたと思います。ありがとうございました。

名前で応援してくれてうれしかった。
ランの時、皆さん声をかけて下さり、嬉しかったです。雨の中、皆さん大変な那賀で声をかけて下さいました。他
の大会に比べて、応援や声掛けがテンション高いなと嬉しかったです。
雨の中でも一生懸命やって頂きとても感謝しております。出場料を値上げしてでも何か還元できるよう施策を施
してほしいと思います。
若い学生さんの応援はうれしい。（もちろん、年配の方もうれしいのだが、どの大会もベテランが多くて）
皆さん明るく元気に挨拶されすばらしかった。
ひわさトライアスロンに対する熱い気持ちが伝わりました。２ヶ月という大会延期にもかかわらず大会運営をし
て頂きまして大変に感謝しています。大変に良い大会でした。有り難うございました。
楽しく大会に参加させて頂き、感謝しております。
町全体の一体感がすばらしい。すばらしい町だと感じた。子供達の応援が一番うれしい。大成功の要因の一つ
です。
良くしてもらったので、非常に楽しく出来た。
皆さん親切で、応援も頂き感謝しております。

（ボランティアについて「普通」と回答した人の意見）

回答 2人

雨の中たいへんだったと思います。
雨の中の応援、ありがとうございました。

（ボランティアについて未回答の人の意見）
天候の影響もあり例年より元気がなかったような気がします。（笑）

回答 1人

７．美波町の印象について
回 答
良かった
普通
悪かった
未回答

美波町の印象

人 数
231 人
33 人
0人
1人

普通
12%

未回答
0%

良かっ
た
88%

美波町についての意見等
（美波町の印象を「良かった」と回答した人の意見）

回答 117人
昨年に続いて参加したのですが、いつも温かくむかえていただき、すばらしい１日をすごせました。
ものすごく気にいっています。観光施設や案内など充実させてほしい。美波町より美波の方を室戸岬まで行っ
たが、そのへんがすごくさびれているのは残念。
人が良かった。観光は、できなかったのでわからないです。今回は、キャンプ場でキャンプし泊まりました。キャ
ンプ場にもロッジなどの施設があれば嬉しいなと思いました。
人力旅行者クーラン・マランの杉本さんに大変お世話になりました。日和佐川～河口を案内していただきまし
た。
すばらしいの一言です。
美しい町のままでいてほしい！
道路がまだ整備途中で迷いました。
以前から、薬王寺さまを参拝していましたので、美波町は身近な感じがします。
雨の中でも応援して頂きありがとうございました。
町ぐるみで、温かく迎えていただいたと感じております。７月に延期のTELを夜中までされたり、宿泊のキャンセ
ルに気持ち良く応じていただいたり。
まつりも見学に行きました。
名前通り海がとてもきれいだった（今回は荒れていたけど…）。自分は瀬戸内に住んでいるので、”外洋”という
かんじがとても新鮮で気持ちよかった。
町民の方の沿道の応援が有難く思いました。
全国をバイクツーリングしていた人とも話したが、連泊したい町です！ 道の駅はＧｏｏｄ！です。
延期してでも大会を開催をしようとする大会の運営をすばらしいと思います。大会のボランティアの協力も素晴
らしかったと思います。
町民が一生懸命応援してくれて良かった。
今回４回目で初めて温泉があるのを知りました。温泉は、良かったのですが、せめて前日は１０時頃まで入浴
可能であって欲しい。
観光にもぜひ来てみたいと思います。ウミガメの時期に。
道の駅”ひわさ”の特産品はお土産に良いと思う。海産物をもう少し多くしたら良いと思う。
会場の駐車場もそうでしたが、水はけの悪いところが多くて、大きな水たまりがあるところが、町のいたるところ
にありました。
海と山に恵まれ、人情も厚いし、とても素敵な町ですね。今回は日帰り参加でしたが、次回は是非泊まりがけで
おじゃましたいです。
今回初めて訪れましたが、うみがめ博物館等子供の喜ぶ施設も近くにあり良かったです。次回はぜひうみがめ
まつりにも参加したいです。
美しい自然に恵まれた町だと思った！
うみがめ、日和佐川、薬王寺など観光もできてすばらしい。自然が豊かなので大事にしてほしい。
薬王寺がある良い町です。
昼食をすることろが少なくて困った。
人情豊かな町は毎年感じさせて頂いています。
当日の天気の関係で町をじっくり見ることができなかったが、沢山の応援して下さる方がいて、レースを楽しめ
ました。
天気が悪かったので、十分に町を見ることができませんでした。来年は、もう少し庁内を見てみたいと考えてお
ります。
海がきれい
日和佐という名前がなくならない様にして下さい。
陸の留宮のように、美しく、夢のような所でした。
風景がすばらしく、トライアスロンコースも大変良い。
昔ながらのいい町です。花みずきという居酒屋がいい。
自然がいっぱいで美しいところですね。
又、来ます！
小さな町だけど、景色がすばらしい。

以外と地味な町だと思いました。（失礼！）でも大会は派手に盛り上げて頂き感謝です。レースで町が潤っても
らえれば嬉しいですが…。
閉会式の町長さんの挨拶もとても良かったです。町民の皆さん全員が町を愛しているんだなと感じました。トラ
イアスロンがなければ、おそらく足を踏み入れることはなかったと思いますが、今回のレースを機に、プライベー
トでも遊びに来たいと思いました。
今回連泊できたので、日和佐城、大浜海岸他、町をゆっくり観光でき美しい景色に、豊かな自然、人の温かさを
改めて感じました。
少ししかまわれなかったのですが、食事も美味しくとても満足でした。小さな洋菓子店のプリンめちゃ美味しかっ
たです。お土産に買ったうみがめマカロンも。
ご飯が美味しかった。町の人達も親切。自然も最高。前日のカヌーは最高でした。（家族で大満足です）
これからも継続していってほしい。
きれいな町でした。ひわさ屋の食事が美味しかった。
無理な開発をせずに、今のままであればうれしいです。経済面で何らかの開発が必要かもしれませんが、日本
的なあたたかな町であってほしいです。
町の合併とかで、予算等様々な問題があると思いますが、これからも開催よろしくお願いします。道の駅の足湯
がすてきです。
海水浴場があれば子供などを連れていける。
花火みれなくて、残念。
多くの人が応援して下さいました。
人情、風景とも良い。
沿道からのあたたかい声援ありがとうございました。
いつまでも自然の豊かな町であって欲しい。
今回700名という参加者、ショートの大会では類を見ないのではないでしょうか。トライアスロンの町美波町とし
てＰＲしては？
のんびりした感じで、アットホームでよかったです。
町のみんなの応援が嬉しかったです。
スロータウンの感じが良い。
ロケーションがすばらしいと思います。
旅館がもっとあってほしいです。とまる所がなくて探すの苦労しました。１人なので。
この大会に第２回から参加させていただいておりますが、子供がとても気に入っており、この大会だけは毎年出
場してほしいと言っています。
海がとにかくきれい（波が高かったが…）
昨年は８月末にあなんＯＷＳのあとに宿泊して良い所とは知っていました。今回は天気が悪く残念でしたが、来
年も又来ます。来年は２泊します。
次回はゆっくり町を見たいです。
去年はあまり観光できなかったが、今年はやくよけ大師や道のえきなど見て回り大変良かった。来年は違う所
も見てみたい。
町が一丸となって大会を催してくれて、元気な気持ちを育んでくれているなと感じました。
自然あふれるのどかな町で良いところですね。
少ない人口の町で、あれだけの大会を開催されていることに敬服。きれいなところで行って良かったといつも思
います。
町政が変わっても、きれいな町でいて下さい。
観光やスポーツに積極的な町
人が、あたたかい町と思った。
よかったです。ただ、夜の食事が困った。
とてもあたたかくて、大好きです。
晴れていればもっと良かったかも… 現地泊ならもう１泊して遊んで帰りたいです。
白い燈台で風呂に入って帰りました。風光明媚な町で住民の方々の温かさを感じ、暮らしたい町の一つです。
試合後の帰り道（小学校）がわかりにくかった。
とてもきれいなところだった。天候が悪かったのが残念です。
自然がいっぱい!!
海・山と自然に恵まれた場所で、夏休み時期にはぴったりの場所だと思いました。
自然か豊か、人がとても優しくて大好きな町です。
皆さん親切です。
町全体としてトライアスロンを盛り上げてくださる雰囲気が大好きです。鳴門に住んでいますが、よく美波町に遊
びに行っています。
素晴らしいロケーションでした。うどんもおいしかった。
海と山に囲まれた、自然豊かな町。是非次回来る時には、海ガメの産卵を見てみたいです。
キレイな海、キレイな砂浜、素朴な人々、他の大会の中でもシチュエーションは一番好きです。ただ、いつもお
土産に何を買おうかまよいます。
初めて伺いましたが、とても静かな町で、町民の方々もとてもやさしいと思います。
海あり、山あり、素晴らしい所。
町外に宿泊したので滞在時間が短く、また天候に恵まれなかったのでコメント不可能です。
合併して他の町の様子がわかった。

美しい海、川、豊かな自然をいつまでも大切に残して頂きたいです。そして、ケアンズ市に負けないよう世界遺
産に登録される事を期待しています。
子供の遊べる場所があると、より家族で来やすくなると思います。
川がきれい。
千羽ホテルのような温泉施設がもう少しあれば良いです。
静かで、自然にいだかれている感じがいいですね。
町の財政もきびしいでしょうが、本大会を開催できるよう頑張ってください。（自己負担増もやむを得ないでしょ
う）
８回のうち、６回参加させて頂いておりますが、一番好きな大会（ショート）です。大会とは別に家族旅行でも来
訪させて頂きました。
たくさんの応援がありがたかった。海・川もきれいですばらしい。
町のみなさんが温かい。
レースのみで帰ったので、よくわからない。
対応も丁寧で、親切でした!!
また晴れたときにきて泳いでみたい。
店が早く閉まってしまうのが、トライアスロンの日は延長いただけないか。
美しい町で、人々もあたたかく、本当にいい町でした。
書きようがないぐらい良い。
きれいな山や海、そして整備された道路など、非常に美しい町だと感じた。
自然が残り、人情味があって素敵な町ですね。
初めての参加でしたが、とてもいい場所でした。
食事をするところや、宿泊施設が充実していない。もっと地元のものを食べれるとこがあるといい。
本当にいいところですよね…道の駅も出来て、買い物もしやすくなりました。
もっと全国的に有名でもよいと思うのですが…。
毎回、自然にあふれた美波町に行くのを楽しみにしています。
天気が良ければもっとよかった。
徳島空港からのアクセスは少し遠いと感じましたが、魚も美味しく良い所だなと思いました。
大自然の美しい町だと思いました。
愛媛県からの参加でした。徳島ＩＣから美波町までのが想像以上に所要時間（自動車）を要しましたが、場所的
には分かりやすく、雰囲気も良かったです。
大会でなく、休日にゆっくり来たいと思いました。
密集した町ではあるけれど、海、山、どれをとっても一流の景色、これからもこの自然を維持していただきたいです
トライアスロンなおで観光でも来てみたいと思った。海がきれい。来年はきれいな外海で泳ぎたいです。
町あげての歓迎ムードはありがたかった。

（美波町の印象を「普通」と回答した人の意見）

回答 14人
もう少し地元との一体化を期待します。
穏やかで、和やかな空気が、いつも流れています。
まとまりのある町です。
町自体に特に意見はなし。ただ宿泊場所の確保が難しい。
今回は雨だったので、次回は晴れている時の美波町を見てみたいと思いました。
のどかなところだと感じた。
白い燈台（ホテル）の露天風呂から見る海は絶景でした。
会場近くの宿が少ないように思う。
初めての道で、着くまでに時間がかかり、町を散策する時間がなく残念でした。次回はもっとゆっくりしたいで
す。
今回うみがめ祭りがなかったので、町に出なかった。
海と海亀以外の印象はあまりなかった。
町自体は普通という印象でした。
天候が悪かったので、観光しなかったから。
天気の良い日に行きたかった。

（美波町の印象未回答の人の意見）

回答 1人
町をもっと見てまわりたかったのですが、時間が無く、よくわかりません。来年は、イベント（前夜）も楽しみに参
加して、美波町を満喫したいです。

８．お昼のお弁当について

お弁当について

回 答

人 数

おいしかった

192 人

おいしくなかった

17 人

暑くて食べるようにならなかった

6人

もっと簡単なものがよい
未回答

32 人
18 人

９．来年の開催について
人 数

絶対に開催してほしい

259 人

どちらかといえば開催してほしい

5人

開催しなくてもよい

0人

未回答

未回答
7%

おいし
かった
73%

おいしく
なかった
6%

来年の開催について

回 答

どちらでもよい

もっと簡
単なもの
暑くて食 がよい
べるよう
12%
にならな
かった
2%

どちらかとい
えば開催し
てほしい
2%

0人

絶対に開催
してほしい
98%

1人

１０．来年の開催日について

未回答
0%

来年の開催日

回 答

人 数

７月２０日（３連休の中日）

153 人

９月中旬

83 人

その他

25 人

未回答

4人

その他
9%

９月中
旬
31%

未回答
2%
７月２０
日（３連
休の中
日）
58%

その他と回答した方の意見

回答 24人
特にいつでもいいです。迷うところですが。うみがめの産卵の可能性から言えば７月がいいのか？トレーニング
の関係上は９月ぐらいがいいが、３連休の中日がいい。台風もあるので、今年のように９月を予備日にしたほう
がいいか？
わかりません
７月後半
８月中～下旬
日曜日
７月末
どちらでも。７月は皆生トライアスロンと同じ日、参加者が多いのは９月下旬だと思います。
５月末～６月初旬
どちらでも
冬以外はいつでも行きます。
８月上旬までに開催
６月中の土日
８月下旬
他の大会期日を考慮の上、同日にならなければ、いつでも良い。
６月
７月初旬
初夏になればいいです。
８月第１日曜
８月
７月２０日と９月中旬両方に○
10月の３連休の中日
連休であればいつでも。
どちらでも良いです。
すみません、どうしても皆生にデル方を先に考えてしまいますので、海の日以外ならいつでも嬉しい！というの
が本音です…９月なら私はもっとウレシー

１１．「うみがめまつり」について

回答 129人
お弁当もいいが、地元の女性たちによるバザーによる食事・御飯･
ゲストランナーの方等によるトライアスロン講座。女性のゲストランナー。･ウイダーののぼりやバルーンアーチ
開会式だけで士気があがってきて、何ともいえずワクワクします。･申し訳ないですが、私の場合前日はトライア
スロンのことで頭がいっぱいで、特にイベント等は期待しません。当日終了後は、逆に大半の方が変えることが
頭がいっぱいかもしれません。
大会前夜祭パーティー（懇親会）を開催し、親睦を深めれたらいいですねぇ～。
亀グッズ･参加賞はとても良かったです。
ひもの（魚）－あぼし鮮魚店の干物おいしかったです。すだち（しぼったもの）も買って帰りました。
かなり充実していると思います。いまのままでも十分かと思いますが。
海の幸試食！ おいしければおみやげとして買えるように…
トラジッションエリアの環境について、もう少し個人エリアの余裕があればありがたい。･記録写真（ゴール時）が
完璧に撮れるようになるとありがたい。･ありがとうございました。
◎うみがめ荘で夕食に出た「ひじき」はとても美味でした。◎前日は、カヌー（カヤック）に来させていただき、妊
婦の妻とまだオールを持てない子供につきっきりで指導いただき、感謝しております。楽しかった様子で、大変
ご迷惑とは存じますが、また参加させていただきたいと思います（笑）
他の選手ともっと交流できるような場があれば良いと思う。
他の大会と比較しても、劣る点は無いのでは。大会以外にも訪れたくなるような町作りを今後も続けてください。
干物・地野菜
今回はすだちを大量に買って帰りましたが、７月だとあるのでしょうか？
ニューミュージックのバンド等を招待してコンサート（有名でなくてよく地元のミュージシャン）
うどん、そばなど軽食販売
大会オリジナルグッズの販売などがあればよかったと思います。
特産品の販売コーナーを作って頂ければ有難いし、イベントにも変化があるのではないでしょうか。（地元産の
干物、海産物など）
海を使ったイベント、たとえば、シュノーケリング教室、オープンウォーター大会、カヌー・カヤック体験

ガラス瓶の製品や、一部の食品など、持ち帰る際に注意が要る場合が有ります。持ち帰り用の箱（有料で、で
きれば大中小があれば）があると助かるかと思いますが。色々な大会用の荷物を積んで、それなりに長く移動
するもので…。
参加したことがないのでよくわかりませんが、大会要項に載っていた内容でも十分楽しめそうだったので、とり
あえず一度参加してみたいです。
もっと地元の特産物を販売したり、土産にしたら良いと思う！
うみがめまつりを知りませんが、それでカーボパーティをかねて、お土産を安く売る。トライアスロングッズを売
るのと夜店などで子どもや家族も楽しめるようにする。
大会記念のラベルなどがついたスダチ焼酎など、ピンバッチ・ストラップなど５００円前後のお土産品があれば
いいと思います。
海産物の食べ放題!!
販売etcではないが、前日ではなく、大会後のおまつりなら、色々おちついていて、特産物etcの販売が見られる
と個人的には思います。
海産物の販売をしてほしい。
今年のカヌー体験が良かったので、又、カヌーに乗りたいと思います。
今ので十分だと思います。
ウツボの干物…ししくいミュージックマラソンで景品でもらって、好きになりました。
トライアスロンセミナーとか…
いせえび、あわびが安く買えればうれしい。
今回のような家族も参加できるようなイベントがあるといいと思います。
今回初参加でした。来年の「うみがめまつり」が今から楽しみです。今回は商店街で、かめのメレンゲのお菓子
を買いました。ゴール地点で試食販売のブースがあればより賑やかになると思います。おにぎり、豚汁、アイス
クリン、ソーセージ、かまぼこ、お菓子（（特産の）など
海産物とすだちをその場で宅配手続き出来るよう、安価で提供出来ないものでしょうか？
レース後に、ダウン症のトライアスリートで有名な翔君がパンを販売していました。10個以上買いましたが、とて
も美味しかったです。
当日、応援の家族が楽しめるような（待ち時間を）食べ物の屋台など多いといいかもしれません。
７月ですと参加できないですが、洋菓子店さんのプリンなど良いと思います。
今年、初めて参加し、前日には「日和佐川でのカヌー」「海ガメの放流」を家族で楽しませてもらい大変楽しい前
日の時間を過ごせました。「カレッタ」の券ももらえ、うれしく感じました。本来なら前日に「うみがめまつり」もある
と思うと、すでに来年が楽しみで仕方ありません。万歳日和佐!!
今回は参加できなかったが、シーカヤックの体験は良いと思う。次回あれば参加したい。
当日も表彰式＆打ち上げパーティとかあるとうれしいかも。
特産品の販売あればいいですね。
夜、食事をする所が少ないので、何か、当地の味が楽しめるイベントが出来ないでしょうか。
前日にカーボパーティを行い、最後は全員であわおどりをしてしめる。
おみやげ販売（おかしとか特産品）があると土産を買いやすい。
セット用品にして販売すれば良い。
初参加なので、すでにあるかわかりませんが、食材等で特産物を使った出店や、交流を深めるために、各宿舎
が協力して、浜辺などで、大勢でバーベキューを参加希望者で楽しめたらと思います。
お菓子、焼肉のタレ、海産物の特産品直売コーナーをテント内にて用意する。県外の人は、土産を買います。
前夜祭で、特産品などを使ったパーティなどがあればいいかも。販売等では、もっといろんなスポーツグッズ店
が出店されたらいい。
前日はキッズトライアスロンを開催している所もあるみたいです。･
参加していないが、特産物のみそ汁とかは土産になりそう。
海産物の販売・試食
以前の様に一箇所（校庭等）で実施して欲しい。あちこちの移動は暑くて大変。
カヌー体験は、良かったと思います。
とくにまつりに合わせる必要もないと思います。それよりも宿泊施設が足りなくて、隣の市町で泊まる選手が出
ないように、宿泊場所を臨時に開放するとか、出場選手をしぼるとかしてほしい。
「うみがめまつり」の金券とは別に、お店の金券を出してもよいと思う。飲料水（すだち、水）などがよいと思う。う
みがめのグッズもあればうれしいです。
美波町の”お土産”と言えるものを売っていると買うと思います。
大会記念ポロシャツ、メダル、ｅｔｃ。当日販売すればいいのに。受付のスポーツ用品、もっと数をおいて欲しい。
うみがめまつりに参加したことがないので（今回初のため）わかりませんが、他のところで前日に大きなまつり
が開催される所はないと思います。来年は、うみがめまつりを楽しみにしています。
ぜひカーボパーティをしてほしい。児島は立食形式で、中島はみかん箱をひっくり返したいすを使うなど、経費
を押さえても、ぜひ親睦を深める場を設けてほしい。
やはり海産物だと思います。
この大会に参加したと人に自慢できるような土産物があると嬉しいです。
特産品が何処のものかを地図で示してくれると買いやすいです。お土産を人に渡す時に説明がし易いので。
今回もありましたが、ウェアやジャージ等の販売
土産物は道の駅で買うのですが、魚好きの私は干物が買いたいと思えど有りません。勝手ですが。
パーティー

今のままで良いと思う。他の所も同じようなものです。
わがままで申し訳ございません。７月は皆生があります。ロングの大会は少ないので、どうしても皆生が優先に
なってしまいます。
今年はうみがめまつりに行けなくて残念でしたが、去年とてもたのしかったです。最近もちまきをするところは少
ないと思います。去年初めてもちまきを経験させてもらっておいしいおもちをいただきました。阿波踊りも間近で
見れてよかったです。販売してほしいものは、すだちです。
やはり海産物（食べるもの）がいいです。
特産品の販売については、割引券をつけて販売所の案内をしたらどうでしょうか。やはり帰り間際に立ち寄って
買うとゆっくり見えるので。
子供に買って帰るカメのアクセサリー等
児島のＴＡでは、前夜祭でカーボパーティがあって、他のチームの人達と食べたり飲んだりしながら交流を深め
るパーティがあります。レースの参加者以外でも、会費3000円を出せば参加できるので応援の人も楽しめま
す。
トライアスロンは、うみがめまつりと別の日にして欲しい。
特産品の試食会、応援者がもっと楽しめるようになれば…
ありきたりな日持ちのするお菓子類だけでなく、地元の方の手作りのものが良いと思います。
何か、土産品・特産品の販売コーナーがあれば良い。
うみがめ祭りが今回なくて、確かにさみしい気がしました。毎年お土産におみそは買ってます。
カーボパーティをしてほしい。
町の特産品を使ったお弁当等を販売してもいいかと思います。
昨年、前日のうみがめまつりに家族と参加しましたが、軽食（うどんなど）がなく、夕食と兼ねることができなかっ
た。
当日に、食べ物で販売がもう少しあればいいと思います。･ファミリーで来ている人が口に出来る甘い物があれ
ばいいかなと少し思いました。
阿波踊りが見たいです。ライブショー等。
特産品を利用したパーティなどがあれば、もっと交流（選手間の）も盛んになるのでは…
大会後の後泊をねらったイベント。シーカヤック＋キャンプ、バーベキュー＋民泊、アスリートとボランティアス
タッフ（子供＋保護者）との座談会
前回は、前日がお祭りだったので、浴衣の娘とかが居て、良かった。ただ、なかなか日和佐内に宿泊できない
ので、夜のお祭りが見えないのが不満。
魚介類等のバーベキューがあれば良いのでは。トライアスリートの集いのような前夜祭もあれば、交流が深ま
るのでは。
町外に宿泊したため大会前夜も早々に引き上げました。大会後は帰宅してしまう人が多いと思います。何かや
るとすれば前夜祭ですが、町外泊には時間的制約が大きいですね。
道の駅周辺で受付したら、たくさん買うよ！
地元の特産品で結構です。特に海産物がＧｏｏｄ！焼肉のタレ最高です。
オープンウォータースイムレースを企画してみては如何でしょうか。2008年北京オリンピックで正式種目となると
聞いていますので。ちょうど、記念の都市に来年はなりますので。
特産品の販売があれば良いと思います。又、宅配出来るとより良いでしょう。
前日は、早めに宿に入ってしまうことが多いので、特産品販売は、レース後、お風呂（温泉施設等）の駐車場
や、レース会場の近くで売っていたら買いやすいです。
前日の開会式後、カーボパーティがあると良いですね。地元の美味しい海の幸とか。
グッズ販売の店がもう少しあれば良いと思います。
マッサージコーナー（出来れば）。ウィダーガールとの撮影会（笑）
今回、道の駅で特産品を沢山購入させて頂きました！（ミソ、スダチ、えびセン、いりこ、他…） 出店を出してほ
しいなあ～！
カヤックが乗れたり、漁が出来たり、子供・家族が喜ぶイベントがありがたい。家族連れでいけるので。
特産品販売があればいいとは思いますが、どれだけの人が購入するか…。負担のかからない程度でいいか
前日に、トップトライアスリートやロードレーサー、マラソンランナーの方等のセミナーがあれば、大会前の身体
をはげしく動かせない時によい勉強になると思う。トップ選手の練習方法やペダリング、ランニングフォーム等現
地で勉強してみたい。（例．宮塚さん、白戸さん、中山さん、山本さん等トップアスリートの方々だととてもうれし
い。
地元の特産品、簡単なみやげ
特産品ではないが、選手の持ち込みフリーマーケットなんてのは？
レース終了後に何かみやげを買いたかったが、近くになかった。（道の駅まで行かなかったから）
実際食べてみないとわからないので、特産品を使ったメニューで、弁当等ゴール後の飲食物にして欲しい。（お
いしかったら買って帰ります）
家族で楽しめるようなアットホームな催しがあればいいと思います。
他の大会でも地元の特産品、みやげ物などを販売しています。応援者の為に、屋台など食べ物の販売があれ
ば楽しいです。
ＪＴＵ登録者は、参加料の値引きをお願いしたい。1000円でも。
すみません。前日は参加していないので、よくわかりません。
カーボパーティ（児島トライアスロン）
うちわがほしい。うちわでアピールしてください。記念にもなるので。

たこやき・やきそば・アイス等の軽食ができるお店がほしい。（屋台）
宮古島大会では、ストロングマンという名前のお菓子やトライアスロン開催記念のビールが売られていたりしま
すが、そういう大会記念のお菓子があればお土産にいいと思います。
ご当地キューピーがあるとうれしいなー。
前夜祭をやったらどうでしょうか。
魚貝類の販売
サザエ、アワビ、伊勢エビなどの海産物
現状のままで長く運営される事を望みます。
表彰式の会場は、立派で少し驚きました。
海のもの。
カーボパーティをしてください！
カーボパーティ
ウミガメ戦隊ヒーローショウ。当然ヒロインは乙姫さんたち。「砂浜の自然と平和は、我々が守る！」みたいな。
十分ではないですか？
コンサートのようなイベントもあるといいと思う。
海産物
来年こそは「うみがめまつり」を実感・体験したいです。今回は初参加で大会延期となりましたが、良い経験をさ
せて頂きました。
道の駅で食べたパンとアイスがおいしかった。
特産品を中心にした食事ができると、同行する家族も楽しめそう。宿に食事がなかったので、夕食のとる場所を
探すのに少し時間がかかりました。
美波町のホームページにのっていない特産品があれば販売してほしいです。（土産物に向いている物）
前夜祭、後夜祭。家族が購入できる分の大会Ｔシャツの販売。

１２．その他意見

回答 168人
ゴール付近の改善。特産品の発送。･和歌山～徳島のフェリー割引券・公式記録の表紙の写真（同封）・７月の
台風による９月への延期、この３点は、他の大会ではなく、感動しました。今後も参加させて下さい。自転車、山
登りを鍛えます。
ゲストランナーの平野司さんとか細田雄一さんとか、今年は来られませんでしたが、順延の関係ですか？ バ
イクですれちがうのを楽しみにしていますので、ぜひ呼んでほしい。女性の方（トップクラスの選手）も見てみた
い。
天候に恵まれず、延期され、準備も倍以上の手間、ご苦労が有ったと思います。大会に参加させて頂けた事
を、皆様に感謝します。来年も宜しくお願いします。
ゴールしてからですが、シャワーがあれば、大変嬉しいです。
今回久しぶりのひわさ（第１回、第２回、第３回）で楽しませていただきました。
台風当時との荒天にもかかわらず、無事開催いただきありがとうございます。
ゴール後、もっと水分が欲しいです（水以外で…）。また、その時の体調でゴール後食べれる時と食べれない時
があるのでお弁当の量はそのままで、今年みたいにパンが食べたいです。おまつりというか、縁日みたいだっ
たらいいですね。楽しかったです。ありがとうございました
アットホームな大会なので仲間にいつも参加を勧めています。今回も選手１４名で出場しました。
公式記録に自分のゴール写真を入れてもらって感激!!･良い記念になります。ありがとうございました。
とても良い大会だとは思いますが、他大会にあってひわさ大会に無いもの、カーボパーティでしょうか？
お世話になりました。次回楽しみにしています。
じゃんけん大会はいらないです。その経費で入賞商品おまたはエイジ４位まで入賞とかを増やしてくれた方が、
やりがいがあります。
大会の延期などで実行委員会事務局の方など岸本さんはたいへんだったと思います。そのかいがありなんと
か悪天候でありながら無事大会が終了できたと思います。おつかれさまでした。また、ありがとうございました。
あわおどりを初めて見て感動しました。ＴＶとかとちがって生は、ちがう。すごい。
大変でしょうが、今後も続けて下さい！･色々と細部にわたりお心くばりをして頂き、心から感謝しております。
駐車場の誘導が悪い。満車になれば事前に手前の駐車場に誘導する様に。リレーに出場しましたが、年別
（トータルで×××以上）を行ってもらえれば良いが？
バイクラックを出る時に今年からナンバーチェックをしていましたが、事前に伝えてくれていれば良かったのです
が、知らなかったので、バイクのナンバーをはがしていたために出口で係員の方ともめることになりました。係
員の方の言い分は聞いて了解しましたが、私の言い分は係員の方に聞いてもらえず、常識をしらないバカ者あ
つかいを受けて、不愉快な思いを受けました。今回は、同行者がバイクの所有の証明をしてくれたのでよかっ
たのですが、証明ができない場合、バイクの引き渡しはどのようにするつもりだったのでしょうか？ 事前にイン
フォメーションしてくれるだけでよいのに、係員の対応は「そんなことは当たり前のことで子供でもわかる。そん
な細かいことをルールに書くと六法全書みたいになる」とののしられました。この対応については、一度返事を
いただきたいです。
臨時トイレのトイレットペーパーが少なかった。･悪天候の中、スタッフの皆様お疲れさまでした。抽選会では、お
米をもらい、ありがとうございました。来年は「うみがめまつり」の７月に参加できればと思います。

美波町ないで宿泊できれば有難いのですが。ゴールの写真を有難うございました。
大会準備ご苦労様でした。来年もよろしくお願いします。
団体戦を行えばもっと盛り上がる思います。･団体戦＝個人４名の合計タイム（51.5km）で、順位をつける。別に
参加料は徴収しないで、４名をあらかじめ登録しておくだけ。（兵庫県香美町の残酷マラソンで団体戦をやって
ます（６月上旬、24km））･賞品は１～３の上位は別として、５組に１組程度の飛び賞（簡単な地元産品でも可）を
設ける。
大会延期に伴い大変なご苦労があったと思います。私にとってもトライアスロンデビューでしたので、このひわさ
が特別な場所になりました。とにかくこの機会を与えていただいたことに感謝し、来年以降もこの場を提供し続
けてもらえるようにお願いします。皆様ありがとうございました。
バイクコースの危険地帯の前に、スタッフによる声かけもしくは案内板の設置、また、大会の１，２週間前に、も
う一度大会の案内が届くようになっていたらよかった。それと駐車場の水はけの悪さに、皆さん困っていまし
た。
今年は参加人数が多すぎたようです。５００人止まりにして頂いた方がいいのでは。
主催者の大会にかける思いを感じます。元気な大会をず～っと続けて下さい。
今回、初めて参加させていただきましたが、大変すばらしい大会で、心に残る大会になりました。10回20回と継
続されて日本一のショートの大会になって下さい。大会関係者の皆様、本当にお疲れ様でございました。ありが
とうございました。
期間限定・特産品割引券!! ｉｎ道の駅or商店街or特産品を作ってる所。参加賞として、どうでしょうか？ 案内地
図もついて来るとなお良しではないかと。大会前日・当日に使えれば十分かと思います。
以前から気になっていた大会で、今日初めてエントリーし、いきなり台風で延期になってしまいましたが、中止
決定の連絡等対応がとても速くとても好感が持てました。来年もぜひ参加したいと思います。来年はうみがめま
つりと正規のスイムコースで行われることを祈って。大会関係者の皆さんお疲れ様でした。来年もよろしくお願
いします。
ボランティア、近くにお住まいの地元の方々に心より感謝を申しあげます。
「ひわさうみがめ」色がでていて、良い大会だと思った！
閉会式の時のじゃんけん大会は楽しかったので続けて欲しい。
カヌーはぜひとも次回もやって欲しい。
７月開催だと他の大会とバッティングしてどうしても参加しにくくなります。ぜひ、９月に開催してください！
ありがとうございました。
他の大会でも言えますが、会館等で開く説明会場はクーラーがききすぎて非常に寒いです。特に今年は雨にぬ
れた人がたくさんいて、うす着なので大変な思いをしたみたいです。
スタッフ一同様に感謝申し上げ来年度も心をたぎらせて参加させて頂きたいと楽しみにしています。
駐車場のぬかるみが雨天のため最悪でした。アスファルトならまだ良いと思うのですが…近くにアスファルトの
駐車場スペースはないのでしょうか？
エイジグループについても３位まで表彰してくれる大会はありませんので、参加者としてはうれしいですね。ま
た、全員のリザルトを送っていただけれる大会も少なくなりましたので、ありがたいです。
写真ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。･今年は朝バイク置場が雨で水たまりになっていて
荷物を置くのが困った。
昼弁当の時にビールが無くなったのは非常にいい事だと思います。
ボランティアの方に良くしてもらって感謝しています。･来年もよろしく。
いい大会です。末長くつづけて欲しいです。
とてもいい大会と思います。これからも続けてほしいです。公式記録の表紙が個人の写真になっていることに
びっくりしました。とても感激しました。
今回特別企画のカヤック等々色々考えてくださり、ありがとうございました。レースもその他も思いきり満喫しま
した！ありがとうございました。
今回、初出場でしたが、今まで出た大会の中で一番良かったです。他の大会は人工的なコースが多く、自然を
満喫できたうみがめコースはすばらしいと思います。スタッフの方々も親切で、気持ち良かったです。来年も必
ず出ます。
すばらしいコース、ボランティアでした。ぜひとも続けていただきたい大会です。コース的には、参加人数は今回
くらいが限界ではないかと思いました。写真のサービスや、記録証はどの大会にもないサービスで感動しました
が、コストは大丈夫なのでしょうか？ 無理せず続けて下さい。
ゴール地点に氷水入りの樽か簡易プールがほしいです。佐渡で以前、入って気持ち良かったので。個人の写
真付きの記録集は１５年の競技歴の中でも初めてで感激しました。
前日に開催されたカヤックを体験することにより日和佐の自然を満喫できよかった。来年も期待。
ご苦労様でした。来年もよろしくお願い致します。

とても良い大会でした。100点満点です！ １つだけ確認なんですが、リレーのバイク担当の別チームの人が、
バイク終了後、バイクにシューズをつけたまま、素足でトランジッションエリアに入ろうとしたところ「靴をはいて
下さい」と注意されたそうです。結局、ぬぎかけていた片方はそのまま、ぬいだ側の足は素足でトランジッション
エリアへ向かったそうです。僕はバイクにシューズを付けたままトランジッションエリアへ進みましたが、何も言
われませんでした。何か勘違いがあったのか、ローカルルールなのか、少しだけ気になりました。･事務局の対
応の親切さに、とても感動しました。心から有難うと伝えたいです。色々と大変だったと思いますが、本当にご苦
労様でした。来年も、またリレー参加になるかもしれまんせんが、連覇を目指し、トレーニングに励みたいと思い
ます。開会式も閉会式も、その全てを楽しみ、隅々まで堪能したいと思います。ゴールの写真を広報誌や記録
冊子に使って頂き、本当に有難うございました。今回、リレー個人応援を含め15人ほどで乗り込みましたが、来
年は更に多人数で大会を盛り上げに参加させて頂きたいと思います。
自治体主催の大会で、これほど選手本位に運営される大会が他にあるでしょうか。実行委・事務局の皆さんの
御配慮には毎回本当に感謝しています。ありがとうございました。
運営が大変でしょうが、Ａ・Ｂコースと分けて、今より長い距離の部もあると元気な人は、ロングの方に楽しみを
見つけるかもしれません。
少し遠いですが、またチャレンジしたいと思った良い大会でした。来年以後も是非参加させていただきたいの
で、９月開催をお願いします。ご送付いただいた公式記録の表紙の写真を見てびっくりしました。大変うれし
かったです。ありがとうございます。
墓地の水道で全身を洗う（石鹸で）トライアスリートがいました。バカですか？どこの大会に行っても思います。
選手が大会を「その土地、場所」で参加させてもらっているという謙虚な気持ちを忘れてはいけません。お金を
払っているからなんて理由にはなりません。そんな理由なら、一人で勝手に３種目やればいいのだ!! 僕の家の
墓がそこにあれば、僕は大会に文句を言うでしょう。大会には、とにかく文句のつけ様がありません。選手も一
人一人が時間と空間を共有するものとして、大会を大切にする気持ちが大切です。
来年も開催よろしくお願いします。･スタッフ・ボランティアのかた、どうもありがとうございました。
カーボパーティ（懇親会）を是非してほしい。他の選手との交流の為。
これからもすばらしい美波町でありますように。
すばらしい大会を今後も続けてほしい。
順延の対応が大変だったと思いますが、電話連絡してくださり、即座の対応良かったと思います。毎回いただい
ている焼肉のタレおいしくいただいています。またウィダーギャルに毎回会えるのも楽しみです。今年は乙姫大
使にも癒されました。どうもありがとうございました。
完走Ｔシャツ（参加賞含め）綿ではなく、ポリエステルのスポーツＴシャツがありがたいですね。練習に使えるの
で。
駐車場が舗装してあれば快適であったと思う。
焼肉のタレ楽しみにしていますが、割れやすいので心配。今年、人数が多く、バイクトランジットエリアが狭く、大
変であった。
初めて参加しました。楽しかったです。
今回、うちわ（何回大会名入り）が無かったので残念（収集していたので）
大会説明会をもう少し早い時間に終了していただいて、参加者、町人、大会関係者の方たちと、プチ宴会がで
きたらと思います。
今回は、経費の関係か、抽選会の賞品、ウイダー賞品（ゼリー、飲み物）が少なく、少し華やかさに欠けていた
ように思います。また、トライアスリートは、にぎやかで、ハデなことが好きな人が多いので、もっと華やかにすれ
ば、もっともっと人気大会になると思います。･大会関係者の方々、大変お世話になりました。ありがとうござい
ました。
フィニッシュバスタオルのデザインは最高!! でもＴシャツのデザインはいまいち。もう少し、日和佐－を主張した
デザインがいいかも。･本当にいい大会でした。天気を除いて！ 茨城の波崎トライアスロン位のいい大会。写
真ありがとうございました。
駐車場の足場が雨天のため悪かったのが残念。･役場の方々も本当に親切でした。
「今年最後の大会に」というキャッチフレーズで参加募集しては。･徳島県人ですが、ゼッケン№11～20までは、
県人枠として、去年の成績順で付けたら？ 県人の目標になります。（レベルｕｐにつながると思う）･またはトラ
イアスロン珠洲ではゼッケン1～30までは前年の成績順にしてます。来年は絶対に入ったろうという気持ちにな
ります。（リピーターが増えるかも）･今年もありがとうございました。来年もかならず参加します。よろしくお願い
します。
ゴールでの写真等撮していただけたらいい記念になります。また、応援して下さった方々の写真もほしいので、
来年は是非撮ってあげて下さい。
前夜祭（カーボパーティ）をして下さい。
お弁当、余分な経費と思う。うどんか豚汁で十分。･初めてのひわさトライアスロンでしたが、十分楽しめました。
記録証の表紙に出たので、感激でした！ 平山経政さんにも少しですが募金をしましたよ。
表彰式が長すぎる。途中で帰る人が多い。
大変楽しい大会でした。･開会式での町長の「どれだけ経費を削ってでもこの大会は必ず開催します」と挨拶さ
れたのが非常に印象強く、またその気概に感動しました。来年も是非参加したいです。
岸本さん、みなさん、ご苦労さまでした。１月号（１２月発売）に掲載予定です。
四国のレースは少なくなってしまったので、ずっと開催を続けてほしい。
ジャンケン大会で終わらせるのはもったいないと思います。何が良いか思いあたらないのですが、これから考え
てみます。

前日エントリーしかできない大会が多い中、この大会は当日ＯＫなので、土曜日仕事の多い自分にとって参加
しやすい大会です。ゴールが少し狭く思います。もう少し広い･といいと思う。運営される方々、コース共素晴らし
い大会でとても楽しませて頂きました。
ゴールしてから他の飲み物がほしかったです。コーラとか。
駐車場となるグラウンド、及びバイク置き場となる神社内の道はもう少し舗装できないものでしょうか。雨天時は
かなりヒサンです。
近年、競技者のマナーの悪さに憤りを感じます。ゴミをゴミ箱や、ボランティアのいる人の前等にすてるならいい
のですが、全然ちがうところにすてられているといやな気分になります。やはり、自分の立場にたって考えてほ
しいものです。自分の家の前にたくさんゴミがすてられていると誰でもいやな思いをすると思うので、やはりエイ
ドステーションでもらったものでもそこで処理するか、次のエイドステーションまでもっていくかしてほしいもので
す。また、自分で持ってきたものは必ず自分で持って帰るか、エイドステーションのゴミ箱まで持っていくかして
ほしいものです。同じ競技者としてはずかしい思いがします。
２ヶ月の延期での運営は本当に大変だったと思います。楽しませていただき、本当にありがとうございました。
今年は中島大会の選にもれたこともあり、当大会に参加できたことを特にうれしく思います。たくさんの応募者
をすべて受け入れてくれたことにお礼申し上げます。
バイクセット場所に家族も入れるようにして欲しい。（家族パスのような物を作る）
前日、車中泊だったので、風呂が無く、食事もすこし店を探さなくてはならず不便でしたので、町のお店の紹介
をしてほしいです。
ランコース上の家の人だと思います。小学２年生ほどの女の子が一人で応援してくれていました。誰かと一緒と
いう訳でもないのに出来るという事が嬉しく思いました。その様な方々と共に大会の構成員（選手として）として
参加できてよかったです。
参加賞はなるべく軽めの方が助かります。
来年も開催されれば行きます。よろしく。
来年も必ず参戦しますので宜しくお願いします。
Ｔシャツのサイズを選定できる様にしてほしい。他のマラソン大会などでは、M、L、Oぐらいの選択できる大会が
あり、すごく親切と思う。
もう少し閉会式を短くできないでしょうか？
今回は参加者が多くなり、トランジットが混雑していた。やはり定員は守って頂きたいと思います。
忘れ物を届けていただきありがとうございました。
競技説明会が随時におこなわれて良い。説明もプレゼンみたいでおもしろかった。
来年も参加したいです。こういうアンケートもうれしいです。気持ちやお礼の気持ちが伝えられますし、改善点と
かもたずねてもらえて、みんなでよりよい大会をつくっているという感じがしてうれしいです。お忙しいと思います
が、がんばって下さい。ありがとうございました。
いつも皆生大会に出ています。この大会に出たかったのですが…。今後はこちらにしようかとも思っています。
初参加ですが、全般的に細かい制約がなくてのびのびした良い大会でした。人気大会のわけが良くわかりま
す。･閉会式での賞金は再考の必要があるのでは…
後祭（夜でなくてもいい）で軽食でもしたら楽しいですね。
延期の判断とその後の対応が素晴らしかった。大変だと思いますが、是非とも続けていただきたいです。
制限時間の表示が欲しい。
トライアスロン宿泊価格で、家族友人を連れて来たら易くして欲しい。本当にすばらしい大会だと感じます。
表彰式の時間が長すぎると思いました。自分の表彰まで、かなり待ったように感じました。（５０歳代）
ゴール地点の印象が良かった。
とても楽しかったです。来年もぜひ参加したいと思ってます。「自分のゴール写真が表紙のリザルト」って、とて
も良かったです。･私は岡山県民です。岡山の人は児島のＴＡに出る人が多く、児島ＴＡと同じショートの日和佐
の大会に出るようです。自分の練習の成果を見る為に。海は違うけど、バイク＆ランは似ているので。
毎年参加したいのだが、近くに宿が取れないので困る。学校の体育館とかを宿泊に開放してもらいたい。ス
タートを早い時間にしてもらえると遠くへの帰りが楽になる。
ＨＰの最新情報掲載が良かった。ありがとうございました。
①表彰式を短くした方が良いのでは。台上は、１位のみとし、他は横で手渡し。･②バイク折り返し、ラン途中へ
応援搬送のバスがあれば、見れる試合になるのでは？･③Ｔシャツを記念品としてではなく、ふだん着れる様な
デザインに変えてはどうでしょう。
延期決定のお知らせの対応が素早く、その時点でこの大会の良さが感じられました。ショートの大会でこれほど
の参加者が集まる大会も珍しく、それだけこの大会が魅力的なのだと思います。ぜひとも今後も継続して頂き
たいと思います。来年は東京へ引っ越すので参加は難しいですが、できれば参加したいと思います。
美波町の方々には、とても感謝しています。
着後（トライアスロン終了後）のイベントがもう少しあった方が良い。大変御世話になりました。有難う!!
公式記録の写真が他人だったので、すごく残念!! 他人の写真なんていりません。間違った相手も残念でしょう
ね。
私事ですが、本当の所、高波の練習をしてきたので少し残念でした。
ぜひ、今後もずっと大会の存続をお願い致します！今年は延期になったり大変だったと思います。お世話にな
りました。
個人的な希望ですが、７月開催で毎年皆生トライアスロン大会と同日なので、違う日程にしてほしい。私の他に
もそう思っているアスリートはいるはずです。よろしくお願いします。今回の大会も大変満足のいくレースができ
ました。来年も是非開催して下さい。

今年初参加でしたが、（トライアスロンも初めて）とくにとまどうこともなく、目標通り完走することができました。運
営はとても良かったと思います。これだけの人数の大会を無事運営を終えられてご苦労様です。大変でしょうが
来年も是非開催して下さい。当日はとっても楽しい一日でした。･”感謝”です。ジャンケン大会の賞品はあたりま
せんでしたが、進行がとてもスムーズだったと思います。大会記録の表紙に写真をありがとうございます。うれ
しい！
近くにこんな素敵なレースがあったんですね。でも皆生大会と重なっているのが…
ほんとうに大変な天候の中、ご苦労様でした。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
スイムがダメなときは、ランにしても良いではないか？
事務局の方（名前は覚えていませんが）が非常に熱心にされているのが印象に残っています。（確か４０代半ば
ぐらいのメガネをかけられている方）
悪天候で延期になりましたが、無事開催していただいて、ありがとうございました。来年も是非参加します。いつ
かは、ソロで参加を目指します。
参加賞でいただいた「あらめ」は美味しかったです。焼肉のタレはまだ食べてませんが…。ウイダーもたくさんも
らえて重宝してます。
スタッフの皆様、ボランティアの皆様には頭が下がる思いです。ありがとうございました。今年も楽しませていた
だきました。この大会が長く続くように祈っています。よろしくお願いします。
競技運営をJTUに委託されていますが、マーシャルが大会の雰囲気を壊しているばかりではなく、費用の点で
も無駄遣いだと思います。すべてを自主運営されることを希望します。
素敵なレディーのゴールテープにゴールの喜びも２倍近くアップ。神々しい神社でのお楽しみ会も最高。阿波踊
りのステージがあればこの上なかったです。ありがとうございました。
連続５回出場ごとに、特別賞を授与する事も企画してみてはどうでしょうか。人気上昇中なので、今後も是非継
続して頂きたいと思います。
招待選手を増やして欲しい。
延期の判断と案内が早く、対応もすばらしかった。
大変好きな大会で、出来るかぎり出場しています。前日のカーボパーティとかも必要なく、いまの形で良いと思
います。最後に色々プレゼントがありますが、今年は全てジャンケンだったのが残念。やっぱりゼッケン番号の
方がいいかな。
最後のゲームは、ビンゴの方がいいかと思います。時間がかかるなら無理ですが。
夜に簡易トイレに行きましたが、電気がつかず、暗くてこまりました。来年もよろしくお願いします。
エイドステーションでは、スポーツドリンクなどがあれば良いと思う。
駐車場の舗装があれば、快適ですﾈ。･延期となる場合は、今回のように９月中旬であれば、他の大会とも重な
りにくいので、良いと思います。
今のままで良いです！
駐車場は運動場利用の為しかたないと思うが、雨天時はドロだらけで汚い。
今回は、自転車の整備不良でリタイヤしましたが、事前にオフィシャルメカニックに相談したところ、全くアドバイ
スもなく、「補修部品が無いから何も出来ない」とのことでした。整備不良は自己責任で文句言えませんが、メカ
ニック、少しプロ意識に欠けてませんか？ どこのBIKE SHOPの方ですか？ 非常に残念でした。不愉快だった
ので、来年はでません。ゴメンナサイ。
本来なら台風接近により、開催中止になってもいいのを、９月開催に延期していただきありがとうございました。
天候は悪かったですが、気持ちのよい大会でした。
事務局担当の方、いつも対応が良いので気持ちがいいです。参加賞にすだちを入れてほしいです。
追加募集していただき、ありがとうございました。
延期になっての開催、ご苦労さまでした。ありがとうございました。･写真並びに写真入りの大会記録、ありがと
うございます。
年に数回レースに出ますが、一番好きな大会です。すばらしい自然、面白いコース、気持ちよい大会運営と、親
切なボランティアの方々、来年も開催して下さい。
いつも皆生大会に参加していて、今年初めて出場しました。本当にいい大会で、来年も参加したいと心から思っ
ています。できればまた、９月に開催してほしいです。
スタート時間を9:00でなく、15:00にはできませんか？ 9:00はゴールが遅れるほど暑くなるので。15:00スタート
なら日が入って少しは楽と思う。表彰式は20:00～ それなら県外の人に連泊もしてもらえそうなので。抽選会は
表彰式に残った人のナンバーカードか紙に自分のナンバーを書いた物を箱の中に入れて抽選するのが良いと
思います。
ゴールした後、休める場所が少ないように思う。また、昼食を食べるときに、イスや机が非常に少ないと感じた。
大会実行委の方々、ボランティアの皆様ありがとうございました。今回は７月のレースが延期ということもあり、
収支的にも厳しい運営となられたようですが、開催していただき感謝しています。おかげ様で昨年と比べタイム
順位とも大きく縮めることができ、満足しています。ありがとうございました。
小浜海岸でオープニングセレモニーがありましたが、マイクの音が小さくてあまり分かりませんでした。スタート
を盛り上げる為にも、もっと大きな音の出るスピーカーを用いて、大勢の人が、MC等の声を聞いて盛り上がる
のをしたらいいのでは？
台風延期で２ヶ月延びたので、練習が一時的にだれてしまった。中止にならなかったのはありがたいから、ワガ
ママは言えませんけど。
応援者の休憩場所・食べ物屋がもっとあればよかったと思います。

大会の内容も良かったのですが、台風で延期になった際の対応も早くわざわざ電話で連絡して頂けましたし、
記録集にも一人一人の写真を表紙にしたりと、すごくきめ細かいなと思いました。主催者の方の意気込みが感
じられて、とても良かったです。
ウイダーバルーンが面白い！
公共の施設を開放して有料で宿泊させてもらったら、大勢美波町で宿泊でき、当日の準備も楽だと思います。
できるだけ、ボランティアの方の負担を軽くしてあげたらいいと思います。
毎年参加させてもらっていますが、大会関係者やスタッフ、地元のボランティアの人々の熱意には頭が下がりま
す。大会開催は大変だと思いますが、10回、20回と続けて欲しいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しい１日を過ごさせていただきました。
レース後は、弁当なしで良いのでは？･参加賞に特産物等あればうれしい。
ありがとうございます。おかげで楽しく大会に参加できたことにとても感謝しています。これからも続くことを期待
しています。
とても良いと思います。ありがとうございました。
７月２０日より、８月か９月開催にして欲しい！
プログラムにコメントが載っていてたのしかった。宿が近くにあればもっとよい。
表彰式の開始時間が遅い、時間が長い、遠方の参加者は、帰りが遅くなってしまうので参加し辛い。
友人が牟岐に居るので、この大会は本当に出たいものでした。今回９月に延期になって、ようやく出場出来まし
たが、皆生と同じ日である限り、今後は難しいかと…んー、残念です。ﾄﾎﾎ…･初のトライアスロン、本来は来年
出場を考えていたのですが、台風による延期で参加することが出来ました。ウィダーの柿山市と昔から一緒に
仕事をしていた仲間だったので、そういう面からも、絶対出たい大会でした、本当に楽しめました。もし、再び
チャンスが来れば必ず来ます！ ありがとうございました!!
うみがめ博物館の入場券は、今後もぜひぜひ続けて下さい。いや、無くても実費で入ると思いますけどね…。
３年ぶりに参加したのですが、満足できる大会です。これからも続けてほしいです。
ランのコースのどこかで、太鼓や阿波踊りの応援があるといいと思う。
（開催日について）天候で延期しても、１週間後～３週間後ぐらいにしてほしいです。来年も宜しくおお願いしま
す!!
コーヒー、トースト、サンドなどが食べれるカフェがほしい。
美波町内に宿泊場所を確保するのに苦労しました。周辺の町の宿泊場所をwebにアップして頂けると、宿探し
が容易かと思います。
温かいご声援誠にありがとうございました。
バイクコースでの中央線よりの走行車が目立った。（キープレフト出来てない）接触の危険もありますので、マー
シャルの方はたまには注意して下さい。
大会等の書類を、クロネコメール便で送ってくるのをやめてほしい。メール便はバイト等が配っているので、届
かない時があります。やっぱり郵便局の方が確実です。安いのは、わかりますが、検討して下さい。

