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問１．スイムコースについてお伺いします。

◎スイムコースの良かった点、悪かった点、改善してほしい点などをご記入下さい。

良かった

悪かった

人

普 通 69 人

144

人28

合 計

1、5㎞　1周回を強く希望する

未 回 答 7

248

3%

100%人

天候の影響で、何も見えなかったので、ひわさの青い海を期待していただけに残念でした。ラ
イフセーバーの方々がたくさんいたので安心して泳げました。

スイムコースが750mを2周回というのは嫌です。前のように行って帰って1、5㎞のコースがいい
です。希望します。ボランティアの方がたくさんいると思いますが、来年は元のコースで参加
させて下さい。よろしくお願いします。

私は以前の1周1500mのコースの方が良かった。

人

2周回は良い。（今回は1周回だけになってしまいましたが）

きれいな海です

海キレイ！広びろしてて泳ぎやすかった。

ウォームアップエリアまでに鋭利な木々が気になります。ケガを防ぐ意味で来年以降は改善し
てほしい。

コースが短くなったのでやむをえないが、去年よりコーナーでのバトルが激しくなった。

周回よりワンウェイの方が魅力があると思いますが、今回は1周でしたので特に問題なく泳げま
した。

本当は周回よりワンウェイが泳ぎやすい。コースは決定なのでもう仕方ないですが

前日の雨のため、練習場所の小浜の水温が低く練習がつらかった。スイムが不得意のため、第4
ウェーブの女子に抜かれるとき（私は第3ウェーブ）にバトルになる不安がある。申告タイムで
ウェーブを決めて欲しい。

今まで通りに1周回が良かったです。2周回はバトルが多いし、タイムロスになります。

長く感じた。ブイが少なかった。100m、200mとが無い

ライフセーバーがたくさんいるので安心して泳げます。毎年ありがとうございます。

750mのコース設定はよかったと思います。来年は2回まわりたいです！もう少し要所要所のブイ
が大きくてもよいかと思いました。大阪に大きなラバーダックのブイをかしだしているところ
があります。こんな折り返し楽しいと思うのですが。

58%

28%

11%

良かった,

58%

普通,

28%

悪かった,

11%
未回答,

3%
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周回コース安心です

2周回になるのは安全面的にいいと思います。

以前のワンウェイの方が良かった。

スイムコース少し長かったような気がするのは自分だけでしょうか、、、。少々荒れていまし
たが、やっぱり海がきれいで泳ぎやすかったです。

短縮が残念だった

750m×2の方がいいと思います。

改善点、コースロープの表示、ロープが細くフロート数が少ないため判り難い。フロートの数
を増加してほしい

2周回コースはNO！1、5㎞スイムでも1周回で！

750mを2周回に変更したので、今回のような臨機応変の対応が可能になったと思う。元々波が高
い場所なので泳ぎやすかったのではと思う。

ブイがやや見にくかったです。より大きめのブイの方が参加者としては安全確認しやすいで
す。波がなく泳ぎやすかったです。

以前の1、5㎞コースのワンウェイの方がいいと思います。今回の750mは長く感じられました。

1周回は残念でしたが、コーナーのRがゆるやかで、混まずにマイペースで泳げたのが良かった
です。

海がきれいだった

特になし

ボランティアの方々にたくさん助けて頂きありがとうございました。

1周回のコースは他ではあまりないため。

今年は特別雨が降り、当日のスイムで波も高く、泳ぎにくかったが、あのブイの配置が妥当な
のかなと思った。

特にありません

うねりがそれなりにあったので、短縮コースになったのは自分としてはラッキーでした。

（良かった点）ウェーブスタートをして頂き、バトルも少なくスムーズなスタートができまし
た。（悪かった点）スイムアップ後、トランジションまで長く足の裏を切った。

海がきれいで気持ちよく泳げました。シャワーの数が少なく、大混雑でしたので、簡易のシャ
ワーを増やしてほしいです。結局シャワーせずにバイクに進みました。

いつも通りのワンウェー1500mがいいです。

750×2（今回は天候で750×1になったが）でいいと思う。（ペースがつかみやすい）

2周回ではなく1周回が良い

今回で16回目の出場ですが、以前の1周回より2周回の方が良いと思います。自分はスイムが苦
手なせいも有りますが、大会運営上(安全）と初心者のトライしやすさからも良いと思います
ね。

前のように年齢順スタートではなくタイム順スタートの方が良い。すぐに前のウェーブに追い
ついてバトルがすごかった。こんなにもバトルがすごいのなら、ブイのターンは1回が良い。今
年は3回ブイを回り、回るたびにバトルがすごかった。
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今回は、1周でしたが、2周になったせいで波が立ちやすいところばかり泳ぐコースになりまし
た。もっと沖に出た方が泳ぎやすいのに非常に残念です。

良かったのはライフセーバーが今大会から正式に来てくれる事。悪かったのはスイムコースは
以前の1500m1周回にしてほしい。（戻してほしい）750×2周回はしてほしくない。

何回も出場しているので、これが「ひわさ」の特徴と思っている。

短縮だったので評価しにくい。波などの地形的条件&景色は良し。スイムアップ後のシャワー設
備もOK.。一方、トランジションまでの距離は△

ライフセーバーがたくさんいたので安心できました。

以前のように1周回の方が日和佐らしくて好きです。

経験不足もありますが、巡回コースは内側に集まりすぎて泳ぎにくかった。去年のように直線
折り返しがありがたい。

750m×2周としたことから、ライフセーバーの方の密度が高く、沢山の方に見守られながら安心
して泳ぐことができました。他の大会に比べ海のうねりが強く、やや不安なスイムであること
から、以前に比べ今回はとても良かったと思います。

周回コースで少し安心して泳げた。

海がキレイ

1周で終わったので良く分からない。

2周回となったことにより、スイムのペースがつかみ易くなると思う。（今回は1周だったので
良くは分からないが）

1周750mであり、気が楽だった。海がきれいだった。

雨降っていないのに何故か750m　　・バイクが短くなってスイムが短くなった理由がよく分か
らない。　・前日説明会でしっかり説明すべき。大丈夫そうな説明をしていたのがむかつく。

水がきれい

ライフセーバーの方が多く安心でした。海がきれい。残念なのは今回周回に変更になっていた
事。去年は1周1、5ｋのコースだったのがとても良かった。

本来は2周回コースであり、ふくらみがあり、ゆったりと折り返せた。ただし、できれば1周回
コースにして欲しい。

泳ぎやすかった。スタート幅も広く混乱もなかった。

ウミガメが生息している海で実際に泳げて非常に気持ちよかったです。海の脇にはレスキュー
の方々がたくさんいて、安心して泳ぐことができたので、良かったです。

混雑は少なかったと思う

2周する間に第1ウェーブに人達に抜かれる時に体にあたったりしてバトルが生じた

どうしようもないが水温が想像以上に低くおどろいた。

去年までの1周回の方が良かったです。

ウェーブスタートで混雑がなく、コースも直線的で分かりやすい。

1周回だけだったが泳ぎやすかった。

安全面からバトルを避けるため、スイムスタートをタイム順にして欲しい。今年はコーナーが
増えた事により混雑がひどく、平泳ぎの人に顔を蹴られ溺れそうになった。楽しいはずのスイ
ムが、この大会では嫌な気持ちになる事が多いです。
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私の気のせいの可能性も大いに考えられるのですが、コース取り（スタート位置）の遠いで有
利、不利が大きいことはなかったでしょうか

去年までのコースが好きですが、750m2周回は安全で良いと思いました。（今回は1周回でした
が、、、）

コース変更になったが、750m周回コースに700人が泳ぐのは非常に混雑して泳ぎにくく、危険で
あった。今までの750m往復コースに戻してもらいたい。広大なコースがひわさうみがめトライ
アスロンの醍醐味だと思います。

周回になると折り返しの時、混雑するのではないか不安です。

個人的には1周回のコースの方が良かったのですが、安全面を考慮するとやむを得ないのかなと
思います。スタートを年令別のウェーブスタートではなく、自己申告で良いのでタイム順にし
ていただきたい。

750mの2周回は今や標準スタイルでまず、何の問題もなかったと思います。

今回は750m1周であったので良かったが、1500mの時は以前のような1周回が良いと思う。

今回は2周していないので何とも言えない。

試泳河口の水が冷たすぎる。海はライフセーバーが多くて安心できた。

750m×2本になって、スイムが不得意な人には良かったと思います。

昨年の様に、1周回の方が好みです。普通、泳げない浜で泳げるのは、とってもうれしいです。

海水がとてもきれいで気持ち良かったです。試泳場所の水質がコースと違い過ぎるので、出来
るならば、本コースで試泳も出来ればありがたいと思います。

ライフセーバーの多さにビックリ、安心して泳げました。

天気の加減で750mになってしまったのはしかたのないところ。2周回でも特に問題ないコースと
思う。

波が非常に高く、またコースのカーブに人が密集していたため、折り重なり危なく感じまし
た。ウェーブスタートの間隔をもう少し広げた方が良いと思います。

きれいな海でよかったです。トライアスロンを実施する所はあまりきれいでない事が多いの
で。

透明度の高い海、適度な水温。泳ぎやすかったです。

これまでのワンウェイのコースも好きですが、今回のような2周回コースは安全面を考えると良
いのかなと思います。又、ワンウェイのコースよりも潮流の影響を受けにくいのかなとも思い
ました。

スイムが苦手な所もありますが、人数に対してコース幅が狭く密着度が高く怖さがありまし
た。

良いビーチでした。うみがめがくるのもわかりました。

2周回より今までの1周回の方が楽しい。750mになったので残念。

・波の影響がゆるくなったと思います。　・ライフガードの目が行き届きやすい。

きれいな海でライフセーバーを多く配置してくれており、安全管理の面で安心して泳げまし
た。

やはり天候が悪かったが、1500mおよぎたかった。スイムはじしんがあります。
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初参加です。好天であれば最高のロケーションと想像します。河口の浜は水温が低く、試泳も
大浜で行っていただければ、ビギナーに優しいと思います。

スイムは得意でないので、コースにライフガードの方をたくさん配置いただき、安心して泳ぐ
ことができました。

1周回しかしていないので、ビーチにあがってからの状況については予想するしかありません
が、多分2周回目の入水までの移動もスムーズにできそうですね。来年、楽しみにしています。

泳ぎ易いコースだった様に思うが、2周だったらどうなるのか不明。1周になったのは残念。

大会運営上、安全を重視して750m×2周になったと思うが1周の方が良いと感じました。今回は1
周になったが短くなった分、曲がり角が大渋滞してバトル状態になっていた。

進行方向がわかりづらい。以前の方がよかった。

泳ぎやすかったです。

出来ればもっと沖まで泳ぎたい（以前と同じように）

スイムが得意ではないので一回陸に上がれるのは少し安心できる。（今回は1周回でしたが）

新しいコースでしたが、今回距離が短かったため、まだ1、5㎞になったときの状況が分からな
いかなと思います。

前のワンウェイの方が泳ぎやすかった。今回1周だったが（750m）いつも以上に疲れた感じがし
た。2周だとしんどいかも。安全面、管理面では、今回の方が良いと思う。

距離短縮したせいか、スタートからずっと混み合ってしまい、最後でバトルに巻き込まれてし
まった。短時間での判断だったのかコース設定とかウェーブを細かくするなど工夫が必要では
なかったかと思います。

良かった点、スタート前に水分補給出来る場所があったので助かりました。地元のサーファー
さんのガードも親切で心温かったです。

折り返しが従来の180°ではなく60°程度だったためブイ回りのバトルがなくスムーズにまわれ
ました。

良かった点は、ボランティアのレスキューの人が多く、安心しました。悪かった点は、特にあ
りません。改善してほしい点は、折り返しのブイや途中のブイが大きければ目標になり、泳ぎ
やすいのかなぁと思います。

今回は1周でしたが、2周行う場合は折り返しでの混雑等を考えると、広く参加してもらうワー
ルドマスターズゲームをするには競技をする上での安心感、気持ち良さは1周で行う方が良いと
思った。

750m×2周回ではなく、1500m太平洋を泳ぎたい。

波が少し荒かったが、ブイはまぁまぁ見えてよかった。小さいブイをもう少し間に設置すると
さらに良いかなと感じました。海きれい。短縮になって残念

去年より泳ぐコースに人が混んでいるように思いました。真っ直ぐ行って帰るより周回コース
なのでどうしても右側に人が集まり、よく人と接触しました。

今回初めて参加させていただきました。距離が短縮になって750m1周回でしたが、私は遅いので
2周回より1周回の方が良いです。ライフセーバーの方がたくさんおられるのでとても安心でし
た。

波が大きくてびっくりしました。
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水がきれいだった。750mしか泳げなかったのが残念です。

海では1ヶ所での折り返しにして欲しいです。人が集中するポイントが増えると危ないと感じま
した。

一往復の日和佐の海の醍醐味は味わえなかったが、いつものきれいな海で泳げてよかった。
アップができるのもよい。あわおどり体操は毎年やってほしい。

短くなったスイムコースを泳げて良かったです。

多くサーファーの協力で安心して泳げた。今回は往復だったのでよかったが2周すると砂の上を
走るときつすぎるのでは。陸にあがらずにしてほしい。従来どおりがいい

スタート位置の有利、不利が大きい

スイムは2周回で普通のコース。今回は1周回だけだったけど。

等間隔でブイが設置してあり、分かりやすかった。

Uターン方式より泳ぎやすかった。

泳ぎやすくてまったく問題ありません

距離が短縮されたのは残念でした。サポート体制については例年通りで安心できました。

天気が良かったら景色が良かったと思う。天候が悪かったので！スイム後のバイクまでの距離
が長いのと、天気が晴れていたら足がコンクリートを走るので暑そうなのでこの点を改善して
ほしい。

距離が半分になってしまったことは残念でした。安全にスタートがなされていて良かったと思
います。

できれば2周より1周の方が良いです
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問２．バイクコースについてお伺いします。

◎バイクコースの良かった点、悪かった点、改善してほしい点などをご記入下さい。

3%

100%

63%

28%

6%

普 通

156

路面は思っていた程、悪くなく、ウェットではありましたが普通に走れました。

69

山岳のテクニカルコースが良かった。

危険な所を、お知らせしてくださり助かります。

合 計 248

7

起伏に富んだコースで、難コースでもありますが、景色も美しくバイクを堪能出来る。今年は
半分の距離になり残念。ワールドマスターズの時は悪天候でも道の整備のボランティアが集ま
り全コース走れたら、、、と思います。

いつも通りタフなコースで良かったです。

全部走れなかったのは残念でしたが、第2展望台のロータリーでターンが出来て良かったです
（ヘアピンでターンするのが苦手で、いつも折り返しでこけそうになってます）

上りの多いコースで大変だけどやりがいがある。

問題ないです。ありがとうございます。

残念でしたが短縮の判断良かったです。

少しきついが坂があって良かった。

危険な場所への注意喚起があり助かった。

短くなりましたが、キツイ登りは脚にきました、、。でもあの登り下りがなければ、と思いな
がらライドしました。

短縮が残念だった

悪かった

来年はフルで走れる様に祈ります。

毎年思いますが、updownがはげしすぎます。フラットな走行できる距離をもう少し長くしてほ
しいです。

景色が良い

バイクコースは従来どおりで良いと思います（テクニカル）で楽しいです。私はきついですが
好きです。スタートすぐの川沿いのコースが改良されれば良いのではないかと思います。

人

未 回 答

人

16 人

人

人良かった

折り返しから、1周回に出来ないか？

良かった

63％
普通

28％

悪かった

6%
未回答

3%
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短縮になったのは残念でしたが、挑戦しがいのあるコースだと思いました。ぬれてすべりやす
い所などをスタッフの人が声をかけてくれたのがありがたかったです。

今大会は前日の雨などで道路のコンディションが悪かったようですが、できるかぎり40㎞走れ
る様にしてほしい。転倒のリスクもわかりますが、選手も転倒したくてレースには出ていない
ので、スピードの出し過ぎないよう強く求めたらほとんどの人は賛同してくれると思います。

山道を走るコースは変化があり、海も見られるいいコースだと思う。

2021ワールドマスターズを考えるとバイクコースの2～3㎞の部分は川の反対側も使う様にしな
いとすれ違いが出来ないのでキケンです。(世界大会の場合ウェーブの時間差が大きいので）

一部道幅が狭い所、鋭角に曲がるカーブを改善してほしい

うわさ通りのアップダウンコースでしたが、景色も良く楽しかったです。

アップダウンが激しいコースで非常にやりがいがあった。

今回はあっという間に終了してしまいましたが、バイク日和～と楽しみました。

坂が多く、雨天時はとても気を使わねばならなかった。スピードが出しずらかった。

峠に入るまでの街中のコースで道案内が分かりづらい減速して右か左かどちらに進めばよいか
たずねた。

上り遅いので平地の方がホントはいいですが、このコースが好きで来てる人もいると思いま
す。

アップダウンが厳しく、テクニックと体力が必要なコースとなっており、面白かったです。何
より抜群の絶景が心を軽やかにしてくれました。

登りはきついが、いいコースだと思う。今回短縮コースで少し物足りなかった。

下でスピードが出せるのが楽しい。1周回なところ

つらいぜ

トンネル内は暗く、地面も少し悪かった。

アップダウンのコースは面白かったです。

県道までの狭い場所が拡張されると良いかと思う。

スタートして1㎞程行くと、細い道があり、あそこが混雑すると抜きにくいなと感じた。

今年は20㎞でもの足りないでした。

アップダウンの多いコースですが好きなコースです。トランジションの場所が変更になり、バ
イクスタート位置までのカーペットも細く渋滞していた。もう少し幅を広くするなど改善して
ほしい。

アップダウンが激しいので、つらかったが楽しめました。出来ればフラットなコース(海沿いな
ど)が良かったです。

少しエイドが分かりずらかった。声かけがあるとうれしい。

良かったですが、いつもながら、ヒルクライムは疲れます

短かったのでもの足りない。

本大会のバイクコースは、テクニカルで大好きなコースです。今回は半分になり残念でしたが
ね。

・今回は途中折り返しのため、すばらしい景色が半分しか見ることが出来なかったのは残念で
あった。　・トンネル内の照明がもう少し明るいとより走り易いと思う。
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景色が良い

ハードな山岳コースで良かった。

フラットコースがもう少しほしいです

半分以下しか走っていませんが、チャレンジングでこれはこれでいいと思いました。運営の
方々も危険な所を指示してくれたので安心して踏めました。

距離が短いものの楽しめました。

景色が好きだが、今回は距離が半分だったのでアップダウンはきついがやりがいはすごくあり
ます。

あのような気象状況の中で、良く整備されていて感動しました。ありがとうございました。

トランジションからコースに出るまで、グラウンドで雨の影響で水たまりが多く、固めのシー
トを敷いてほしい。また、シート幅を広げて2人が並んでも行けるようにしてほしい。

南阿波サンラインに合流するまで奥潟川沿いの細い道を通過するが、ここが危険です。相変ら
ず声かけもせず左側から追い抜きする者がいます。監視を強化するか55号線をレースの間通行
できるようにしてほしいです。

距離が短かったが、何とか走ることができた。アップダウンのバイクコースは相当きつい。フ
ラットのコースを取り入れてもらいたい。

最後まで走ってないので何とも言えない。全て走りたかった。

短縮コースでしたが、アップダウンを体感できました。強くなりたい！と思えるコースでし
た。

安全上の配慮で短縮されたのは正しい判断だと思います。タフなコースを全走できなかったの
は残念ですが、アップダウンの激しさ、景色の良さは充分楽しむことができました。

バイクコースから見える景色は絶景で油断すると転び落ちそうになるので、いい緊張感を持っ
てレースができてよかったです。坂が急すぎて、スタミナがすぐなくなりました。

雨降っていないのに何故か20㎞。前日雨降ったら距離半分にするなら前日いや大会概要に記載
すべき　　安全もわかりますが、今回は不満でしかない

天候不良で半分になったのは残念

短縮となったのが残念。フルコースだと走りがいあり。

景色が美しく、しんどさをまぎらわせてくれた。

今回はキョリ短縮で残念でしたが、、

今回18㎞だったのでバイクであまり抜かれずにすんだ

坂が多いですが、海も見えて良かった。

スタートから山道に入るまでの川沿いの細い道は可能であれば外した方が良い。追い越し禁止
かどうか分かりにくかった。結構な速度差での追い越しも見られ、少し危ないと感じた。全般
にとてもユニークなコースで満足できた。

今回の天気による短縮は間違いだったと思います。あの状況であれば通常の距離で実施出来た
と思います。

適度なアップダウンのコースであった。全面とは言わないが、舗装が必要と思う。

坂が多いため非常に危険に感じた。通行止めをするためコース変更は難しいかもしれません
が、下りがあぶない。

コンディションが悪かったのでしかたないが、バイクが好きな自分にとって距離が短くなって
残念でした。

残念だったのは、18㎞に短縮になったので、良い所があまりわからなかった。
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トンネルの中が暗くて、少し不安に感じました。当日だけでも少し明るく照明設置して頂ける
と嬉しいです。

川沿いの道は、せまくて危ない。

悪くはないと思いますが、坂が多すぎてつらかったです。もう少し平坦なコースが、良いと思
いました。

いつも通りタフなコースだった。このコースは名物として残していけば良いと思う。バイクが
苦手な自分にはキツイですけどね。

落石や出水への対応で準備も大変だったことと思います。安全にレースができるようにしてく
ださったことを心から感謝しています。美しい海の景色も見れてよかったです。

全コースを走ってないので、、、登りや下り、カーブの多いコースはバイクの力量が問われる
ので良いコースだと思います。

コースが狭い所があったり、雨だと注意を要する所もあるが、しんどくて楽しいコース。短縮
されたのは残念。

下りの細いカーブがちょっとこわかった

初めての参加でしたが、安心して走れました。ありがとうございました。

問題なし

かなりハードなコースですが、走り答えのあるコースで挑戦したくなります。レース終了後に
車でフルコースを走りました。天気が良かったら眺望もすばらしい事でしょう。景色を楽しむ
余裕が持てるように練習します。

いつもバイクコースからの景色を楽しみにしています。

晴れていれば景色は良さそうでしたので残念。19㎞に短縮したせいもあって、もう少し楽しみ
たかった。苦しい部分（坂）だったのでキツイという印象だけが残りました。

雨のため、コース短縮は残念であったが、仕方がないと思う。

アップダウンがあっておもしろかったです。

カーブ等、キープレフトが守られていなくて、危険。オーバーランしてくるバイク、下りコー
ナー手前でブレーキをかけてふらつく人。

アップダウンのあるコース練習もつめたし、それが力になっていると感じました。40㎞走りた
かったです。

良かった点は危険箇所に係の人がいて、指示をだしていただいて良かったです。悪かった点は
特にありません。改善してほしい点も特にありません。

景色が良く一般の車が通ることがなかったので安心してはしることができた。減速するよう指
示される所が何カ所かあったので、事故を防ぐためにもその場所が少なくなるといいなと思っ
た。帰りの道の寄る側や方向など分かりにくかった。道路にかくか誘導してほしい。

道がせまい

やりがいのあるコースです。しんどいけど、楽しいコースです。

今年は前日の大雨の影響で、半分のコースとなってしまい残念でしたが濡れた路面では危険を
共うので、大会本部の英断に感謝します。朝、バイクコースを通った際、冠水した所が一部あ
りましたが、レースの時には排水されていて、運営の方々のご尽力に感謝しました。

変化に富んでいて、すばらしいコースだと思います。ただ幸い今まで事故はなかったかもしれ
ませんが、くれぐれもはみ出し、正面衝突のない様に、アナウンスをお願いしたいと思いま
す。

安全を第一に考えて頂き、コース短くなりましたが良かったです。

フルでのコースでなかったので、今回は何とも。
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短い距離を走る事になりました。いつもながらタフなコースだなと思いましたが、体力的な面
では楽しく走る事が出来ました。

アップダウンが最高。景色もよいです。

雨の関係でショートになりましたが、安全に大会が行なえるように出来ましたことはありがた
いことです。

スイム同様距離短縮が残念でしたが、中止にならなくて良かったです。

アップダウンが激しくてよかった。

特になし

今年は短縮したので残念だった

バイク18Kは少し短いように思います。天候の都合上しょうがなかったとは思いますが、、

天気が良かったら景色も良かったと思うが、雨の後のコースの為、下りはとにかく路面が濡れ
ていてこけそうで恐かった。天気が良ければ、スピードに乗れて気持ち良かったと思います。
天候は自然なのでしかたないですね。改善点は特にないです。

噂に知っていたとおり、坂のきついコースでした。大きな落車なく終えられたように思いま
す。トンネル前後もそんなに危ないと感じませんでした。

台風のため短縮されたが楽しめた。

起伏豊かなコースで、かなり辛かったがそれだけに達成感が大きなコースであった。景色もよ
く、次回は最後まで全距離を走破したいと思えた。

思っていたよりハードで走り甲斐がある。好天の元で全区間40㎞走りたかったです。

例年通りやりがいのあるコースです。

来年はフルで走れますように

景色が素晴らしかったです。バイクも20Kだったのが残念。
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問３．ランコースについてお伺いします。

◎ランコースの良かった点、悪かった点、改善してほしい点などをご記入下さい。

18%

0%

2%

100%

問題ありません。

氷や水を準備してくださる、ボランティアの方々ありがとうございます。

198 80%

ボランティアの声援が最高

45

人

いつもの走りやすいコースでよかったです。応援のみなさんもありがとうございました。

ひわさのランコースは非常に暑く大変です。できれば補給所をもう少しほしい。

人

地元の方の応援で頑張れました。

普 通

248

悪かった

未 回 答

0

折り返しから、1周回に出来ないか？

川沿いのほぼ平坦コースで眺め良く走りやすい

合 計

良かった 人

問題ないです。ありがとうございます。

応援が多くて良かったです。

5 人

人

ランコースは応援もあり、エイドステーションもたくさんあるので良かったです。

今年は曇っててよかった、と安心しました。沿道の方々の応援が心地良かったです。

折り返し付近は涼しく、給水所も多かった。

エイドの水かけがよかったです。

フラットで走りやすいが、10㎞実測ありませんよね？バイクコース同様右左どちらへ行けば分
からないポイントがいくつかあった。

最高のランコース。10㎞が10㎞じゃないみたいです。沿道の応援してくれる方々からパワーを
貰いました。ゴール前の直線コースのBGMが聞こえにくいので、スピーカーを増やしてほしいで
す。

給水が多くて良いと思う。

ボランティアの応援が温かく、とても励まされた。

いつもの通りの応援、楽しく走れました。

平坦で良かった。

折り返しのワンウェイが良かった。今後も周回にはしないで欲しい。

今年は曇天で走りよかったが、本来は日陰もなく暑さとの戦いのコースだと思いますが、エイ
ドが多く助かります。もっと塩分補給が出来ればもっとよいかも、、、ワールドマスターズで
はもう少し景色のあるコースもいいかと思います。

良かった,

80%

普通,

18%

悪かった,

1%

未回答,

2%
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平たんな道で走りやすかったです。エイドもたくさんあり、応援もたくさんしてもらえ、気持
ちよく走れました。

フラットで走りやすかったです。距離表示がやや分かりにくかったです。特に折り返し部分で
す。

平坦で走りやすく、沿道の皆さんの応援もありがたかった。個人的には、適度なアップダウン
があれば順位を上げられると思う。

エイドごとに品ぞろえ少しことなり、スポンジのないエイドがあったが、スポンジは全エイド
に置いてほしい。

見晴らしのいい一本道で走りやすかった

できれば海の見えるコースにしてほしい。川沿いの細い所が問題なのではないか

多くのボランティア、子ども達の声援がうれしかった。元気をもらいました。

町のみなさんの声援、力強かったです。

いつも通りで良かったです。

慣れ親しんだコースに変更なく良かったです。

直線が少なく精神的に走りやすかったです。応援のみなさんの声が嬉しかったです。

わりとフラットで良いコースですね。景色と地元の方々の応援も力になります。

中学生を含むボランティア、地元の人達の応援は大変なはげみになる。

5㎞折り返しで応援もありよかったが、2、5㎞もしくは3、3㎞の周回コースで街中を走らし、に
ぎわいをつくるのもありだと思う。

川沿いの自然の中を走っている感覚でよいと思う。

ボランティアの人達が給水所で水をかけてくれたり、冷たい氷水とスポンジを配ってくれたの
は、熱中症対策に繋がったと思う。

終始フラットで走りやすかった。

1周回なところ。声援が多かった。

トランジションエリアを出た所でランコースの誘導してほしかったです。

田んぼの中のコースがのどかでいい

かぶり水がすぐぬるくなってしまう点

今年は涼しくて走りやすかった。昨年のアンケートでシャワーや水をかけられた事にクレーム
している人がいたが、暑い時は水かけや私設シャワ―がないと完走率が下がると思います。本
当に助かります。

ボランティアの方の対応がとても良い

のどかなカントリーサイドの道を気持ち良く走ることが出来た。

車通りの少ない、山か田に囲まれたフラットなコース、沿道の皆様のお声掛けに、毎回気持ち
よく走れます。有難いことです。途中、一般車両がコース上を走っていいるゾーンが1度だけで
すがありましたので、ルール等の徹底をして頂けると助かります。

水分や氷の配分の間隔がちょうど良かった。

毎1㎞ごとくらいに補給があり、とても有難かった。子供たちの水かけが嬉しかった。

日和佐川沿いを走るのは良いと思う。1往復10㎞で走るコースが良い。

フラットで良かったです。

暑い中の氷袋と水を含んだスポンジはありがたいです。梅干しもいただきました。

最初のエイドにスポンジを用意して欲しい。
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応援がうれしかった

アップダウンのバイクの後のほぼフラットなランコースは私（64歳）にっとては体に優しくて
走りやすい。

平坦コースで走りやすかった。

エイドや応援が多くありがたかった。

エイドの充実(スポーツドリンクをたっぷり）をお願いします。今年は摂る余裕がありませんで
したが、、、

応援がとてもうれしかった。

フラットで走り易く、これも良いコースと思います。唯一、折り返しが5㎞プラス200m地点なと
ころは、初めての方はとまどうかもしれないので事前アナウンスがあっても良いと思います。

フラットでいいコースでした。氷のサービスがとても良かったです。

エイドも充分にあり、良かった。

いつも前半はがまん、折返し後はスパートしています。エイドもすべて満足。沿道の応援もあ
りがたかったです。

例年とても暑いレースですが、今年は涼しく走りやすかったです。エイドでの氷や冷水スポン
ジ等、気を効かせた配慮があり選手として安心して走れる事に感謝しています。ワンウェイラ
ンニングコースも走りやすくて良いコースだと思います。

楽しいコースです。

往復で完結するコースで、折り返しが少なかったので個人的には好きでした。

給水所が多くて助かった。氷もよかった

ハードなバイクコースの後にフラットで走りやすい。

沿道でたくさん応援を頂き、またエイド等でボランティアの方々にサポート頂きありがとうご
ざいました。

毎年、コース途中の氷はありがたいです。

エイドもあり走りやすかったです。

走りやすい

農道を走るところが一部ありましたが、少し道幅が狭く、足もとが危ない気がしました。

景色が最高です。走りやすいです。

沿道の応援やエイド、水かけとかいたれり尽くせりのコースでした。

走りやすいコースでした。

コースはフラットで走りやすい。1キロ7分代で走れるように頑張ります。

暑いがフラットで走りやすい。対面通行なので仲間とエール交換ができる。

景観や面白さの点では凡庸　　エイドの声援は〇

走りやすかった

多くの方に応援していただき、ありがたいです。バイク同様トランジションを改良して欲し
い。

もう少し景色がよければ尚いい

ひわさのランコースは好きです。

フラットに近いので走りやすい。沿道の応援も多くてよかった。

14



いろんな大会に出場しましたが、ランコースはひわさが一番好きです。

応援がうれしいです。スタートやゴールのアナウンスも最高です。

いつもボランティアのみなさまに感謝です

エイドも多く、安心して走れました。

今年も多くのボランティアの方に助けられ、ありがとうございました。

とても走りやすく応援もしてもらって楽しかった。

往復コースで前と後ろの差が分かり楽しかったです。○㎞地点という看板は正しかったのかは
気になります。

氷がもらえて生き返った。エイドの中？高生が声をかけてくれて頑張れた。お礼が言いたかっ
たが、いっぱいいっぱいで感謝が伝えられなかったので、この場でお礼を言いたいです。

なんといっても沿道の応援と、エイドステーションの対応にはげまされた。コースは自然豊か
で気持ちのいいコース。

バイクのアップダウンの後だけに平坦で走りやすかった。

コースは走りやすかった。

スイム、バイクが短い距離だったのでランに体力が残っていたので楽しく元気にゴール出来ま
した。

私は遅いので塩タブレットの類が売り切れになっている事が多いのですが、今回おいしい梅干
しにありつけ大満足。

殆ど平坦にちかかったので、走りやすかったと思います。エイドもいい距離であったので良
かったです。ボランティアの方もいい感じで良かったです。

非常に走りやすいコースでした。ランも海が見えるとうれしいと思います。

日和佐川沿いのコースは自然も楽しめて走りやすいですね。エイドもちょうどいい位置にある
と思います。

走り易い良いコースだったと思う。応援、補給もありがたかった。

比較的平たんなコースで走りやすいと思う。折り返しのコースなので知り合いと声を掛け合え
るのは楽しい。

給水などたくさんありよかったです。

田園風景が続く、のどかなコースでした。

応援も多くとても楽しく走ることができました。

エイドステーションも数多く、暑さ対策も万全でした。平地で走りやすく、良かったです。

エイドが充実していた。景色が良かった。道が単調でなかった。袋入りの氷は食べられるのか
そうでないか知りたかった。エイドから少しはなれた所にもゴミ箱がほしい。かんもんなど時
間表示があるともっと良い。

平坦でよかった。応援も多くてはげまされる。折り返しコーンが何かよくわからないが混乱し
た。

問題なし

フラットで走り易かった。折り返しコースなので仲間と励まし合いながら走れて良い。

フラットで、走り易かった。思った以上に川から流れてくる風が涼しかったです。下流なのに
水質が良さそうなのも、気になりました。

平地で走りやすいです。

エイドステーションが楽しく応援してくれて良かった

エイドの数もとても良かったです。また、水も体にかけることがかなりできたため、暑くても
安心して走ることができました。
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問４．トランジションをグラウンド内に変更しましたことについてお伺いします。

◎トランジションの良かった点、悪かった点、改善してほしい点などをご記入下さい。

今年のトランジションは最悪です。もっと広範囲にブルーのカーペットを敷いてほしいです。
バイクを押して行くには狭すぎます。

せっかく、トランジションエリアが広くなったのに、バイクラックは過密で以前と変わらな
い。もう少し広くしてほしいです。

昨年の方がよかったです。

雨のせいもあるがドロドロ

となりとの間が狭く、荷物スペースが足りなかった。また悪天候で下がぬかるみかなりつら
かった。

前の方が良かった。

公民館の前を通るのでウォシュレットのあるトイレが使えてよかった。広くなってよかった
（お天気はともかく）スピードプレイのクリートなので女子のバイクおきばから少しぬかるみ
があってどうしようかと思ったけど当日は、敷物があってよかったです。ありがとうございま
した。

今回は雨でぬかるみで残念でした。天気であれば良いと思います。

広くてよかったです。

トランジからバイクスタート地点までの道幅が狭すぎます。

間隔が狭かった。

初めてだったので比較できませんが、広くて良かったと思います。

砂だらけで大変悪かったです。できるだけ足元を動きやすくしてほしいです。

スタンドの中を広くできないか。

以前より間隔が狭かったです。ゼッケンナンバー順の列がわかりにくかったです。

変更は問題ないが、入口付近から自転車置場までが1列しかなく、とても混雑して時間がかかっ
た。

せまい　自分のバイクを置く場所が、確認しづらい。他の人に置かれていた。

水はけが悪すぎです。トランジションは平等であるべき。場所によってはぬかるみで足をとら
れます。ちょっとひどい！

バイクスタートまでが（乗車位置まで）長い

未 回 答 17 人 6.85%

合 計 248 人 100%

人 #####

悪かった 105 人 #####

良かった 21 人 8.47%

特に問題は
なかった

105

良かった,

9%

特に問題

はなかっ

た,42%

悪かった,

42%

未回答,

7%
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雨があったので、青いシートの幅がせまくて、前の人をぬかす時に泥まみれになりました。も
う少し広くしてほしい。

車が止められなかったので不便でした。

しょうがないけど雨でぐちょぐちょ

特に問題なかったが、神社の方がトランジションとして楽

雨だったのでドロドロになってしまった。でも去年までの神社内？でも良くにたものか。でき
れば土でない所が良い。

トイレを増やしてほしかった。

距離が長くぬかるみで足が汚れる

やや混雑していたので、カーペットの上を走る時スピードが落ちてしまいました。

足元がドロドロ。隣の人の砂土がかかり最悪

距離的に神社の方が近かったので。バイクのゴール(トランジション手前）に運営の方が立って
いて邪魔だった。

雨天のグラウンドコンディション泥だらけ

悪天候の為、しょうがない事でしたが、乗車場所までのカーペットを敷いたグラウンドは蟻の
行列状態となってしまいました。

トランジションからスタート地点までの道が狭くて、走らずに遅い人の後を一列に並んで行か
なければならないのは、ロスタイムです。もっと広くして下さい！

通路がもう少し広くなると助かります。自転車がドロだらけになりました。

スイム後のトランジション、年令毎に楽にバイクを出せるなら、ラック配置をしてほしい、出
口に近い所に年嵩、女性のラックを設ける

泥が、、、

海からの距離が少し遠かったです。

スイムから少し遠く感じた。また雨の為、ぬかるみ行列となってしまった。

変更前を知りませんが砂が気になりました。

悪：雨だった為、土が泥と化しふきとりに時間を要した。スペースがせまい。（荷物を置く場
所がない）

以前の神社参道の方が良かった。

海から上がって前の(神社）のほうが近くて良かった。

マットを敷いては頂いていましたが、雨でドロドロの箇所もあり、足ふきに時間がかかりまし
た。

雨で足元がぬかるんでいた。グリーンのマットをもっと敷いたほうがよいのではないか。

となりの選手とのバイクラックが狭くて困った。もっと広げて欲しい。（せかっく広いグラウ
ンドに移動したのに残念）

グラウンドの水はけが悪く、靴などが泥だらけになった。またバイクラックのバイクの間隔が
狭い。

仕方ないですが、雨あがりでドロだらけになったことが、、、トランジションの入りと出が少
し距離があるなと思いました。

雨でドロドロになった

雨の為足元が悪くて大変でした。

雨でドロドロなのが残念だった。バイクラックへのかける向きを間違っている人がいて困っ
た。
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天気が悪かったのでしかたがないと思いますが、ドロドロになった

雨天のため、ぬかるみが生じた。1人当たりの設置がもう少し欲しい。

足元が雨でジュルかった

駐車場に困った

路面が土で非常に悪くなっており、トランジションが辛かった。

もう少し間が広ければ言うことはない。

砂地でウェア類に砂が付着して扱いづらかったです。

1人の幅がせまい。

雨が降った後ということもあり、ウェットをぬいでバイクのくつをはくとき、土がついて気に
なった。土を払うのに時間がかかった。

マットが敷いてあったのでたすかりました。

バイクラックとバイクラックの間を出来るだけ広めに取って欲しい。特に今回はグラウンドな
ので余裕を取れたと思う。トランジションとスイム会場の間にカーペットがあれば良い。素足
だと小石等で走りにくい

やはり神社がいい

駐車場からバイクのセッティングの便利さを考えると昨年までの方が良い。バイクセッティン
グの間隔がもう少し広い方が良いと思われる。

せっかく広いグラウンドなのにとにかく窮屈でした。ひわさ以外の大会には出たことがないん
ですが、他もあんなに狭いものなのでしょうか。トランジションのルートも長く正直これまで
の方がよかったです。

良かったが、スタートまでの道がせまかったので広くしてほしい。

となりのバイクとの幅がせまかった。グラウンドに移ったので広くなるのかと思っていたので
がっかりした。

自転車の移動が長くなって少し混乱した。

今大会はバイクコース短縮によりスイムも短くなたっと聞いています。それでしたら、ランも
短くして下さい。ランの得意な方が有利です。トランジションの関係上とも聞いています。

雨でなければ良かったと思います。

駐車場が離れた

スタートまで遠くなってしまった。車の駐車場からも遠くなってしまった。

前より広くなった点

雨でグラウンドがぬかるんでおり、その点はしかたがないと思います。

前は神社の方とききましたが、初参戦の為、特に意見はありません

雨で地面がドロドロだった

今回は雨の後だったのでひどい状況でしたが、地面を舗装するのは一流大会では必須だと思い
ます。

わかりやすかったです。ただ悪天候のため、泥が付いて大変でした。

特になし

トランジションに問題はないが、バイクスタートまでが長く細いのが問題ではと思う。

前の神社の中の方が、おもむきがあって好きでした。

天候も悪かったのでしかたないですが、第4の種目であるトランジションで赤のジュータンの巾
が短く抜けなかったのが少し心のこり、せめて倍の巾にしてほしい。
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シートの上はよごれなかたっが、シートがしいてないところは、どろで物がよごれてしまっ
た。

今年は雨だから特別かもしれないが、どろどろで荷物がぐちゃぐちゃになった。

神社の並木の雰囲気がよかった。グラウンドをトランジションとすることで駐車台数も減りと
ても不便でした。

バイクコースに記入した通りです。

境内の方が日和佐らしくて良い。せっかく広くなったので、もう少し選手間の間隔を開けて欲
しい。

良かった点：虫が少ない。マット敷いてありましたが雨ではぬかるむはしかたありません
が、、、

雨のせいか、砂がマット上に多く、払い落とすのに苦労しました。バイク同士の間隔がもう少
し広がると良いと思いました。

雨あがりだったのでグラウンドがドロドロ。歩く道の狭くて、走りずらかった。

雨で下が悪かった。グラウンドに変更したので駐車場が遠くなってしまったのでなんとかして
ほしい。

雨が降って排水が悪かった。砂だらけになった。

一方通行の道が混雑することがあり、時間ロスが生じることがあった。（海からトランジショ
ンに行く道）

広くなったのと、デコボコがなくなったのは良かったですが、コースまでが遠いかな。

雨のため、どろだらけになった。バイクにどろを付着させたくなかった

水はけが悪く、ドロだらけだった。

以前の方が全然いいです。

以前より広くなり、スムーズなトランジションになりました。改善をお願いしたいのは、バイ
クラックから車道までのマットを2本敷いて欲しい点です。グラウンドの砂はぬれており、バイ
クのタイヤに付着し、チェーンが詰まり易くなったり、急坂のブレーキの利きに悪影響を及ぼ
す為です。

天候がよくなかったのでしかたないかな

以前との比較はできない(初参加）雨でグラウンドはビショビショ&足回りは最悪　　臨時トイ
レや海岸部でのシャワー設備などは、可。

変更前の状況が分かりません(今回初参加）

少し遠いかな

ぬかるみでシューズや自転車がどろどろになった。雨でしかたないが堤防付近の道路は使えな
いのでしょうか。

問題ではないが、雨天だということもあり、ドロドロだった。（仕方のないことだが）

どろだらけになった

雨でグラウンドが浸水。

前日の雨で地面がドロドロ、くつ下がはけずに、ランの時くつずれが出来た。

砂がたくさん足に付着するので、前回の方が良かったです。

昨年までの参道の方が好きです。

自転車置きスペースが狭い。(自転車スタートするまで長い）1列でゆっくり移動。

前回よりも道幅が広く、走りやすかった。
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変更前の場所もよくないが、今回もよくない。地面が砂なのでどうにかしてほしい。トランジ
ションのバイクとバイクの間がせますぎる。バイクが傷ついてしまう。

今回はグラウンドで砂の上でしたので、バイクが大変でした。雨ということもあり。砂がぬれ
ていたのでやりにくかったです。

全体的にトランジションの距離が長いと思いました。場所をグラウンド内にするのなら、もう
少し隣同士の間隔を広くしてほしい。

雨あがりの土がダメ。道路までのカーペット2レーンほしい。おそい人をぬかせない。

バイクの間隔が狭すぎでした。

土の上では泥だらけになり、最悪でした。土以外の場所(アスファルト等)に変更してもらいた
い。

バイク置き場からバイクスタートまでが長かったので出口の位置を改善してほしい。

砂が付いてビンディングに支障があった。（固定できなかった）

選手間のおき場所がせまかった。

１人あたりのスペースが狭かった。

経験が少なく分かりませんが、天候が悪かった為、足下の土汚れが多かったです。

せっかくグラウンドにしたので、広く使わしてほしかった。足がぐちゃぐちゃ泥だらけになっ
た。晴れてたならなかったと思うが、雨の日はつらいと思う。

グラウンドに移したことはOKです。しかし、IN→OUTの導線があまりにも悪い。大渋滞になって
いたため、この点は必ず改善してほしい。

しいていえばせっかくグラウンドに変更したのだから、通路をもう少し広げてほしかった。

見る側は良かったと思います。雨の為選手の方には改善の点が有ると思われます。

雨が降ると土はつらいですね。

間隔が狭いこと以外は良かったと思います。

スイムアップから遠く感じた。雨のせいもあるが足場が悪かった。バイクスタートまでの制限
時間を延長した方が良いかも

雨の時下がどろだらけなこと

間隔がとても狭く、左右の人とトランジションに帰ってきたこともあり、着替えやバイクを準
備するのに時間がかかりました。

距離が短くなったこともあり、バイク→ランのトランジション入口が渋滞しており、時間がか
かりました。また、バイクラックのスペースをもう少し広げてほしいです。

雨の影響で出走時に混み合い、足元が滑り危なかった。泥まみれになり後片付けにも困った。
以前の神社内であれば木々があるため雨でも影響は少なかったと思う。グラウンドは止めて下
さい。

雨の影響もあり、ドロドロだったのが良くなかった。

神社の中のトランジションは他にはないもので、気持ちがよくて大好きでした。今年はグラウ
ンドに変更になり、雨の後という事もありドロドロでトランジションには苦労しました。これ
は今後晴れて足元が良い場合でもひわさうみがめトライアスロンの名物として神社のトランジ
ション復活を願います。

広々として良くなった。出入りのランウェイが少しあるので、2車線にしてほしかった。

以前の場所の方が砂とかが少なくスイムのあとが楽です。

下が土なので心配しましたが、シートを敷いて頂いていたので良かったです。間隔がせまかっ
たのですが、通常通りでしょうか？

狭くなったので戻してほしい。
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少し狭かった。初心者なので互い違いに置くのがわかりにくかった。スタッフの方の体は大丈
夫ですか？という声かけが優しくてうれしかったです。

地面がグチョグチョで汚れる。スイム→バイクに出るコースが細くて、抜くことができない

雨対策がなされておらず、ちょっとした沼でした。グラウンドへのダメージも含め、全体に
カーペットやマットを敷く等の対策は必要だと思います。（少なくとも晴天時と同じでは土の
グラウンドは使用に適さないと思います）雨が降る前にブルーシートを敷いておく、レース時
に外すくらいは出来ないでしょうか？

幅が広くなったので良かったと思います。

ぬかるみもあったが、マットが敷いてあったので歩きやすかった。バイクラックの間が狭かっ
た。明るく見渡すことができ、自分のバイクをみつけやすかった。

トランジションがもう少し間隔を開けてほしい

広すぎる。グラウンドが雨で仕方ないとはいえ、ジュルジュルはつらかった。広いし参加人数
が多いのにトランジット出入りの通路がせまいのはレースとしては、、

雨だと土でドロドロになってしんどかった。トランジットが1ヶ所に集約してると準備が楽で良
い

・雨のため、ドロドロだった。・自転車をかける巾が少し狭かった。

雨が降り、どろ水でぬかるみ、嫌だった。出来れば神社の方がよい

セキュリティもしっかりしていて良かったと思います。

非常に狭い

昨年までと比べると、レース中の出入りが混雑した点が不便だったかなと思います。

雨もあり、少しぬかるんでいるので、やりにくかった。

雨が降った為、走る前からシューズなどが泥だらけになってしまうなど、気になった。なるべ
くアスファルトかコンクリート上にして欲しいです。

今回は雨の影響で足元が悪かったです。小石や砂の対策が必要でした。

トランジション入口はもっと広くじゅうたんをひいてほしい。雨でどろどろになった。

雨上がりの上でシートをひいている場所も少なかった為、大変でした。もう少し広いシートひ
いて欲しいです。

雨のため、下が悪く走りづらかった。

泥は雨天時最悪でした。車内、マシンが泥だらけなので。駐車場に水洗い場があっても結局運
動場で水はけも悪く泥だらけです。

スイムアップから遠かった。雨の為、泥がつらかった。

バイクのスペースが広いと期待して参加したのだが、他の大会並でした。

雨の時はぐちょぐちょで対応しにかった。

今回初めての出場のため、前回のことはわかりませんが、特に問題はありませんでした。

ワールドマスターズゲームズを想定しての変更だったのですね。地面がぬかるんでいました
が、カーペットがあったので大丈夫でした。ただ、かなり渋滞しましたね。完走だけが目標の
私はゆっくり移動は問題ありませんでしたが、トップクラスの選手やタイムを目標にした選手
はもし渋滞したならタイムロスになったのかも、、、

雨でなければ、問題無かったのだろうが、泥だらけになってバイクにも不具合が出た。ビニー
ルを敷いてくれていたが、あまり効果が無かったように思う。

スイムアップからの距離が遠くなった、雨が降った時のグラウンド状態が悪すぎる。駐車場の
確保台数が足りてなくて誘導も最悪だった。工夫が必要。

特に問題はありませんでしたが、前回までの方が良かった。雨だったのもありますが砂対策の
手間が増える。
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雨が降るとどろだらけになることは否めないなぁと感じました。広く場所を確保するためなら
土でも仕方ないと思います。

バイクコースに出るまで、人だかりで、、、

足場が悪かった

雨が降ってるとグラウンドの状態が悪かった。走る（あるく）距離が長いのでとまどいがあっ
た。

更衣の場合、各自バスタオル等で隠すしかないのでしょうね。

バイク設置間隔をもう少し広くしてほしい。

晴れの日にもう一度レースに出たいです。

シートの上もドロドロ、シート巾が狭くゆっくり歩く脇（＝シートの列）を抜かすのに大変。

ベストは尽くして頂いていたと思うが、やっぱり雨の日はぐちゃぐちゃになるのが嫌だ。

天気も悪く足元がぐずついており、泥だらけになったのは改善できないかと思った。バイクも
かなりキズがついたので、、、

私の時間帯ではバイクスタートまでの200mぐらいの間、渋滞がおこりました。グラウンドがぬ
かるんでた為かもしれませんが。1列で道路まで時間がかかりました。

雨が降ると未舗装なので泥で汚かった。また以前よりトランジット後の片付けが参加者全員で
きていない。箱や籠など片付ける方法をとってはどうか。

バイクのスタート地点が遠すぎる。

全面じゅうたん、カーペットでおおわれてたらよかった。

前日の雨の所為でドロドロでしたが、仕方ないと思います。

となり同しが近くて狭い

スイムからバイクまでの距離が長くなりましたが、トランジションが広くなり、まあまあと思
います。

問題なかったのですが、バイクへの道が渋滞し、タイムをロスする

スイムアップしてからすごく長く感じた。

雨で土が足につく状態になることを予想しましてシューズはいたままでのトランジションをし
ました。シューズがよごれたのと、バイクギアチェーンが悪くなった。トランジションも曲
がった時、目の前に降りていく区間があってびっくり。ダメです。

出来ることなら少しだけでもスペースをいただきたい。（バイクラックのことです）

スイムが短縮されたため、バイクを出す時にとても混雑して、思うようにすすまなかった点が
残念でした。

以前より広くなり良くなったと思います。

通路は広いが追い越しする広さがないのと、バイクラックスペースがかなり狭いハンドルが当
たり、少し心配した。

道路に出るまでが遠いことと、降雨時にぬかるむと泥状になるためシューズが汚れる。
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問５．大会前日（７月１３日）の宿泊先についてお伺いします。

◎美波町以外の市町村名
人
人
人
人
人
人
人

問６．徳島県に到着してから美波町までの交通手段についてお伺いします。

※複数回答可

0.81%

100.00%

合　計 65 #####

#####

#####

#####

3.1%

1.5%

6.2%

1.5%

10.8%

レンタカー

自家用車 216

鉄 道 5

100.0%249

そ の 他

牟岐町

1.2%

59

2

バ ス 1 人

未 回 答

76.9%

人

86.7%

9.2%

2.0%

人

81

美 波 町

50
徳島市

人

人

106

1

1 人

阿南市

3

0.4%

248

0.4%

4

人

人

合 計

2

美波町以外

海陽町

人

宿 泊
しなかった

合 計

自 転 車

鳴門市

人

1

人

23 人

那賀町 7

美波町, 

42%

美波町

以外,

33%

宿泊

しなかっ

た,  24%

未回答, 

1%

阿南市, 

77%

徳島市, 

3%

鳴門市, 

2%

牟岐町,6%

海陽町, 

2%

那賀町, 

10%

自家用車, 

86%

レンタカー, 

9%

鉄道, 2%

自転車, 

1%
バス, 1%

その他,1%
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問７．美波町へ来る途中に立ち寄った、美波町内で立ち寄られた場所
　　　または、帰りに立ち寄られた場所についてお伺いします。

※複数回答可

問８．来年もひわさうみがめトライアスロンを開催したら良いと思いますか。

問９．２０２１年５月には、４年に一度開催される国際総合競技大会ワールド
　　　マスターズゲームズの「トライアスロン」と「アクアスロン」が美波町
　　　において開催されます。２０２１年５月に開催されるワールドマスターズ
　　　ゲームズにチャレンジしたいと思いますか。

※「ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ」と「ｱｸｱｽﾛﾝ」両方に

参加回答有り

合 計 248 人 #####

362 人

人

未回答 32 人

9.4%

19.3%

13.8%

38.1%

10.5%

65.4%

6.5%

26.6%

1.5%

100.0%

人

人

今後、検討 70 人

未 回 答 4

263 人合 計

未 回 答 3 人

トライアス
ロンに参加

172 人

アクアスロ
ンに参加

どちらかとい
う と 開 催 20 人

どちらでも
よい

1 人

17

絶対に開催

土産物店 50 人

道の駅、
SA、PA

138 人

合 計

その他 38

90.3%

8.1%

観光地 34

224

人

0.4%

1.2%

人

人

8.8%

100.0%

食事処 70

観光地, 

9%

食事処, 

19%

土産物店, 

14%
道の駅、

SA、PA,  

38%

その他, 

11%

未回答, 

9%

絶対に開

催, 90%

どちらかと

いうと開

催, 8%

どちらでも

よい, 1%
未回答, 

1%

トライアス

ロン, 65%アクアスロ

ン, 6%

今後、検

討, 27%

未回答, 

2%
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問10．その他（大会でお気付きの点、来年度開催すれば２１回大会になります
が、このようにすればもっと良くなる等のご提案、美波町に対するご意見などを
お書き下さい）

当日受付も手際よく、ストレスなく楽しく完走できました。来年も開催お願いします。

県内参加者は県名ではなく市町村名を入れてほしい。（徳島マラソンや海部川マラソン同様）
仲間意識やモチベーションアップにつながる。いい写真を頂きありがとうございました。

美波町のみなさまには、レース中にたくさんの声援をいただき、本当にありがとうございまし
た。また同封して頂きました写真については、本当にうれしく大切にしたいと思います。また
美波町で泳いで走れる日を楽しみにしています。

トランジションバイク置き場を広く、わかりやすく。ゴール後、海で泳げるように。

審判の方がツバを吐きながらトランジションの出口に立っていました。マナーの徹底をお願い
したい。

トランジションの砂とドロだけが気になります。その他はかなり良く感謝しております。毎年
お世話になりありがとうございます。

ミドルの部を追加（時間差スタート）。ＪＴＵの皆さんが来てくれて、たいへんレベルが高
かった

予算の都合もあると思いますが、飛び賞とか作ったら盛り上がるように思います。

写真をありがとうございました。とてもうれしく思います。ボランティアのみなさまありがと
うございます。

松田丈志さんの来県、出場をもっと大々的に広告し、学校、スイミングスクール等にも案内が
あればもっと来たかった人も多かったと思う。悪天候による対処、大変ご苦労だったと思いま
す。コースが半分になったりで残念でしたが、それでも充分に力を発揮し充実感のある大会と
なりました。本当にありがとうございました。思いがけず写真まで頂き喜んでいます。

表彰式順序がエイジ若い方からですが、高齢の方からするのはいかがですか。高齢の方が少な
く、若い方が早く帰られるので最後はざびしくなりなす。わたくし世界大会に参加した時、表
彰式は高齢からでした。最後までにぎやかでした。

写真をいつもありがとうございます。大会を開催してくださる美波町の皆様や役場の方々に感
謝申し上げます。大会が末永く続きますことをお願い申し上げます。ありがとうございます。

オリンピックディスタンスの中では最も面白いコースなので、このまま変更せず続けてほし
い。

ゴール後、少し寒かったので室内で待機できる場所があればと思いました。

いつも温かい応援、準備、ありがとうございます。前日のお祭り、花火大会もとても楽しみで
す。悪天候にも負けないで開催される勇気に感謝します。

駐車場の問題と避難タワーの有効利用

750m2周回となるとうしろのウェーブだと速い人に1かいぬかされるのがちょっとこわそうで
す。混雑のないように、スイムウェーブは他大学の1500の記録を書くなどして、男女別でもな
い記録順にしてほしいです。来年もよろしくおねがいします。写真、記録証ありがとうござい
ましが。

2012年から参加しています。他の大会は出なくなったりしていますが、この大会だけは何が何
でも出たいと思うくらいすばらしい大会だと思っています。町全体が一致団結しているのがい
たる所で感じるので本当にすばらしいと思います。一つだけ気になる点をあげるとしたら、前
日エントリーのエントリー会場がなんとなく盛り上がっていない気がします。もちろん大会は
当日が大事ですが、参加する人をもう少し奮い立たせるような盛り上がりがあってもいいよう
な気がしています。来年21回大会に期待しています。
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本当にありがとうございました。名の通り美しい美波町へ行けたことが何よりうれしいです。
来年もそしてワールドマスターズゲームもチャンスがあれば参加したいです。

エントリー方法（PC)での方向が非常にややこしくいつも悪戦苦闘します。もっと簡単にできま
せんか？封書でのエントリー希望です。

バイクの短縮は仕方なくても、スイムまで短縮しないコースにして欲しい

ジャンケン大会はぜひ引き続きおねがいします。来年は晴れますように。※トライアスロン
グッズ売店の充実。ウェア、シューズ、など。がんばって下さいませ。写真プレゼントありが
とうございます。

来年の開催日はどうなりますか？オリンピックと時期がかさなりますね。真夏となる前の7月前
半を希望します。写真ありがとうございました。

天気が難しい中、最大級の準備をしてくださり感動しました。安全面への配慮や情報伝達など
運営の素晴らしさを感じました。ありがとうございました。

今後も美波町をもりあげて下さい。ありがとうございました。

参加申し込み時のアンケート（諸書の情報他）をもう少し省略したらいかが？詳細すぎる！

弁当はいらないと思った。写真はありがたかった。

Tシャツの色を選べるようにしてほしい。

大会前に道路のアスファルト補修をされていましたが、トンネルの入口と内部のデコボコがそ
のままで少し危険でした。また、トンネル出口の水漏れはいずれ直してほしいと思います。

今年、松田丈志選手が来ていたが、毎年ゲストアスリートを呼べば一般選手のテンションも上
がる。道端カレンを呼んでほしい。

・駐車場が分散した分不便になった。　・駐車場（役場）グラウンドが泥だらけ　・雨天も想
定して対策が必要と思う。

この天候の中、開催して頂けました事、皆様にお礼申し上げます。日和佐には既に片手以上の
回数の参加となり、タイム、成績は別として本当に楽しませて頂いております。当方にとって
MUSTレースとなってます。是非永く続いて行く事、発展をお祈り申し上げます。有難うござい
ました。

猛暑の中でのトライアスロンですが、ランコース給水所でボランティアの方々がたっぷり水
や、スポンジ、氷などを用意して下さって、とても有難いです。お陰さまで熱中症にもなら
ず、楽しく完走しました。感謝しております。※写真頂きました。有難うございます。ステキ
です！

特になしGOOD！

美波町の皆様のトライアスロンへの協力とご理解に感謝します。宿泊施設がもう少し良ければ
と思います。運営は素晴らしいと思います。庭田さん、松田さんのトークショーも楽しかっ
た。最初に質問したのは私です。

・トイレが少ないかも　・メインストリートに地元の乗用車が多く入っており危険を感じた
・運営関係者、ボランティアの方々には大変感謝しております。ありがとうございました。

タオル、Tシャツのデザインとカラーが過去最高に良く（参加他の大会）感動し、両親へプレゼ
ントしたら喜ばれました。今後も継続して頂きたいです。表彰式会場とフィニッシュ地点が離
れていたので近くがベストです。初参加だったので右往左往して走り探しました。

トランジションの出入口の道幅が狭く渋滞になるので解消いただきたい。

ゴール手前に人が密集しているので見えにくい。ゴール数百メートル手前まで、帰って来た選
手のゼッケンをアナウンスすれば同伴ゴール等もスムーズになり、この問題は解決できると思
います。
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本当にいい大会だと思う。（特に変更、改善点は思いうかばない）来年はうみがめの産卵を見
られますように、、来年も必ず来ます！

初めてだったので分からない事だらけで、現地のスタッフに色々聞いた所、説明がすごく雑で
した。後ほど説明の時間を設けているにしろ、もっと丁寧に接するべきだと思いました。とて
も楽しくなかなか出来ない経験をさせて頂きました！最初で最後のトライアスロン(リレー）が
ひわさうみがめトライアスロン、この大会に出られて本当に良かったです。ありがとうござい
ました。

駐車場への案内がもう少しスムーズであればよかった

トランジションの場所改善お願いします。

徳島といえば阿波踊り！見たかったです、、、。

トランジションを前に戻して頂ければ幸いです。

阿波踊り体操めっちゃ良かったです。ゆるきゃらをたくさん出演してもらえればお祭り感が出
て良かったのではないかと思いました。でもとにかく皆さんの歓迎ムードは本当に感動しまし
た。ありがとうございました。

ゴール後のおもてなしで弁当やバナナ等の配布はうれしいが、弁当チケットはトランジション
又は車に置いておかなければならず、ゴール後にあちこちをウロウロする事になるのが辛い。

このレースは大好きです。いつも楽しんでます。来年も参加します。

貴重品預かり所をもうけてほしいです。WMGを考えると、パスポート、スマートフォン、車の
キー、サイフ等。WMGの時はウェーブ間が長くなるのでトランジションエリアに置いておくと
ゴール後、長時間取り出せなくなります。A4サイズの量程度。荷物置き場等も事前に告知して
おかないと海外の参加者がとまどう事が多いです。

これからも継続して楽しめる大会を開催してください。

町あげての大会ありがとうございました。来年も参加したいと思います。

町の人、スタッフの方々が本当にあたたかく、町全体で迎えてもらってる感じがすごくよかっ
たです。行き帰りが渋滞だったので、抜け道やおすすめグルメのマップ等あるとうれしいで
す。ありがとうございました。またチャレンジします。

阿波踊りは何度見てもしびれます。今のままでも良いと思いますが、毎年新しい企画(少しプラ
ス)の前夜祭も欲しいかも、、、

出来ればバイクのコースをもう少しフラットなコースが良いと思いました。ですが全体的なロ
ケーションもよく楽しめたので良かったです。また、運営者様ボランティア各位にとても感謝
しています。ありがとうございました。

エイジランキングに挑戦している者にとっては、3種目で開催してくれて、ありがたかった。ス
タッフの方々の努力によって開催出来たのだと思うと感謝の一言です。ありがとうございまし
た。来年も参加したいと思います。

スイムコースとバイク置き場を2018年前に戻して欲しい

今大会20回の節目に参加できてうれしく思います。一度歴代の優勝者を集めてほしい。何人集
まるかわかりませんが、歴史ですから日和佐大会の。

いつも温かい応援感謝しています。ありがとうございました。

スイムは1500m×1周に戻す。トランジションはバイクの下にもシートを敷いてほしいです。

グラウンドにトランジションを設けた為にグラウンドを関係者の駐車場にしたというが、グラ
ウンドにはほとんど車が駐車されていない。区画はあるのに次回は関係者の駐車する人を把握
して残りを選手用にして欲しい。
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今回コース短縮となりましたが、関門のタイムが良くわからなかった。遅れました。

荷物預かりをして頂けると助かります。来年は天候好コンディションに恵まれることを祈って
います！

出来ればスイムコースを1周1、5ｋにしてほしい。焼肉のタレがとてもおいしかったです。あり
がとうございます。

いつも参加させていただいておりますが、ボランティアや沿道での地元の方々の応援が本当に
うれしいです。とても良い大会だといつも感じています。

Tシャツデザイン変更。同じマーク色違いはあきました。

大雨で判断が難しい中、開催ありがとうございました。来年も必ず出場いたしますので、よろ
しくお願いします。

サイクルトレインの常時運行をお願いします。

[独り言]素晴らしいロケーション、大会事務局、地元の熱意を感じながら、参加させてもらっ
ている。83歳の坂本さんを始め(過去には伊賀さん）高齢者の参加が多く、参加するたびに来年
も参加できるように体力維持に励もうと思う大会である。事務局に迷惑がかからない程度で完
走できる間は、参加したいと思っている（現在70歳）

トランジションをグラウンドに設置するのであれば、もう少しゆったりとスペースをとれたら
なと思います。あと、トランジションの入口、出口の位置もどうかなと思いました。野球のマ
ウンドに配慮したのかなとも思いましたが、、、

事前の説明資料だけでは、リレーポイントやバイクハンガーの位置がわからなかったので、各
要所の拡大図が欲しいと思います。前日の説明会のスクリーンで写してくれると安心です。

駐車場の問題（もっと近くを整備していただきたい）

美波町は本当に美しい所で、そのような環境でトライアスロンを出来て光栄です。来年は阿波
踊りしたいです！

大変良い大会と思います。2年連続の参加、来年も参加したいです。

良い宿泊所があったらと思います。

石垣、タテトラに続き人生で3回目のレースでした。思い出に残るとても楽しいレースでした。
皆様ありがとうございました。

徳島でトライアスロンをしていることを知らない人の方が多い。とくしまマラソン並にTVに取
材してもらってはどうだろうか。

今回悪天候の中で、準備等大変だったと思います。本当にありがとうございました。いつまで
も続けていただくお願いいたします。

特にありません

関東地方から参加したが、認知度が低いため情報が少ない。遠くから参加して良かったと思い
ました。ただし参加人数が減ってしまえば、存続も危ういので、参加人数増加を第一に考えた
方がいいかと思います。町や県の税金を投入するため、費用対効果がよく検証するようにと言
われるが、非常に難しいと思う。予算がない場合、国からの補助がかなりあるため、活用する
ことも手だと思う。このため国の予算(補助金）を使い効率的な宣伝をして参加人数を増加を
図ってほしいです。（ただし、旅行会社、新聞社の丸投げはただのムダ使いになります）経験
談。しかしながら補助金は麻薬と同じ、何度も使いたくなる、、、

僕は（町も含めて）この大会が一番好きです。これからも頑張って下さい。

28



バイクのトランジション場所は参加者が多くなりしかたないが、以前の場所の方が物を置くと
かあるく場合、いい状態で競技ができる。

スイムアップしてすぐにトイレがあれば助かる

雨の時の駐車場、確保等お願いします。たいへん満足しております。ありがとうございまし
た。

Tシャツやバッグのデザインやサイズが素敵でした！更にTシャツには胸のあたりにワンポイン
トあるとよりCUTE！前夜の花火や表彰式のジャンケン大会も楽しめました。レーススタート地
点の近くにある宿に泊まらせて頂きましたが、少し古くて次回そちらにお世話になるか
は、、、完走証と写真、ありがとうございました。

写真の送付ありがとうございました。これまで様々な大会に参加しましたが初めてで嬉しかっ
たです。

毎年開催されての20回、関係者の方々のご尽力によるものと感謝しております。来年もぜひ参
加させていただきたいです。

自分の管理が悪いのですが、スイムスタート前にバイクの上に置いていたスイムキャップと
ゴーグルが無くなりました。なんとかスタートできたので良かったですが、それが残念でし
た。それ以外は去年同様楽しい大会でした。

開会式の会場が少し寒かったです。

カーボパーティーに費用をかけて盛り上げ、仲間も作れるようにしたい。お酒ビールを少し飲
めるようにしたい。

地元の方の応援がとてもあたたかく感謝しております。

ありがとうございました。来年も宜しくお願いいたします。

レース後のお弁当の配布場所を案内する看板があればと思います。少しわかりにくかったの
で。ですが前日の講演会からすばらしい大会でした。運営スタッフ、ボランティアの皆さま、
ありがとうございました。

写真3点、受け取って嬉しく思います。地元ボランティアの方々の歓迎に感謝します。大会運
営、ご苦労さまでした。

私が幼い頃に、毎年薬王寺に初詣にきてました。今では社会人となり、四国を出て25年以上が
経過しました。今回現地入りして初めて当時の記憶がよみがえり、1人で感動してました。今は
亡き母親を思って大会に参加できたので母も喜んでいると思います。

ボランティアスタッフによる写真同封いただきありがとうございます。バイク乗車時の写真が
なかったので助かっています。

腹をくくれ

駐車場が遠くなりすぎるとしんどい。ゼッケンは2枚としたなら1枚の人はペナルティをとるべ
き。参加賞のバッグがかわいかった。

宿泊が近くで取れない。毎年です。なんとかしてほしい。

トランジションを以前の場所に戻してほしいです。

町全体お祭りムードで開催されるアットホームな大会で、とても雰囲気の良い大会の為、是非
続けて頂きたいです。運営も慣れていてとてもスムーズで混乱もなく、松田さん庭田さんの
トークショーなども良い企画で楽しめました。大会の準備、運営、お疲れ様でした。ありがと
うございました。

来年は所要があり、参加できないが又参加したい。
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駐車場の場所がわかりにくかった。

参加人数に応じた宿泊施設の充実。

大会入賞者に頂く副賞のアクエリアスですが、レース後スポーツドリンクは見たくない、、、
と思っているので、地元の産物だったらいいのになぁと思います。

同封の写真ありがとうございました。カッコ良く撮っていただいたのでよい記念になります。
雨天のレースでしたが楽しかったです。また参加したいと思っています。

個人個人の写真については大変うれしかったです。ありがとうございました。

ホテルが少ない

Tシャツのデザイン、値段が高くなるかもしれませんが前後にプリントしてください。また
キャッチコピーを募集して、刷りもの、Tシャツにプリントしてください。

今年で2度目の参加です。スタッフの皆さんはじめ、地元の方々のあたたかいおもてなしのきも
ちが感じられる、とっても良い大会で、今年もありがとうございました。日和佐に参加しない
と、夏が過せないようになりました。

トランジションは、場所はOK。土→しばふとかにすれば。（人工でも）

完走証と一緒に写真を送っていただけたのは嬉しかったです。表彰式も盛大でとても良かった
です。レース当日は第3駐車場を利用しましたが、案内がなく分かりずらかったので改善してい
ただけるとありがたいです。

可能であれば、スイムコースやトランジション等以前と同じようにして欲しい。

岐阜からはちょっと遠いですが、コースも良く阿波踊り等のイベントに参加してみたい。何か
おもしろそうな感じがした。大会運営があたたかみのある良い感じ。

完走証、写真ありがとうございました。

駐車場が遠方であったので、工夫が必要と思います。(受付を２カ所？）近い場所との差がある
こと。

ボディシールをはってくれた女性は町の職員さんとの事。皆で盛り上げる感じは非常にいいの
ではないでしょうか。これからも頑張って下さい。

２０回もされているのですね。頭がさがります。来年もぜひ開催して下さい。大会スタッフ、
美波町のみなさまに感謝します。

来年も美波町の発展の為に遊びに行きたいですのでぜひ開催をしていただきたいです。

トランジションはもう少しマットが必要ではないだろうか？トークショーは良かったです。
ゴール周辺で阿波踊りで盛り上げてみては？

毎年すばらしい大会を開催していただきありがとうございます。今年スイム、バイクを短縮し
て行ったことは、的確な判断だったと思います。来年もよろしくお願いします。写真もいつも
ありがとうございます。

いつも多くのスタッフが適切に対応して下さり安心して大会に参加しております。同伴ゴール
のやり方をもっと明確にする方が良いと思います。

来年も参加できるようならしたいです。いい天気であのしんどそうなバイクコースに行ってみ
たいです。

又参加したいです。ありがとうございました。
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皆さんのおかげで、十分楽しめる、がんばれる大会だったと思います。21回目も準備等大変で
しょうが開催されることを願っています。ありがとうございました。

神社内のトランジションが狭ければ堤防上の道路が直線で長く舗装されているので使えません
か？所有者管理者の問題があるでしょうが、少なくとも選手にはグラウンドより状態よく使え
ると思います。

Tシャツのデザインはよく、毎年楽しみにしていますが、バックプリントだけは止めて下さい。
車のシートやソファ、椅子などにもたれた際にくっつきます。

美波町にもっと宿泊施設がほしい

初参加させていただきました。雨の中、スタッフ、ボランティア、応援して下さった方々、あ
りがとうございました。写真ありがとうございました。来年も参戦したいと思います。

初めて参加しましたが、とてもアットホーム的で良かったです。お弁当はうれしいのですが、
かき氷とかカレーなどでもいいかも

天候の影響が大きかった中でも、スムーズに3種目ともに開催して頂き、本当にありがとうござ
いました。とても、いい時間を持つことができました。

いつも写真ありがとうございます。年賀状につかったりしています。ランの時の沿道の応援、
中学生のサポートとてもありがたいです。いつも参加するたびに心がいやされます。ありがと
うございます。

弁当がこってりしすぎている。スイムのウェーブの間が短い。飲食の出店があるといい。応援
の家族があきないもよおしをしてほしい。あわおどり体操いつも楽しみにしています。

今のままでも良い

説明会場のこれまでの大会まとめの展示はとてもよかった。歴史を感じる。

Pが遠くなったのが残念。トランジットを元のように神社戻してグラウンドはPで使用してほし
い。毎年ありがとうございます。これからもがんばってください。

地元のお祭りがレース前日なのであまり楽しめないと思いました。後泊ありきになるかもしれ
ませんが、レース後にお祭りを楽しめたら良いなと思いました。お土産の焼肉のタレは、絶品
ですね！お取り寄せします。

弁当はいらないと思います。お店で日和佐の特産物を食べた方が良いと思います。

ホノルルトライアスロン始め、日本各地色々大会出場しましたが、大会後に写真を頂いたのは
初めてです。ありがとうございます。高速道路下りてからが遠くて不便ですが、心温かい大会
ですね。また参加したいと思います。

いつも写真を送っていただきありがとうございます。

お祭りと同時開催なので、家族連れには楽しめる大会でした。子供がカレッタでうみがめに興
味を持ち、夏休みの自由研究にさせて頂きました。焼肉のタレ、おいしかったです。バイクの
写真を撮っていただきありがとうございました。

都市型大会では味わえない大自然の中でのレースなので今のままで十分すばらしいと思いま
す。今回駐車場が本部から遠くなったので、受付は大丈夫でしたがレース後のお弁当受け取り
にはバイクでは行けず車では駐車スペースがなく困りました。早目に帰る人のために各駐車場
にデリバリー車が来てくれるとありがたいと思いました。大会スタッフ、審判の方々にはいつ
も感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

雨のせいであまりトライアスロン以外のことは楽しめなかったが、来年はもっと美波町を楽し
みたいと思います。
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県内在住トライアスリートですが、仕事の都合上出られず今年初でしたが感動しました。

天気が重要。高温又は低温になっても良いので、梅雨の時期は避けて開催していただければと
強く思いました。写真を送っていただき大変うれしかったです。紙焼きのプリントは久々です
が、良いものですね。ありがとうございます。

初めて参加ですが、環境がとてもよい。全種目。私は水質を気にします。汚い海のレースは出
場したくない。梅雨時期の開催というのは少し残念。※墓地の水道で洗い物をしている人達が
いたので注意喚起が必要です。

強いて言えばバイクコースのスタートして少し走った川沿いのコースが狭くて抜くのも抜かれ
るのも怖かった。毎回写真を同封していただきありがとうございます。

いつも良くしていただき、十分に満足して、毎回楽しみに参加させていただいております。

せっかく祭りと大会前日が同じ日にしているのであれば、前夜祭的なことをすれば、もっとも
りあがると思う。

大会はすごく良かった思いますが、参加人数と美波町内の宿泊施設の数がたりてないので、そ
の点を改善してほしいです。

パンフレットのコース図が分かりにくく、想像しにくかったです。駐車場は申込み順などで、
予めどこに止めるかを決めておくことも良いかと思います。うみがめ祭りと併備することで互
いに盛り上げられそうです。とても楽しく思い出に残る大会、ありがとうございます。またい
つか戻ってきたいなと思います。

ゴール付近のかき氷屋さんを充実してほしい。

受付でもらえる封筒の中に入っている、「カレッタ」の割引券を事前送付の封筒に入れること
はできませんか？前日は試走やバス、説明会で忙しいので金曜から泊まっているので（金曜に
行くので）是非。バス試走の係の人、もっと説明してほしい。

出場回数が多い人には何かお祝いをしてほしい。10回記念とか。

毎年楽しみにしている大会です。皆様の御尽力に感謝しております。欲を言えばお弁当に特徴
があってもよいかと、、、

開会式の内容はとてもたのしめました。阿波踊りやトークショー良かったです。

安全を考えスイム、バイクを1周回にした事は良いと思います。（残念でしたが）これからも、
よろしくお願いします。（小学校跡のグラウンドも従来通り駐車場にしてほし）

遠方よりの来町者には、受付時間を臨機応変に対応していただければと思います。各人の責任
においてやりますので！

エントリー方法がネット申込みが分かりづらく長く、めんどくさい。多くの方から同じ意見を
聞いた。

じゃんけん大会ではなく抽選にしてほしい

水産試験場のパブリックビューイング？をもっと大々的にやってほしい。(今回雨天だったので
厳しい面はあったと思うが）家族サービスになるのでお願いします。

トランジットエリアの舗装の件は、予算的に難しいと思いますが、美しいトランジットのため
には、箱や籠を置くことで各選手のマナーも良くなると思う。また、海外選手のために英語表
記や案内のパンフレットの導入、トライアスロン参加希望者のための教室開催（年数回）な
ど。

初参加でしたがとても楽しかったです。ありがとうございました。

バイクコース下見バスの2回目に乗車しました。ガイドのお兄さんのしゃべりがおもしろく、退
屈しませんでした。モチベーションがあがりました。ちなみに一昨年のガイドの方はほぼしゃ
べりがなかったので残念でした。あと、写真を同封していただき、感謝感激です。
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写真を送ってもらえたのが、大変よかったです。また来年おねがいします。

表彰式は今年がとても良かったです

聴覚障害である私には、大会終了後のパーティーイベントが何時からかわかりませんでした。
情報がない。○○さんは入賞していたのに参加できなかった。でも大会に参加して良かったと
思っています。
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カレンちゃん カイくん マリンちゃん カレッタくん

アンケートにご協力いただき、あ
りがとうございました！！
選手の皆様からのご意見を、来年

の大会が少しでも良くなるよう参考
にさせていただきます！

〒779-2395 徳島県海部郡美波町奥河内字本村１８－１（美波町役場産業振興課内）

ＴＥＬ：０８８４－７７－３６１７ ＦＡＸ：０８８４－７７－１６６６

E-mail：sangyo@town.minami.lg.jp URL：http://www.hiwasa-triathlon.jp/

ひわさうみがめトライアスロン実行委員会


