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問１．今大会より、スイムスタートを４ウェーブ制から２ウェーブ制に変更し
ましたが、どうでしたか｡
良かった

100 人

悪かった

48

人

そ の 他

41

人

未 回 答

7

人

合

計

未回答
4%
その他
21%

良かった
51%

196 人
悪かった
24%

● その他のご意見の内容
どちらでもいいと思います。
初出場でしたが､やはり､もう少しゆとりがあればいいと思う。
初めてでしたが､途中300m位まではバトルが激しかったです。
後方よりスタートするので(バトル回避のため)よく分からない。
今回初出場だったので､昨年と比較できませんが､人数が多く､密集状態でやや泳ぎにくかっ
た。
分からない。すいません遅いので。
バトルは少ないほうが良い。（安全面なども考えると)
今回トライアスロンデビューなので､よく分かりません。
初めての参加だったので､分かりませんが､あまり細かく分けるより良いと思います。
初参加なので分かりませんが、結構バトルはありました｡
今回初参加です。スイムバトルは避けたいです。
どちらでもよい
男の人と一緒のスタートは辛かった｡
初参加なので、分からない｡
初参加のため、去年の様子がわかりませんがもう少し人数を分けて、時間差があっても良い
とおもいます｡
バトルがきつかった｡
ウェーブがないほうが記録が分かりやすく競技のやりがいがある｡
どちらでもよい
初めてなので違いが分からないが、バトルには苦労しました｡
特に気にならない
昨年出ていなかったので分かりませんが、スタート時の混雑が４ウェーブ時にかなり緩和さ
れていたのであれば、そのほうが良かったかも｡２ウェーブでもやはり込んでいました｡
違いがあまり分からなかった｡
集団に巻き込まれて海水を飲んでしまい苦労しました｡
少々バトルがあるため、３ウェーブくらいがいいと思う｡
初めての参加で分かりませんが、終始混雑していたのは確かです。でも、これがレースだと
思うので問題ないと思います｡
今回初めてでしたが、バトルは、思っていたほどひどくなかった｡
初参加なのでよく分からない｡
初参加ですが、4ウェーブ制がよいと思います｡
ウェーブ間１分は短い｡３分あれば･･･｡
リレー参加の為よく分かりません｡でも友人は混み合って、かき傷ができてると言っていま
した｡
変更していたことに気づかなかった。どちらでも良い。
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大差はないように思う｡若干混雑したかな｡
今の参加人数であれば、２ウェーブでよい。
スタート前の放送が聞き取りにくかった。
どちらでも良かったです。混乱もなかった様子だと。
◎スイムコースの良かった点や悪かった点などについて
4ウェーブ制のほうが泳ぎやすいのでは･･･。
水質が良かったです。
初めての参加だったので､差は分かりませんが、特に問題なかったと思います。
同スタートが多すぎ、人との接触が多くストレスとなった。
[良い点]透明度の高い水質で気持ちよく泳げました。[悪い点]フィニッシュ間際の所に段差があ
り上陸しがたく感じた。
人数が少なくなったから2ウェーブ制に変わったのかと思っていたが､多くて､顔をけられたりして
大変だった。せめて3ウェーブぐらいにして欲しい。
人数が多く､いつもバトルに巻き込まれる。
とても気持ちよいコースでした。
水がきれいでよかった。
現状のままで大丈夫です。
上記の点より､ウェーブ数をやはり増やしてはどうでしょうか。
「海｣でよかった。
バトルになりやすい。ウェーブ間の時間をもっと長く
スタートの合図が聞こえない。
もう１ウェーブくらいあっても良いとおもう。
できれば､４ウェーブ制にもどして欲しい。
１周回コースなので､２周回に比べて､泳いだ距離がわかりにくかったです。雨の後だったからか
もしれませんが､水中のゴミみたいなものがたくさんあって残念でした。
ポイント毎にスタッフがいたので安心してスイムできました。キロ表示があったらよかったのに
なあ･･･と思いました。
スイムスタートの２ウェーブ制は良かった。しかし､第１ウェーブのスタートがあっという間のス
タートで面食らって出て行かれた方が多かった気がします。
４ウェーブに戻して欲しいです。（最初から最後までバトルで大変でした。）ただし､女性やリ
レーは第４ウェーブというのでなく､自己申請､実力でウェーブを決めたほうが､早い女性選手は楽
だし､スイムが苦手な人もゆっくり泳げて安心だと思います。
最初混雑して泳ぎにくかった。泳いでいる最中に､折返し地点が分かりにくいので､大きなブイな
どがあれば良い。小浜のほうにガラスの破片があって､危なかった。
スイムバトルが激しく､泳ぎの苦手なものとしては泳ぎづらい。
スイムキャップをプールで使用できる素材にして欲しいです。
第1ウェーブと第2ウェーブの間隔が1分では､遅い人はすぐ後方に吸収される。この程度なら同時
スタートでも良いのでは？そうでなければ､第4ウェーブとし､間隔を3〜4分程度にする。
コースロープ付近が混雑してたように思います。
他の大会に比べ、ライフガードの方が多いので安心して泳げました｡スイムスタート前に水を配っ
てくれたのもありがたかったです。不満な点はありませんでした｡
気持ちよく泳げました｡他のどの大会より、ライフガードがたくさんいてくださって、スイムの苦
手な私でも安心して泳げました｡ありがとうございました｡
４ウェーブではスタート直後だけだった混雑が、２ウェーブでは折り返しまでバトルが続いた｡
ウェーブの間隔を１分でなく、３〜４分にすればよいのでは･･･｡後方スタートですが、前の組に
追いついて混雑しましたから｡
水中でのバトルが何度もあり、溺れそうに何度もなった｡ゴーグルは外れ、腕時計は止まってしま
うし、散々でした｡次回からは、ウェーブ数を増やして、安心してスイムができるようにして欲し
い｡
まず泳ぎやすかった｡はっきりとコースロープが見え、ブイも黙視できた｡
500人ぐらいなら、ウェーブはないほうがいいと思います｡後出発で、早い人もいるんで｡
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４ウェーブ制ではタイムの差が把握しづらいので､2ウェーブ制でよいと思います｡スタート/ゴー
ル地点のウィダーのバルーンが良い目印になりました｡折返しのブイを途中のブイより大きくして
いただけるとより分かりやすいです。
混雑したかな｡
直線コースでわかり易い
一直線のコースなので、コースブイに距離表示があっても良いのではないかと思う｡
スイムアップからトランジッションまでの道路にマット等があればよかったと思った｡海は非常に
泳ぎ易かったです。
透明度の良さと、潮流がなかったことはうれしいです。
コースは悪くはないが、２ウェーブ制になったため、スタート時の混雑が厳しかった｡
水が綺麗で気持ちよかった｡
海がきれい、コースが直線で泳ぎやすい｡
海がきれい！
１ウェーブでたくさんスタートするので､スイム中はほとんどバトルに巻き込まれたので､４
ウェーブ制に戻して欲しい｡
一周より二周回のほうがわかり易い｡
遊泳禁止区域で泳げるのはいつもうれしいです。
４ウェーブ制のほうが良かったような気がします。
スイムが遅く、いつも女子に蹴飛ばされて抜かされるので､今回はその心配がなく、昨年よりタイ
ムが良かったです。シャワーを増やしてもらいたい｡又はシャワーゾーンを設置して欲しい｡今
回、先客がいっぱいで並んでいる｡
ウェーブの人数が多い｡
上がったところに給水所があって補給しやすかったです。
波が高くても泳ぎやすい良いコースだと思う｡
安全対策が万全だった｡
バトルの時間が長くしんどい｡去年より波が穏やかだったので楽でした｡
距離表示があれば泳いでいて目安がつく｡スイム中は海上からの声は全くといっていい程聞こえな
い｡選手にとっては排気ガスが耐え難い｡
直線往復のコースで泳ぎやすかった｡
やはり人数が多すぎて、２ウェーブでは泳ぎにくかった｡
３ウェーブくらいが良い｡
750mのコースを２周にしてもらいたい｡
２ウェーブはバトルがひどいので､せめて３ウェーブがいい｡
太平洋の沖に向かって泳ぐのは気持ちよかった｡海もきれいで最高でした｡
今のままで充分です。
今シーズンは ひわさ と 倉敷･児島"と２つの大会に参加させていただきましたが、ひわさは
２ウェーブで、児島は４ウェーブでした｡私的感想から言うと４ウェーブのほうがバトルに巻き込
まれにくく安全面でもレスキューの目も届きやすいのではないかと思う｡
波の影響がなく、視界も良好だった｡
今年は波がなく、ブイが良く見えて泳ぎやすかった｡
ウェットスーツを着るときに、簡易プールを設置して欲しい｡コースは大変すばらしい
海がきれいで、コースが１ウェイで分かりやすく泳ぎやすい｡
２５〜３０位くらいでスイムした人が、ブイづたいに続いているワイヤーを片手で持ちながら進
んでいた｡こういうずるい人を警告できないものでしょうか｡
スイムに不安がある人も参加しやすいように、４ウェーブが良いと思います｡海が荒れてるとき
は、湾内でするのが良いと思います｡
コース上のブイに500m･1000m等距離を書いておいてもらえたらよいかと思います｡
コースは単純でよかったが、ウィダーの旗が昨年より少なかったので､帰りの目標が分かりにく
かった｡
バトルが多くなって大変でした｡
男子と女子が同じスタートだったので､押し飛ばされた｡来年からは男女別々にしてほしい｡
前をブロックされて思い通り泳げない｡３ないし４ウェーブ制にすべきである｡
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バトルが激しくなった｡
海がキレイなのが最高
アップ用のコースの砂浜に割れたビンの破片が落ちていました｡サンダル無しで来ている選手も多
いので気になりました｡
スタートのバトルが激しかった｡
普段遊泳禁止の海で泳がせていただいて、とてもうれしかったです。
バトルを気にしないで泳ぐには、4ウェーブ制がよいと思います｡海水がきれいで大変良かった｡
今回はじめての参加でしたが、とても泳ぎやすいコースでありました｡４ウェーブの状況はわかり
ませんが、２ウェーブの状況として、若干スタートからスイムフィニッシュまで混雑したように
感じました｡
真っ直ぐに進めない私にとって、他の人へ迷惑をさらにかけたので､４ウェーブ制で、間隔をさら
にあけて欲しい｡
密集しすぎて思うように泳げなかったという話を聞きました｡
バトルが激しかった｡
混雑しすぎ｡速く泳ぐ人とそうでない人を区別し、８０名程度を一ウェーブにして欲しい｡（私自
身は遅いので他の人の迷惑になる｡）
特に混雑もしなかった｡
ライフセーバー、ダイバー、巡視船など十分で、安心して泳げた｡コースブイもたくさんあり泳ぎ
やすかった｡
中間点にアドバルーン等の目標になりやすいものを上げる｡
真っ直ぐ行って帰ってくるのでわかりやすい｡２ウェーブ制はよかった｡
２ウェーブで十分バトルなしで泳げました｡１分間隔が一番いいと思います｡
第１ウェーブと第２ウェーブの間隔が短すぎ、第２ウェーブの先頭の人が泳ぎにくそうでした｡
サポートが多かったため、初めてのトライアスロンだったが、安心して泳ぐことができた｡
４ウェーブ制のほうが泳ぎやすいと思います｡
スイムコースはすごくいいと思う｡４ウェーブにした方がバトルが少なくなるので泳ぎやすい｡
ライフセーバーの位置を選手側(コースよりに)もっと近づけて欲しい｡
通常コースと思われます｡ＯＫ
苦手な人間にとっては混雑は辛い｡
やはり一度に人数が多いスタートはつらいです。
スタートの幅が広いので､バトルになりにくくてよかった｡
第1ウェーブと第2ウェーブの時間差が1分ではすぐに追いつくので､時間を10分位あけるか、リ
レー部の方も第1ウェーブでスタートできるようにして欲しい｡
バトルが長く続いたので､３〜４ウェーブ制にして欲しい｡
波もなく泳ぎやすかったです。
良いとは思いますが、第１ウェーブと第２ウェーブの別ける基準が分かりません｡参加人数はそれ
程多くないので､ウェーブ制は廃止でよいのでは？コースについては、申し分ありません｡とって
も良い！！
湾ではなく、外海を泳げるコースはあまりないので､貴重な経験となりました｡
アイアンマンに負けないくらいのコースです。
大浜から真っ直ぐ泳ぐこのコースは好きです。今年は心配された台風のうねりの影響もなく泳ぎ
やすかった｡
海が美しい｡
スタート時の混雑で体力の消耗が激しかった｡４ウェーブ制がよかったのでは･･･｡
希望者、スイムの得意な選手を第１ウェーブにしたほうがスムーズなスタートができるように思
います｡
コースが直線だったのが良かったです。あと、救護員が十分配置されているということがわかっ
ていたので､安心できました｡
今回は波もなく大変泳ぎやすかったです。
初めてなので､他と比べられませんが、こんなに周りに人々とあたるとは･･･｡こんなものでしょう
か？
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直線コースがいい！
ブイが見えなかった｡折り返しは大きなブイがあるといいです。
ブイが少なくてコースを間違えました｡
スタート後、混み合って危ない。珠洲大会のように１００人１ウェーブで、時間にゆとりがあれ
ば、みんな力を発揮できると思う。
ロケーションが良かった。
アップした場所にゴミがたくさん落ちていたので､きれいにしてほしい。ケガをする恐れがある。
２ウェーブはバトルが激しい。中間をとって３ウェーブにしてはどうか？
ワンウェイで長いコースなんで、復路のブイに距離表示があればうれしいです。
太平洋に面しているため、うねりが大きいので､一番おきのブイぐらいは旗をたてるなどの良く見
える対策をしてほしい。
水泳は苦手なのですが、泳ぎやすかったです。
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問２．バイクコースの安全対策について

良かった
普

48

人

悪かった

1

人

未 回 答

8

人

合

通

139 人

計

悪かった
1%

未回答
4%

普通
24%

196 人
良かった
71%

◎バイクコースの良かった点や悪かった点などについて
全体的には良かったですが、サンラインに行く前の川の横の道を舗装して欲しい｡それと、もっと
エイドの数を増やして欲しいです。2箇所では少ないと思います。
起伏の激しいコースで、夏のトライアスロンとして過酷で良いコースだと思います。
川沿いの道が舗装されていなかったので､走りにくかった。
エイドステーションをあと２ヶ所設けて欲しい｡体を冷却(スポンジ等で)できず､疲労となった。
折り返し地点が狭い。川岸の土道が､パンクしそうで嫌だった。
[良かった点]登りが多く､テクニカルなカーブがあり、実力を試される点が楽しく感じた。[悪い
点]一部の未舗装路でパンクするかと冷や冷やした。
変化に富みよかった。
景色も良くいいが､最初の川の所が狭いので､どうしてもタイムをロスしてします。
距離表示をもっと多く､見やすくして欲しい。
川の横の道が舗装されていないので走りづらい。コースがかなりハード。
補修路以外はよかったです。アップダウンあり､カーブありで面白かったし､景色が楽しめまし
た。
もう少し坂を減らして欲しい(笑)
改善希望点:サンライン手前の未舗装道路
改善するなら､まっ平にして欲しいが･･･。
路面コンディションも悪くなかった。
頂上の辺りで､自然保護の条例かなにかで､草が刈れないところがあるという話があった。ネット
などで押さえ込むなどの手はあるのではないのでしょうか？コースが狭くなって少し危険だと思
います。
舗装されていない所は､舗装して欲しい。もっとエイドがあればうれしい。
下見バスに乗ってみたとき､思っていたよりもすごくキツくて､泣きそうになりました。でもその
分､ゴールしたときの感動が大きかったと思います。
暑かった影響もありますが､給水所をもう1ヶ所あればと思います。
エイドステーションをもう少し増やして欲しい。
UP･downの多いコースが､辛く､楽しく､厳しいコースでした。来季も頑張りますね。
何百人もの人がいるにもかかわらず､カーブでごった返すことが少なかったから。
サンラインに入る手前の土手､舗装して欲しいです。
適度なアップダウン､カーブがあって楽しかった。
バイクのラストが近付くとカーブが多く､ゴールの位置を確認しにくいため､初出場の私にはカー
ブを曲がったら急に降車ラインが目前に出て気た感があって怖かった。ラストだけ○○ｍ(100m単
位で充分）と残距離の表示をしていただくか､事前に充分な距離表示付の地図を配布してもらうと
助かる。
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給水所を増やして欲しい。初めての参加でしたので､水が欲しかった。
もう少しエイドステーションがあっても良いのでは？
坂が多く初心者には危険だと思った.
ほとんどありませんが、できれば堤防の上の細い道を広い道路にできないでしょうか？
アップダウンが良かった｡
アップダウンがきつくて大変でした｡
トンネル内に照明を３，４ヶ所欲しいです。下りでスピードが出てしまい、サングラスも外せ
ず、ひやっとしましたのでよろしくお願いします｡
給水所での水の受け渡しが、左側のみでしたが、右側からも手渡しができるよう工夫して欲しい｡
バイクエイドがかなり分かりにくかった点以外はよかった｡たぶん地元の中学の先生だと思います
が、ボランティアに来ている中学生に対しての言葉使いが気になった｡学校ではないのだから、
ちゃんと大人の物言いでよいのでは？「コラ」「おまえら〜｣とか乱暴な言い方が耳障りだった｡
坂をなくして欲しい（無理ですね)
サンラインのコーナーは数こそ多いですが、ゆるやかですし、道路の幅も広くて素晴らしいで
す。初心者の方には、距離表示を増やしてあげるとよろしいかと｡
あれだけ暑いと、もう1か所エイドステーションがあっても良かったかなとおもいます｡
滑りやすい所等にマットが敷いてあり、良かった｡
特に危険と感じる所はありませんでした｡
サンラインを走るので安心でした｡しかしバイクスタート15分で、サンラインの上り坂、心臓バク
バクきつかったです。平地を30分くらい走ってからサンラインへ。
トライアスロンのバイクコースとして最高によいと思います｡
折り返してから、トンネル手前の最後の登りで「これを上ったら、後は下りだけだから頑張
れ！！｣とボランティアの人に言われて励みになった｡
アップダウン、コーナーがあり、走って楽しい｡
トンネルの中が予想以上に暗かったので､もう少し明かりが欲しいかも･･･｡
景色がすごくきれいで良かった｡すごく暑かったので､給水所がもう少し増やしてもらえるとうれ
しい｡
トライアスロンの中でもアップダウンがあって、ひわさらしくて好きなコースの一つとなりまし
た｡これもひわさのいいところだと思います｡
今年はよく練習したので､登りでたくさんの人を抜けたのはうれしかった｡これからショートの大
会は登り下りの多いコースを使って実力の差をコースで試すのは良いことと思う｡
スピードが遅いので､関係なし｡
ロケーション･ネットの設置など、路面状況も良かった｡
折り返し点が狭い｡
路肩の草がうっそうと繁ったままだった｡
景色が素晴らしく、アップダウンも楽しめた｡
エイドを増やして欲しい｡今年のような酷暑では、ボトルの水がもちません｡エイド最低４ヶ所欲
しい｡
登りの歩く程度のスピードが落ちたところにエイドステーションを設置することを検討願いたい｡
途中、木がジャマになって、怖いところがあった｡
できれば、もう１〜２ヶ所エイドステーションがあればよいと思います｡
もう少し平地があれが息抜きができたと思いますが、充分良いコースでした｡
ちゃんと40ｋｍのコースにしてもらいたい。
道路の掃除が良くできていて良かった｡
コーナーの要所に係員がいてよかったです。
眺めが良かった｡
川沿いの細い道良くなっていたが、砂が散らばっていた箇所があった｡カーブする所のみ処置｡
サンラインのコースがとても厳しいコースでよかった｡目の前を人が横切り接触しそうになった｡
アップダウンが多く、景色も良く、とても楽しめた｡
エイドステーションのポイントがちょうど良かった｡
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ハードなコースが好き｡これを楽しみに３年連続出場しています｡
完全交通規制が最高に良かった｡コーナー部のネット･タタミが大変安心できて走れました｡
峠入口堤道の路面が少し悪かったように思います｡
トンネルに照明が欲しい｡
カーブ、危険等わかりやすかったです。
エイドを増やして欲しい
山坂が多い
特に危険とされる箇所には、多くのスタッフが注意を促してくれ、安心して走行することができ
ました｡
暑い中、大会スタッフの方々の応援がとてもありがたかった｡未舗装の道路を走るのがとても怖
かった｡
ネットがカーブにつけられていた点が良かった｡
①30km地点で、鹿が2頭出没し、50m伴走｡恐かったが、他ではないスリルだった｡②選手のマナー
がよくない｡キープレフトが出来ていない人が多く、下り坂で危険な場合がある｡（特に折返し者
とのすれ違いがあるとき｡）ルールを知っていない感じ｡
良し悪しは特に感じません｡が、ホントにきついコースでした｡
ジャリ道（一部、川沿い）を舗装してほしい｡道路の規制がされていて、大変走りやすかった｡
とても景色が良いし、変化に富んでいて、とても楽しいコースでした｡
走りがいのあるコースでとても楽しかったです。全般を見て大きな問題点はないと思います｡あえ
てあるとすれば、一部コース整備（草刈）が不十分な所があったように感じました｡
バイクコースで川沿いの数メートル間の路肩が悪い所を改善して欲しい｡
良かった点：中学生が給水係をして、キビキビとした動作｡
一部悪路もレースの一部です。
ロケーションも良く気持ちよく走れた｡一部川沿いの道が舗装されていればさらに良い｡
40kmだけど、アップダウンが多いので､50km位走ったように思えた｡チャレンジのしがいがあると
思います｡
初めてのレースでしたが、特に不満に思った点はありません｡
他の大会にない坂が素晴らしい｡
適度なアップダウンでよかったです。
サンラインまでの道の途中に未舗装の道路を通るのが、細いし、少々辛いです。別ルートがあれ
ばいいのにと思います｡
バイク途中のエイドは下りにあると、選手、補助員とも危険だと思いました｡
鉄人コースだ！全国屈指のコースです。苦しかったよ｡サンラインに入る前のところに、公道で行
きたいですね｡
落石も取り除かれていて、安心であった｡また、スタッフに「登りはもう終わりです。」と言って
いただき、ホッとする｡
公道を走れ、信号も少ないレイアウトで、比較的住民の方にも迷惑をかけなくて済むことはいい
点である｡
距離表示があと２ヶ所ほどあれば｡
給水箇所を増やしてほしい｡
良いコースでした｡景色がとてもキレイでした｡
途中舗装路でない所があり昨年に続いて走りにくいため改善してほしいです。
コーナー、コーナーに係の人がいて、心強かったです。
高低差が少しきつい
ランコースと比べて、きびしいコースであったと感じます｡
景色が良くて飽きない。アップダウンが多く楽しい。交通規制も完璧
アップダウンが多く、きついので､ヘロヘロになってしまい、キープレフトを守りにくい。意識の
下では守るよう心がけているけど、もっと声をかけてもらって、より守れるようにしたい。
未舗装の箇所があったので､舗装をお願いしたい。
坂はきつく、カーブも多かったが、スタッフの方が要所に立っていてくれており、とても良かっ
たと思う。
アップダウンが激しく、きついけど、楽しいコースだった。バイクが得意な選手はもってこいで
すね！
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川の堤防部分の路面状態を改善又は、コースを変更してほしい。
サンライン手前の川沿いの道はコースとして細すぎると思います。
路面もきれいに清掃されてて、大会運営の方々には頭が下がります。距離表示もあってよかった
です。
溝をコンパネでふさぐなど、徹底した安全対策がうれしい。
下見バスで走ったときは一部狭くて走りにくい所があると思っていましたが、いざコースを走っ
てみると案外走りやすいいいコースでした。
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問３．ランコースについて

良かった
普

通

134 人
52

人

悪かった

0

人

未 回 答

10

人

合

196 人

計

未回答
5%

悪かった
0%
普通
27%

良かった
68%

◎エイドステーションの必要数
２ヶ所
2 人
３ヶ所
４ヶ所

◎エイドステーションに必要なもの(複数回答可）
梅干
15 人 緑茶
1 人

5

人

塩

13

人 パン

1

人

38

人

スイカ

10

人 チョコ

1

人

５ヶ所

40

人

スポンジ

8

人 もっと氷

1

人

６ヶ所

6

人

ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ

7

人 ビール

1

人

７ヶ所

3

人

ｵﾚﾝｼﾞ等柑橘類

5

人 ウィダー

1

人

８ヶ所

11

人

レモン

4

人 今のままで良い

28

人

９ヶ所

1

人

糖分(あめ等)

4

人 未回答

101 人

１０ヶ所

11

人

コーラ

2

人

それ以上

1

人

※その他

未 回 答

78

人

・２５０位以降は水しかなかったと思います｡他のものより既存のものを増やして
欲しいです。

(今年の設置数）

合

計

196 人

・ざぶざぶかぶれる水

合

計

203 人

・うどん

◎ランコースの良かった点や悪かった点などについて
今年は暑さが厳しく、エイドでの氷は大変助かった。良かった。ビニール小袋に別けて入れてく
れたのが良かった。
エイドがたくさんあって助かりました。
もっと過酷なコースを希望します。
景色があまり変わらないため､気分的にきつい。
氷は良かった。
見通しの良いコースで､悪い点が見当たらない。日陰が少ないのは仕方ないと思います。
走りやすいし､いいコースだった。
今年ぐらい暑かったら､個人的にホースで水をかけてくれるのがうれしかった。
氷の袋があったのが良かった。
フラットで走りやすい。
沿道の方の水かけには感謝します。楽しかったし、救われました。
良かった点：清流に沿った道で眺めが良い。悪かった点：木陰がない
田舎道なのでよかった。
シャワーがうれしかった。ゴールの華やかさ､ウィダーガールは一押しです。
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エイド以外にも､庭先からのホース等で､水をかけてくださって､ありがたく思いました。コースは
のどかな田んぼ道で､ほのぼのとしていた。マラソンとはまた違った感じでよかったです。
日陰になるところがもう少しあればと思いました。
地域の人のやさしさが､とてもうれしかった。
施設エイドのシャワー水がとてもありがたかったです。とにかく声援がありがたいです。フラッ
トコースなので助かります。同伴フィニッシュできる大会が好きなので､ゴール写真のモード間違
いはちょっとがっかりでした。
1kmごとにエイドがあり､その間もボランティアが水をかけてくださったので､とても良かった。し
かし､エイドで立ち止まる方がいて､ぶつかることもあるので一つの机を大きくしてもらいたいで
す。
景色が良く気持ちよく走れた。
今回のようにこれだけ暑いと､もう少し各エイドで体にかける用の水､シャワーなどがあっても良
かったかなと思います。選手の人数も近年はとても多いので。でも､今回たくさんの人に水をかけ
てもらいとても助かりました。
暑い日だったので水をかけてもらえたのがうれしかった。
水をたくさんかけてもらってありがたかった。学生さんありがとうございました。
氷や水をかけてもらって生き返りました｡
とても好きなコースです。横の川に入りたかった！
田園風景が良かった｡
エイドはなるべく多いほうがいい｡すべてのエイドで、水･スポーツドリンク･氷を置いて欲しい｡
個人で、何人もの人がシャワーをしてくださり、大変良かったです。
エイドステーションの「氷」は大変良かったと思います｡あの暑さの中、頭、後頭部、手、足を冷
やすことができ、GOODでした｡
地元の方々の暖かい声援が何よりでした｡感謝しております。
日陰はありませんか？
上手に誘導していただいた｡中・高校生の若い子達の応援も良かった｡（もちろんお年よりも）｡氷
をビニール袋ではなく、コップに入れていただけると、帽子の中に入れやすいです｡←帽子に氷を
いれて熱中症対策をとる方は多いです。
フラットでよい｡
私設エイドはいつ寄ってもイイ感じです｡
靴を濡らさない配慮｡
平坦なコースで、走りやすくてよかった｡暑い時期なので､平坦コースでなければ完走できなかっ
たと思います｡特に改善して欲しい点はないです。
氷の配布が良かった｡
アップダウンのないコースでよい｡当日は炎天下の中、エイドの氷が良かった｡コースの途中、用
水路の水があり、頭を冷やすのに良かった｡
沿道の方から水、氷をいただき感謝しています｡
暑さ対策としてエイドを2kmごとにほしい｡
特に悪い点はありませんが、ラン時の気温、湿度が知りたい｡
エイドで、水かトリプルカーボかよく分からなかった｡
道路の幅に余裕があれば、エイドステーションを真ん中に配置することで、往復両方で取れるよ
うにすると良いのではと考えます｡給水の準備、選手との接触が高まる恐れがあるとは思います
が。
バナナをもらって元気が出ました｡地元の方の私設エイドもとてもうれしかったです。
私設エイドがとてもありがたいと思うほどにエイドが遠く感じました｡もう少し多いほうがうれし
いです。
特に例年どおりで満足しています｡
①頭に水をかけないで欲しい｡汗が目にしみます｡ ②暑かった｡途中清流日和佐川にドボンと入れ
るエイドが欲しい｡
折返し地点に氷が欲しいです。
氷を入れている袋を捨てるゴミ箱を途中にも欲しかったです。
給水が十分できた｡
エイドステーションが多く、炎天下だったが救われた思いです。
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頭がフラフラになっていたとき用水路に入れたことは自分にとってはラッキー｡水が冷たく体力が
回復した気分になった｡
折り返しの側にある側溝に入り体を冷やせたのは最高｡ここをセールスポイントにしてはどうで
しょうか｡
今回は非常に暑かったので､氷水のスポンジがあればよかった｡
地元ボランティアが良かった｡
地元の方々の声援があり、給水等が効率よく行われた｡
応援が多く、励みになった｡
フラットなコースが楽だったのですが、景観を楽しみながら海沿いのコースを走りたかったです
ね｡
水をかけて冷やしてくれたのがありがたかった｡
沿道の方々の応援が素晴らしく、力になりました｡特にランは熱く、体力を消耗しましたが、要所
で水をかけてくれ、体を冷やすことができました｡おかげさまで熱中症になることなく完走するこ
とができました｡ありがとうございました｡
地元の方々が水をかけてくれて、とてもありがたかった｡給水の数はちょうど良かった｡
折り返しの手前付近にはエイドステーションが全くなく、脱水症状になり大幅にペースダウンし
た｡4.5km地点に1か所エイドステーションが必要です。
私設エイドも充実してて、とても良かったとおもいます｡
コース全体を通してフラットでとても走りやすいコースでした｡
ステーションとゴミ箱の距離が短すぎる｡補給が間に合わず、ゴミ箱を通り過ぎたあと仕方なく道
端に捨てたところを周辺住民に注意され、拾いに戻っている人がいた｡住民と話をつけておくか、
人員をコースに分散配置して、コース全体のゴミ拾いをサポートして欲しい｡
ボランティアが良かったです。
地域住民の多数の応援とシャワーによるボランティアが良かった｡エイドステーションの係の人の
応対が特に良かった｡
エイドステーションで氷がとても役立った｡町民の方やボランティアの方に水をかけてもらったの
がとても気持ちよかった｡
行けども行けども折り返し点に着かず、大変苦しみました｡距離表示をはっきりしていただいたら
ありがたいです。
用水は気持ちよかった｡
距離表示をもう少し多くしてほしい｡
十分満足しました｡
最高！！折り返し付近に川に沿った道路は気持ちよい！！
地元の方の声援がうれしかったです。
今年は暑さが厳しかったので､水をかけていただき、本当に助かりました｡
行ったり来たりするコースが多い中、行って帰ってくるだけのコースなので気に入っている｡
一般ボランティアの水かけシャワーは助かります｡
暑いので､シャワーが（長さ５ｍぐらいで走っていても充分浴びれるもの）あれば良いのですが。
毎年、中学生？の応援で水をかけられるのが楽しみです。
フラットで走りよかったです。地元の方の声援など力になりました｡
日陰がなくて辛かった｡
フラットで走りやすい。
ランコースは最高でした。特に沿道の人たちが応援してくれたり、水をかけてくれたり、すごく
力がでました。
ボランティア・地元の応援が素晴らしかった。
日陰がないので､暑い。
エイドステーションは今年くらいの数でいいと思います。また、ショートなので､水とスポーツド
リンク・氷で十分だと思います。
距離表示で「あと５００ｍ」があれば元気が戻ります。
今年は特に暑く感じ、給水が足りなく危なかった。
平坦で走りやすかった。
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問４．大会前日の宿泊先について

美 波 町

107 人

美波町以外

35

人

宿 泊
しなかった

54

人

未 回 答

0

人

合

計

宿泊
しなかっ
た
28%

未回答
0%

美波町
54%

196 人

美波町
以外
18%

◎宿泊先
旧日和佐地区
国民宿舎うみがめ荘
16
ホテル白い燈台
9
ホテル千羽
10
ビジネスホテルケアンズ
2
旅館ふなつき
5
きよ美
1
旅館むらかみ
5
民宿観音寺
3
民宿弘陽荘
10
民宿浦島
2
えびすロッジ
2
平繁旅館
1
宿坊
1

ユースホステル

1
ライダーハウスひるがお
人
1
人 恵比須浜キャンプ場 10
人 車中泊
12
不明
6
人
人
97
小
計
人
旧 由 岐 地 区
人 グリーンハウス樹園
3
2
人 ゆき荘
人 明山荘
1
人 橋本屋旅館
1
3
人 不明
人
10
小
計
合
計
107
人

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

◎美波町以外で宿泊した
市町村名
阿南市
16 人
海陽町
3 人
牟岐町
3 人
那賀町
3 人
徳島市
2 人
鳴門市
1 人
高松市
1 人
不明
6 人
35
人
合
計

問５．宿泊した方に連泊について

連泊した

23

未回答
10%

人

連 泊
105 人
しなかった
未 回 答

14

合

142 人

計

人

連泊した方の内訳
同じ場所で宿泊
11 人
違う場所で宿泊
12 人
美波町で連泊した方・・・１１人

連泊
しなかっ
た
74%
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連泊した
16%

問６．ボランティアの印象について

良かった
普

9

人

悪かった

0

人

未 回 答

2

人

合

通

計

悪かった
普通 0%

185 人

未回答
1%

5%

196 人
良かった
94%

◎ボランティアのご感想･ご意見等について
おかげで楽しくレースを完走できました。ありがとうございました。
暑い中大変助かりました。ありがとうございます。
大変感謝しています。
地元の生徒さんたちに感動しました。
応援が良かった。学生の水かけがうれしかった。
選手側に必要なものをあらかじめ聞いてもらえ､また､大変朗らかに元気よく応援してもらい､感謝
の気持ちでいっぱいです。
とても感謝しています。
暑い中､ご苦労様でした。
いつも思いますが､暑い中選手のためにご苦労さまです。とても感謝しています。
気持ちよくしていただき感謝しています。皆さん自身が楽しんでおられたのがよかった。
感謝するのみです。
学生だからしょうがないと思う。
感謝の気持ちです。
お世話になりました。ありがとうございました。
よくしていただいてありがとう。
今年も最高でした。
暑い中､よく動いていただいて感謝しています。
本当にありがとうございました。中学生がボランティアスタッフになるのは教育的にも良いこと
だと思います。
バイクコースのエイドで､水をかけてもらうとき､「俺らがかけてもらいたいくらいや｣とつぶやい
ていたのが聞こえてきました。暑い中､このために借り出されている子供達も大変だったと思いま
す。ボランティアの方々には､ただ｢感謝」のみです。
かなりの暑さでバテましたが､ボランティアの方々のおかげで完走でき､とても感謝しています。
ボランティア､地元の方々の声援が､また来年も参加したいと思う一番の要因です。ありがとうご
ざいました。
とてもいい人たちで､また参加したい。
ボランティアスタッフがいてこそ､私達が安全で楽しくレースできています。ありがとうございま
す。選手よりも､ボランティアスタッフの方々の体力勝負です。励まされながら頑張っています。
皆すごく好意的で良かった。
ありがとうございました。
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暑い中ご苦労さまでした。感謝しています！
感動の一言です。
いつも暑い中ありがとうございます｡
お疲れ様でした！またよろしくね！
暑い中ご苦労さまでした｡お世話になりました｡
中学生が一生懸命にしてくれるのがありがたかったです。あたたかい声援に感謝してます｡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｡
若い子からお年寄りまで、一生懸命で本当に感謝！！
町民の皆さん、中学生の皆さんの応援や水かけサービスなどがなければ、完走は無理です。それ
程力になります｡ありがとうございました｡
毎年一生懸命フォローして頂き感謝しています｡
皆さん親切でよくしてもらえました｡
とても一生懸命やってくれて、非常に感動しました｡
テキパキと選手の方々の応対にあたっていた｡
毎年ご苦労さまです。来年もよろしくお願いします｡ありがとうございました｡
暑い中、本当にありがとうございました｡楽しくいい思い出ができました｡
暑い中を長時間ありがとう｡
暑い中、大変でした｡ありがとうと言いたい｡
暑い中ずっと支えていただき、おかげさまでゴールできました｡
エイドステーションでは多数配置してくださったことで、取りこぼしなく、給水できたことか
ら、無事完走でき、感謝しています｡
学生さん(中学生かな？）がランのエイドで水をかけてくれてうれしかった｡ボランティアの方々
には感謝してます｡
もっと一緒に楽しんで欲しいと思います｡
このままのスタイルで何も不満はありません｡
いつもご苦労さまです。
応援、励まし等多く、元気付けられました｡
ありがとうございました｡これからもよろしくお願いします｡
暑い中、大変お世話になり、感謝の一言です。
学生の献身的な活動に感謝します｡また、ランの沿道でシャワーを準備された方々、助かりまし
た｡
ご苦労さま｡暑い中アホウの好き放題に付き合わせて大変でしたね｡来年もよろしくお願いします｡
大変親切にしてもらって気持ちよく完走できました｡
ご苦労さまでした｡ありがとうございました｡
本当に素晴らしいサポートありがとうございました｡来年もお願いいたします｡
暑い中ありがとうございました｡
暑い中大変助かりました｡
多くのボランティアなので感謝しています｡
皆さん楽しそうにしてくれているので､うれしいです。元気が出ます｡
お世話になりました｡
ボランティア、私設エイドの方々とても温かく対応していただいてよかった｡
皆さん本当にありがとうございました｡
大変ありがたく思いました｡
温かいボランティアの方々の心づかいに感謝しています｡
自転車の誘導と人の誘導をきちんとしないと、バイク競技中に事故が起きると大変なことになる
ので注意してほしい｡ボランティアの人が大変よくしてくれたおかげで、暑い中完走できたように
感じました｡
暑い中、本当にご苦労さまでした｡
来年も参加させてください。
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いつも応援に励まされ、感謝しております。
いつもありがとうございます｡感謝感謝です。
応援もエイドステーションも全て最高でした｡
お世話になりました｡感謝しております。
感謝の一言です。
すごい感じが良かったです。
素晴らしく、心温まる声援ありがとうございました｡遠路はるばる足を運んだ甲斐がありました｡
厚くお礼申しあげます｡
感謝してもしきれないくらいです。みんな明るく元気づけていただきました｡心より『ありがとう
ございました』と伝えたいです。
暑い中ご苦労さま｡
温かい応援･サポートでした｡何も言うことはありません｡
暑い中大変だったと思います｡
皆様とても温かく、良くして頂きました｡ありがとうございます｡
言葉づかいが丁寧でした｡コース上の｢水かけ｣これも非常に良かった｡助かった｡
紙コップの渡し方ですが、手のひらに載せるのではなく、紙コップの上部を少し潰して、上から
つかんだほうが取りやすいと思います｡
大変お世話になりありがとうございました｡
これ以上ないでしょう｡
中学生の人たちのキビキビした行動に元気が出た｡特に中学生の休みの日に遊びたいときに、笑顔
で給水係をされた人たちに特に感謝したい｡
ランコースで名前を呼んでの応援があった｡驚いたが、とても親しみを感じて笑顔が出た｡
暑い中に長時間のボランティア感謝しています｡
水をかけてくれる地元の人がたくさんいて、全箇所でかけてもらいました｡暑さで限界だったの
で､これがなければもたなかったと思います｡
応援してくださり、声をかけていただけたので､元気が出てよかったし、とても有難かったです。
本当にありがとうございます｡
給水ポイント等でのサポートが段取りよく行われていたため良かった｡
ボランティアの人のおかげでゴールできたくらい｡本当に感謝している｡
バイクのエイドステーションで、水の受け渡し悪し｡速やかに、手のうごきが流れるように渡して
欲しい｡
声援がうれしかったです。
リレーの部に参加したのですが、一日楽しかったです。
学生のボランティアが良かった｡
毎回たくさんの笑顔でありがとうございます｡
暑い中、私どものためにありがたいと思いました｡みなさん、とてもあたたかくサポートしてくだ
さったこと感謝しております。
みんな笑顔で私達はうれしいです。来年もこうありたいです。
暑い中、懸命に選手をサポートして頂き有難うございました｡励ましの一言が新たな活力となりま
した｡来年もよろしくお願いします｡
これだけ町の人が参加してくれる大会は少ない｡また、町の人の助けがなければ運営できないで
しょう｡そういう点でも素晴らしい大会です。
ランコースでの応援は有難いです。
いつもありがとうございます｡
ボランティアの方には、いつもお世話になり感謝しております。表彰式の時などにボランティア
の方達とも一緒に楽しめることがあればよいと思います｡(抽選会、ジャンケン大会etc）
毎年暑い中本当にありがとうございます｡
とても元気に接してくれ、手助けをしてくれました｡
毎年本当に素晴らしい｡これからもよろしくお願いします｡
大変お世話になりました｡来年もよろしくお願いします｡
いつもボランティアの方には感謝しております。ありがとうございました｡
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力をもらえました｡
この大会はショートなのに応援、サポート体制が非常によくこれからも毎年行きたいと思いま
す。ありがとうございました。
とても気を使ってくださった。水をかけてくれたりと･･･。
いつも頭が下がる気持ちです。
脱水症状でゴールした際、的確に処置してくださった方に、特に感謝したいです。暑い中、選手
のために尽力された皆様に感謝いたします。
暑い中皆様の笑顔と掛け声で楽しくゴールできました。本当にありがとうございました。
暑い中選手と同じようにがんばってくれて感謝します。
一生懸命協力していただき、私達も安心して競技に望むことができたと思います。暑い中本当に
ありがとうございました。
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問７．美波町の印象について

良かった
普

24

人

悪かった

0

人

未 回 答

2

人

合

通

計

悪かった
0%

170 人

未回答
1%

普通
12%

196 人

良かった
87%

◎美波町のご感想･ご意見等について
年に1回大浜海岸を泳げるのがうれしいです。何とか大会を継続して欲しいです。
応援をたくさんの人にしていただき、大変はげみになりました。
前日の夏祭り､花火大会が良かった。
美しい街､永くこのロケーションを維持してもらいたい。日本の原風景の良さが色濃く残されてい
る。
前日〜翌日まで楽しく過ごせました。
海あり山あり､自然に囲まれたいいところです。
日和佐町の名前の印象が強くてまだなじめません。今年ははじめて薬王寺に行きました。また
ゆっくりと見てみたいです。
交通の便が悪い。高速道路が近くにあれば､もっと楽に来れるのですが･･･。
美しい景色が何よりです。
景色､満点､人情豊かで素敵な街です。
自然がきれいで､心が和みました。
温かく､おだやか。
美しい海に囲まれて､良い環境でした。
｢日和佐｣じゃないのが残念ですが､「美波」はきれいな名前で･･･。イメージピッタリでステキで
す。
お世話になったむらかみ旅館さんをはじめ､出会った方々がとても親切でよかったです。
人がやさしかった。
とにかく､食事をする所が少なかったです。夕食を探すのに苦労しました。祭りと重なってたとの
ことでお店も閉まっている所が多く､コンビニをやっと探してパンを食べただけでした。
町の人々すべてがお祭りムードで､気さくでとても良かった。
トライアスロン､アドベンチャーレース､オープンウォータースイムなどをするにはとてもよい環
境。何かスポーツイベントが行われるなら是非また行きたい。ただ､純粋に旅行に来るにはあまり
見るところもないし､お土産も割と普通なので､もう少し街に活気が欲しい。
自然が豊かですばらしい｡
日和佐川がきれいでびっくりしました｡（レース翌日、川遊びに行きました｡）
町名どおり、波（海）がきれいで良かった｡
海がきれい！
落ちついたよい町です。
亀以外にも名物をつくって、町を盛り上げましょう！！（先祖が日和佐町出身のものとしての意
見)
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海辺の静かな田舎町（いい意味で)
いつ来てもキレイな町で心地よい｡
いい感じです｡
山あり、海ありと自然が多くて非常に良かったです。
のどかで、静かで、どこか癒される町です。故郷に帰ったみたいで、好きな町です。
静かでのんびりできる町｡
観光もでき、祭りもあり、自然もあり、来年は家族で来たいです。
住民が親切
静かな町と日和佐川の清流が好きです。
ひわさ という名前が好きだったので､美波になってちょっと残念｡でも雰囲気は去年と変わら
ず、温かかったので好印象のままです。
何故か分からないのですが、この町に来るといやされます｡
食事する所が増えるともっとうれしいかも｡
故郷に帰ったような気がし、いやされる町です。
市町村合併を特に感じません｡日和佐の印象のほうが強いです。
合併、新町名でピンときませんねぇ｡やはり日和佐やねぇ｡
海がきれい
大変美しい所です。
山が近く海もきれいで、大変良い印象をもちました｡
町民の声援ありがたかった
参加者の名前を言って応援してくれるのがいつもうれしい｡
町全体が一緒になっていていいです。
自然が豊かでいいです。
日和佐町から名前が変わっても素朴でとても良いですね｡大好きです。
帰りにおいしいものを食べに寄ったが店が開いていなかった｡残念｡
うみがめが産卵に来るだけのことがあるキレイな海で泳げるだけでも幸せ｡
自然がいっぱいで美しい町だと思った｡
のどかな雰囲気が残る、いい印象をもっています｡
美しい海の町でした｡
自然豊か！！海と山がマッチしている｡
キャンプ場に宿泊した関係で、晩ご飯に困りました｡スーパーでは早々に弁当も売り切れでしたの
で､結局祭りも花火も十分に楽しめず、コンビニまで車を走らせなければなりませんでした｡祭り
の夜店で焼きそば、焼きうどん、お好み焼きetcを充実させて欲しかったです。それ以外は素晴ら
しい町ですね｡特にうみがめ博物館が良かったです。
時が止まっているような閑静な良い所です。ゆっくりと釣りに訪れたいですね｡
沿道の応援･水かけがありがたかったです。
うみがめがカワイイ！
少しアクセス道路が狭いと感じましたが、それ以上にボランティアの方々の応援が素晴らしく、
好印象でした｡親孝行の意味をこめ、家族で訪れたので､いい思い出になりました｡ありがとうござ
いました｡
とにかく人も自然も素晴らしいと思う｡大好きです。
生まれ故郷です。
ひわさの名前をずっと残して欲しい｡
近年、うみがめの数が減ってきているということで気になります｡ひわさはうみがめの町というイ
メージがありますから｡
泊まっていないけど、よい町だと思います｡
道の駅の閉店が早い
初めての参加であり、美波町での買出しに少々苦労しました｡事前に町内の案内図があればよかっ
たです。
純朴な方々。純粋な中高校生｡本当に素晴らしいです。この美しい海、他にはないです。
町民全体が応援してくださるのに感謝します｡
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ゴミは町内ではほとんど見なくて、キレイな町の印象があります｡
昭和にタイムスリップしたような不思議な空間でした｡是非家族で泊まり、探検したい町です。
気さくで、とても暖かい、明るい町でした｡
落ち着いた感じでよい印象を受けました｡
町中が一丸となってイベントを盛り上げてる様子がすごく伝わってきました｡
のんびりできてよかったです。
薬王寺のパンフレットも同封してほしい｡
遅いですけど、日和佐町が全国に知られやすいと思いますけど･･･｡
ウミガメをはじめとし、自然保護が行き届き、自然が大変美しくすばらしい。人々が大変優しく､
故郷に帰ったような感じです｡
海があり、山があり、人もいい｡
美波町は最高のふるさとです。
いつか家族でゆっくり来たい｡
まだまだ日和佐町のイメージがあります｡美波町という名が早く浸透すればいいですね｡
美しい町だと思います｡そして選手を歓迎してくれる雰囲気や町全体での応援は本当にありがたい
です。
おだやかな雰囲気の良い町でした｡
日本の町って感じで良い｡
海・山が美しい。人があたたかい。前日のうみがめ祭りの花火も大変きれいでした。
海がすごくきれいです。そして皆さん親切です。（ちょっと迷子になったので･･･。）
今回はうみがめ祭りに行けなかったので､次回は行ってみたいと思います。
とても素晴らしい町だった。自然が豊かである。
とてもよい避暑地です。友人にも夏休みには訪れるよう勧めました。
きれいな海と山･･･。心がいやされました。
レースが終ったらすぐに帰っていますが、仕事がなければもっといたいと思う。トライアスロン
の時ではないときに遊びに行きたい。
とても静かな町でした。
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問８．お昼のお弁当について
おいしかった 145 人

お い し く
な か っ た
暑くてたべるよう

にならなかった

もっと簡単な

ものがよい
未

回

合

答
計

2

人

22

人

25

人

2

人

196 人

未回答
1%

もっと簡
単なもの
13%
暑くてた
べるよう
にならな
かった
11%

おいし
かった
74%

おいしく
なかった
1%

問９．来年の開催について
絶対に開催 187 人
どちらかと
いうと開催

6

人

開催しなくてもよい

0

人

どちらでもよい

0

人

未

3

人

回

合

答
計

どちらで
もよい
0%
どちらか
というと
開催
3%

開催しな
くてもよい
0%

未回答
2%

絶対に
開催
95%

196 人

問１０．来年の開催日について
7月15日
(３連休)
7月22日
(次の日平日)

土曜日
未
合

回

答
計

133 人
46

人

10

人

6

人

土曜日
5%

未回答
3%

7月22日
24%

195 人

7月15日
68%
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問１１．うみがめ祭りへの参加について

参加した
参加しなかった

未

回

合

答
計

82

未回答
1%

人

112 人
2

参加した
42%

人

196 人
参加しな
かった
57%

◎参加した方の内訳
本人が参加

50

人 本人･家族が参加

30

人

家族が参加

2

人

問１２．うみがめ祭りに参加した方について

楽しかった

72

人

楽しくなかった

5

人

未

5

人

82

人

合

回

答
計

楽しくな
かった
6%

未回答
6%

楽しかっ
た
88%

◎うみがめ祭りのご感想･ご意見等について
お祭り参加券（５００円）は良かった。餅投げも良かった。
滅多に経験できず面白い。また参加したいです。
来年も花火が楽しみです。今年の花火は連発のときに煙で見えにくくて残念でした。
踊りがカッコよかった。花火もよかった。ただ券500円分使用できる点もGOOD！
こじんまりとしていて､良い。
会場が狭く､以前のほうが盛り上がったのでは？
大会の前にリフレッシュできてとてもいい。
トライアスロン参加者にはウミガメ１匹放流チケットを用意するなどしたら､もっと名物的大会に
なるのではないのでしょうか？
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お餅を投げていたのが良かったです。
金券の使用できる店が多いといいですね。
特にうみがめの放流が子供も喜び楽しかったです。
花火を間近に見れて､最高に良かった！
家族で参加したので､子供達は大喜びでした。うみがめの産卵､もっと賑やかになればいいです
ね。
とてもよいと思う。ただ希望をいえば､もう少し早い時間からパレード以外のイベントも行って欲
しい。また屋台をもっと出して､カーボパーティーのようにして欲しい。
お祭り、レースと町の方は大変と思いますが、できれば今のように前日はお祭りを楽しみ、翌日
はレースを楽しめるようにお願いします｡
うみがめは早く海に入れたほうがいいと思います｡（ちょっと歩かせすぎ！）でも、海に帰ってい
くのは、はじめて見ました｡
花火は間近に見れたからよかったが、なぜかドタバタの感がいなせない｡また、テキヤで祭りとい
うより、地元の方の団体や店もたくさん出して欲しかった｡ここまできて、テキヤのものを喰いた
いとは思えず、不味くてもいいから婦人会の焼そばや消防団の串カツとかのほうが田舎ライフを
感じられた気がします。
地元の方々が楽しめることが第一だと考えます｡無理にトライアスロン参加者の意向に合わせる必
要はないでしょう｡旅人はその土地、その土地の文化を楽しむものではないでしょうか｡
これは地元が楽しんでいればそれでよいと思う｡花火大会、ウミガメ放流などは別として、外部の
希望を取り入れると、かえってローカル色が失われるのではないか｡
昨年までと場所が違い、狭くなったが、内容はよかった｡餅投げが楽しかった｡
全般に子供対象の祭りという感じでしたが、トライアスロン参加者が楽しめるように、｢大人のテ
イスト｣も少々加えていただければありがたかったです。（浜焼き等）
宿から会場が近かったので､いつもより長い時間過ごせました｡楽しかったです。
花火が良かった
素晴らしいと思います｡
宿舎が遠いので長居できませんでした｡花火が観たかったのに！でも阿波踊りチームを色々観れて
よかったです。
花火が良く見え、素晴らしかった｡
食事の時間等があり、会場より少し離れていたので､ゆっくりできなかった｡
レースが盛り上がりよかった｡
花火がいいですね｡
阿波踊りに参加できて楽しかった｡いいイベントだと思いました｡
ウミガメ放流とても良かったと言っていました｡
地元の人たちと楽しみました｡餅投げ参加｡踊りがしたかった｡（飛び入りで｡）
今年は、恵比須浜キャンプ場だったので､花火が観れなかったのが残念です。来年は是非大会会場
近辺で宿泊したいです。
花火が美しくとても良かったが、夜店を楽しみにしていたのに、入口が狭いし、会場自体が狭
く、人が多すぎていたのですぐに帰った｡
以前は、小学校グラウンドであったかと思いますが･･･｡個人的にはそちらの方がよかったと思い
ました｡
クーポン券の使えるところが少なかった｡
阿波踊りが楽しくてよかった｡
花火大会が良かった｡
花火、阿波踊りが最高でしたが、祭りの場所が遠かったです。海沿いではできないのでしょうか｡
夜、商店街で阿波踊りを観ることが出来感激しました｡
金券が使える所が少なかった｡
出店については、もっと地の物（魚貝類等）を出していただきたい｡
本物の阿波踊りをはじめてみて感動しました｡是非踊ってみたいと思い、レース後の踊りに参加し
ました｡
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チケットの使い方が少し分かりにくかったです。
初めてなので珍しかった｡
会場が例年と違っていたため、少々迷いましたが、町が活性化されるので､町内で開催されるのが
望ましいなと考えました｡
ウミガメを海に帰す光景が観られ楽しみである｡
ローカル色豊かでGood！
トライアスロンとうみがめ祭りを同時に行うのはすごいと思います｡町の人の熱意が感じられ、素
晴らしいと思います｡
露店には行けなかったが、とてもにぎやかで楽しい。
花火が良かった。大会の会場から遠かったので､移動がしんどい。
天気が悪かったのが、残念。
選手・家族・大会役員関係者を含めると全国から約千人近くが、美波町へ来ている。「うみがめ
祭り」は今回は足場の悪い、とても狭い所で行われたのが残念。大勢の人々を歓迎しているので
あるから、以前のように小学校のグランドを使ったほうが良い。
子がめの放流はとてもよいイベントだと思います。もっとＷｅｂやブログを通じてアピールして
みてください。
トライアスロンの選手には夕食になるようなものがあればよかったと思う。
宿泊先から花火大会が見えて感激しました。
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ひわさうみがめトライアスロンへのご感想･ご意見
抽選会はジャンケンでなく、レース番号のほうがいいと思います。
とても楽しくレースに参加させていただきました。来年も日程があえばぜひ参加したいです。ど
うもありがとうございました。
今年は前日に用事があり、当日参加となりましたが、来年は宿泊し、｢うみがめ祭り｣に参加した
いと思います。
町ぐるみの一大イベントに参加でき感動しています。
当日受付や､リレー､スイムスキップ等楽しめる工夫がうれしい。来年も初心者を連れて参加した
いと思う。
大会MCに元トッププロの山本氏を迎え､スポンサーも充実しており､参加することが楽しい大会で
す。唯､ビギナーにはバイクコースはつらいかもしれません。（私は登りが好きですが･･･。）
最近合併することで､無くなってしまう大会が多い中､ひわさのトライアスロンは続けてもらえて
凄くうれしいです。今年は練習ができていなくて､どうしようかと思い最後まで申し込みを延ばし
ていましたが､参加できて楽しかったです。来年は私のトライアスロン10回目です。ぜひひわさで
ベストを出せるよう頑張ります。本当にお疲れ様でした。
トライアスロンの大会は少ないので､毎年あるといいですね。大変でしょうが､がんばって続けて
欲しいです。大会のあと､美波町でおいしいものを食べて一泊したいのですが､今年は連休で泊ま
るところが見つからず､淡路に泊まりました。大会のあと､美波町に泊まりたいので､次の日平日希
望！！
参加賞はかまぼこがいいです。
家族の食事がないのがNG。交通規制で食べにもいけない。あと､宿泊案内が来たときには､予約が
取れない状態である。
本当に楽しかったことを皆さんにお伝えください。
地元の方々のご理解とご協力がなければ成り立たないスポーツです。スポーツマンとしてルール
とマナーを守って競技しているつもりですが､競技中でも気が付かれた事があれば､ボランティア
の方でもどしどしご注意いただきたい。
団体Bを新設したら、参加者が増えるのでは。※兵庫県美方町の残酷マラソンで行っている方式
で､通常の参加者が4名で名簿を提出しておき､合計タイムで順位を付ける。団体Bの参加費は取ら
ずに､5ｸﾞﾙｰﾌﾟに一つ程度賞品（例えばワカメ等）にする。
参加料金が高すぎる。リレーも含めて､2万円は高い。岡山県倉敷のトライアスロンは､土産もいい
し､値段が安い。
来年もよろしくお願いいたします。
いろいろお世話になり､ありがとうございました。次、行ける日を楽しみにしております。その時
はまたよろしくお願いします。
毎年最高のレースです。ありがとうございます。
表彰式が長すぎる。暑くて､関係者も大変なのでは。
次回も参加したいです。トランジッションエリアが少し長いのと､足が痛い。
水道の蛇口に散水シャワーヘッドを付けて､簡易シャワーブースを設けて欲しい。
全体的に素晴らしい大会だと思っています。（他の大会にも色々出場しているので､比較して
も･･･)。今後とも継続して開催してくださることを期待しています。美波町すべての人に感謝で
す。
ボランティアの方で倒れて､救急車で運ばれている人がいたと思いますが､ボランティアの方の暑
さ対策もしてあげて欲しいと思いました。たくさんの方のおかげで､ステキな思い出ができまし
た。スタート直前まで「もう二度と来ない！！｣といっていましたが､｢来年も絶対に参加させても
らいたい！」と思いました。ありがとうございました。
本年のウィダーガールのノリが良くて､気持ちが良かったです。
記録表の表紙に娘とのゴールの写真をつけてもらい､ありがとうございます。とてもいい記念にな
りました。
公式記録表の表紙の写真は､個人個人違うのでしょうか？私と子供のFinish写真だったので､びっ
くりしているのですが･･･。
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第6回､第7回と出場しました。準備等ありがとうございました。一つだけ注文させてください。参
加賞の｢Ｔシャツ｣の色が､どうも好みにあいません。老若男女どなたでも使用できるだろう『白』
にしてください。
ビールを飲めない方もいるので､違うものもあればと思いました。遠くから来る多くの方々には3
連休の日だと参加しやすいと思います。
自分にとって年に一度の一大イベントです。これからも続けていただきたいと思います。
ボランティアの方々をはじめ､運営､コース設定､賞品などどれも素晴らしくとてもよい思い出とな
りました。是非これからも続けていただきたいと思います。
来年も参加します。主催者の方ご苦労さまです。
ゴール以外の写真があったので良かった。
暑い中をサポートしてくださったボランティアの皆様や､スタッフ､地元の学生さん達に心より感
謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
レースだけでなく､南国の阿波踊りなど楽しめていい大会だと思います。いつもながら山本光宏さ
んにも力をもらいます。トライアスロンに参加する人が増えるような温かく､楽しいレースであり
続けてください。関係者の皆様ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします｡
スタートの時刻は早くしないでください。朝早くなると、前日のうみがめ祭りをゆっくり楽しめ
なくなるので｡
来年は、もっと友達を誘ってお邪魔します！！
第１問で答えたとおり、できれば４ウェーブに戻してもらえたらと思います｡
トランジッション･ゾーンに家族が入れませんでした｡スタート前までは入っても良いのではない
のでしょうか？全体的には満足のいく素晴らしい大会だと思っております｡来年も参加します！
ゴール後のシャワーを墓地の水道を使っている人を見かけました｡見た目にもちょっとという気が
しました｡シャワーの数を増やしては｡
前日、役所にエントリーに行ったが、1時間前ほどにエントリーは済んでいるから明日にしてくだ
さいといわれた｡目の前にエントリーの用紙などあったのに探し出して渡そうという気がまるで無
く、役所仕事だな〜と思い、ボランティアの方々には申し訳ないが、前日に嫌な思いをした｡こち
らが遅刻したのが最大の欠点ではあるが、うみがめ祭りの物産券などが入っているのならば、前
日しか使用できないのならば渡してもらえば、物産品も買う気になったかもしれないのが残念で
す。
「海の日」を外して欲しいと思います｡
開催前のメーリングリストに投稿したところ、メールアドレスがホームページに自動的に掲載さ
れ、その後スパムメールが一気に増えて非常に迷惑しております。率直に申し上げて杜撰です。
第1回開催以来、開催日が皆生トライアスロン及びランナーズ主催の24時間リレーマラソン（大阪
舞洲)と重なっています｡競技指向の選手は迷わず皆生に参加するでしょうが、皆生ハズレ組が日
和佐に来ていると思われ、これはこれで日和佐の良い所なのかなと思っています｡ 参加人数は、
あの神社の参道を利用した、いい雰囲気のバイクラックのキャパを超えない、500〜520名が限度
でしょう｡これは当方の希望でもありますが･･･｡ゴール地点にフリーのシャワーをもう何箇所か設
けて頂くとありがたい｡
また来年もよろしくお願いします｡
非常に楽しく競技することができました｡来年も参加しようと思っています｡
アットホームな大会が好きで、前回から参加しています｡海も綺麗で、永く続けてほしい大会で
す。
今回初参加で日和佐で宿泊できず、田井の浜で宿泊｡7月16日も2時間前にJRに乗車｡自転車を袋に
入れずそのまま乗車｡乗客も2〜3人、しかし乗車規定違反で北河内駅で降ろされ、日和佐まで徒歩
で･･･｡なんとかレースには参加できましたが、JRよ少しはサービスできませんか｡
この素晴らしい大会をずっと続けていただきたいです。写真付きの記録表はうれしいです。
家族サービスにもなる大会は数少ないと思います｡また拘束も少ないから記録を狙う人にも楽しめ
るのでいいと思う｡
レース終った直後なので食べられなかった｡弁当をやめて日和佐温泉の入浴券が良い｡
多くの人に助けられて参加できありがたいことです。
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大変お世話になりました｡来年もぜひ参加させていただきたいと思います｡ありがとうございまし
た｡
写真を送っていただけるのは大変うれしいです。来年もよろしくお願いします｡
毎年大会運営等、ボランティアの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございまし
た｡
後日、公式記録と共に写真を送ってくださるのは、とてもうれしいです。参加賞のTシャツのデザ
インがステキですね！（特にカメが可愛すぎる）来年は何色になるか楽しみです！！大変でしょ
うが、来年も運営頑張ってくださいね｡
日帰りの大会として私は応援したいと思います｡フルワーカーとしては少しでも拘束時間の少ない
ほうがいいと思います｡スタートが早いのもGoodです。
大変満足しています｡最後になりましたが、役員、ボランティアの皆様には大変感謝しています｡
いつも大会関係者の皆様、ボランティアの方々のおかげで完走させていただいていることを感謝
しています｡
来年の大会を楽しみにしています｡
選手を必要以上に拘束しないのがよいと思います｡これからもよろしくお願いします｡
期日が梅雨明け前のため、万一雨の中での大会になるとバイクコースは少し怖いです。
去年Finishで名前を正確にアナウンスしていなかったことをアンケートに記しましたが、今年は
改善されていました｡確実に対応された事務局の方々に感謝します｡
大変お世話になりました｡日本国内でも注目の大会になり、ますます発展されることを願います｡
来年もよろしくお願いいたします｡
レース後にシャワー(水)があれば､塩水や砂を落とせるので設置して欲しい｡
車の乗り入れが規制されているため、応援の家族がスイム→バイク→ランの移動が大変｡一部道路
に車の乗り入れを認めては｡初めて参加しましたが、楽しかったです。可能なら子供の部（S50m、
B3k、R1k)も欲しい｡
いつも万全のスタッフをはじめ、地元の皆さんの心づかいが本当にありがたく思います｡これがあ
るので､今まで全て完走できたのだと思います｡ありがとうございました｡
来年もよろしくお願いします｡
入賞が多くとても良かった｡トライアスロンではじめて表彰台に上がり、とてもうれしかった｡
益々の発展をお祈りします｡
長く開催を希望するだけです。
来年も是非開催してください。
開会式の集まりが少なかったように感じます｡競技説明と併せ参加を義務化してはいかがでしょう
か｡ 記録集に自分の写真が表紙になっているのを見て感激しました｡ありがとうございました｡
不景気の折、中止になってしまう大会も多いですが、是非頑張って毎年開催してください。
とても満足しています｡今のままでも結構です。どうぞよろしくお願いします｡
来年の開催を楽しみに、美波町にいきたいと思います｡
同伴の友人、家族の分も事前に注文できるようにしておいていただければありがたかった｡（選手
１人分しかもらえなかったので､同伴の家族とレース後に昼食に出かけましたので｡）
お世話になりました｡また楽しく参加させてください。
これからも大会開催よろしくお願いします｡
参加費アップしてもOKなので､ゴール付近に仮設プールを設置し、お湯でもはってあれば最高です
ね｡
仕方のないことですが、宿泊場所が少なく申し込みに困りました｡大変でしょうが、毎年よろしく
お願いします｡とても思い出の大会になりますので｡
実行委員、ボランティアの皆様、町民の方々の真摯な取り組みに感謝しています｡来年も健康であ
れば、ぜひ参加させていただきたいと思っています｡
皆様に感謝しております。
大変楽しい１日を過ごさせていただきました｡ありがとうございました｡来年も是非開催してくだ
さい。お願いします！
写真が入ってなかったのが残念です。
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大変良い大会でした｡なかなか存続が難しいと思いますが、町の一大イベントとしての位置付けを
感じ、町民のもてなしを強く感じました｡本当に雰囲気の良い大会です。できる限りつづけていた
だきたいと思います｡ありがとうございました｡
ひわさうみがめトライアスロンが開催される限り、ずっと出続けたいと思います｡どうかよろしく
お願いいたします｡
タイムアウトだったせいか、写真がないのが寂しい｡
暑さを避けて５月か６月又は１０月がよい｡トライアスロンとうみがめ祭りを切り離してもいいの
では？
3年前に｢トライアスロンジャパン｣誌で、本レースの記事を見て、一度出てみたいと思っていまし
た｡当時は九州に居り、日程的にきつかったのですが、昨年地元の徳島に転勤となり出場がかない
ました｡本当にきついバイクコースでしたが、私は今までフラットなコースのレースしか経験がな
く、良い勉強になりました｡来年も出場いたします｡
観光の案内があれば、旅行も兼ねれるのではないでしょうか｡
大会当日はとても暑い中、本当にありがとうございました｡来年も皆様の笑顔に会える事を楽しみ
にしています｡
バイクコースはきつかった｡（初心者は無理)｡シャワーは上から吊るす等の工夫が必要｡開会式の
あいさつは短く｡「公式記録｣の表紙に私のランの姿が載っていました｡手間がかかったことと思い
ます｡驚きのアイデアですね｡写真ありがとうございました｡この写真等を閉会式会場で模造紙等に
貼って売ってもらえないでしょうか｡象潟のトライアスロン大会では行っていました｡うみがめの
産卵が見られなくて残念｡
素晴らしい大会をありがとうございました｡
各地でトライアスロンやマラソンが廃止される中、美波町の皆様の想い、心より感謝しています｡
１０回までは継続してください。
絶対に来年も開催して欲しい｡私は他県に参加するときもあるが、その場合、ホテル代等を入れる
と大きな額になるので､参加料を区別するなりしても実施して欲しい｡美波町のトライアスロン
は、徳島県の文化だ！！
年々良くなってきている大会だと思います｡これからも参加したいと思いますので､是非続けて開
催してください。
はじめて参加させていただきましたが、ボランティアの方がとても多く、親切で応援してくれる
のが良く伝わった｡気持ちよくレースをすることができ、結果もよく最高の一日でした｡ありがと
うございました｡参加費がもう少し安ければうれしいです。
同封の写真ありがとうございました｡記念になります｡
大自然に包まれた感動的なコースでした｡仲間５人とはじめて参加しましたが、５人とも来年も絶
対出たいといっています｡来年もよろしくお願いします｡
リレーに参加しましたが、トランジッションのとき、もっと事前に入ってくる選手のゼッケンナ
ンバーが分かると良かったです。呼ぶ人と呼ばない人がいて、呼んでもらえると勘違いしてし
まった｡とても楽しい大会でした｡本当に感謝しています｡
バイクのコースがきついが最後の達成感が大きい大会でした｡
大変よい大会だと思います｡この大会を通じて日和佐のファンになりましたし、来年も楽しみにし
ています｡
四国で２つしかない貴重な大会なので続けて欲しい。選手もアスリートとしてのマナーを守って
町の人から歓迎されるようお互いが気持ちよく大会が行われるべきであると思う｡トライアスロン
最高！
他の大会でも同じことが言えるのですが、レース後の昼食のときに、ビールは必要ないと思いま
す｡飲酒運転の元になります｡ビールを飲まなければ出来ないような人には、有料で本人の責任で
買ってもらうようにすればよい｡
宿泊の斡旋を積極的に行い、美波町に多くの人が宿泊出来るようにしてほしい｡
来年も是非よろしくお願いします｡皆生大会とずらしてほしいです。
皆生大会と重ならないでほしいです。
人気大会なので、今後も参加者が増えると思いますが、運営大変でしょうが、今まで通り応募者
は全員参加できるようご配慮ください。
毎年続けてほしいです。
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スイムコース、右回り･左回り、隔年で変えてください。
いつもながら配慮が行き届いていて、素晴らしい大会だと思います｡おいしい弁当とビールはいつ
までも続けていただきたい｡
遅くなってすみません｡ありがとうございました｡今ケガで左足にギブスを巻いていますが、必
ず、完治して来年も続けて参加したいので､よろしくお願いします｡
徳島県で唯一のトライアスロン大会です。また、全国のトライアスリートにもこの大会は良く知
られています｡ここまで育った大会をできるだけ継続していただきたいと思います｡その為に、選
手としてもできるだけの事をしていかないといけないと考えています｡
是非、今後も継続して大会を開催してください。参加賞が少なくなっても構わないので､参加費を
おさえていただければ｡
初めてのトライアスロンレースでしたが、楽しく参加できました｡来年もぜひ参加したいと思いま
す｡
今年、ひわさうみがめトライアスロンを題材に○○○市民大学で話をしようと思っています｡
ロングは無理でもミドルの大会を是非開催してください。
今回トライアスロン（リレーですが）はじめて参加しました｡来年は一人で挑戦しようと思ってい
ます｡来年もよろしくお願いします｡
個人的な意見ですが、応援の人が来ていないと競技中の写真がなく･･･｡もっと写真家の人に撮っ
てほしかったです。記念として｡
大会の運営は大変だと思いますが、がんばってください。
自分がでた大会の中でも良い大会でした｡これからも続けてほしい｡ただ、学生は出づらいです。
トライアスロン大会の運営は、予算的にも大変かと思いますが、ぜひ来年も参加させてくださ
い。
自動販売機のジュースが売り切れが多くてショックだった。（レース後）でも、すごく楽しい大
会です。
今のままで、是非続けてください。
今後も素晴らしい大会を開催し続けていってほしいです。
参加賞のＴシャツはそろそろ変更しませんか？
スイムキャップがメッシュタイプのものだったのが非常にうれしかった。ゴムタイプは嫌いで、
せっかく頂いて帰っても、後々使用することがありませんでしたが、今年のメッシュタイプのも
のは、色もかわいいし(赤)良かったです。
参加記念品のＴシャツですが、もっと着やすい色のものが良いです。ちなみに私と私の友人のＴ
シャツの色はピンクでしたが、スタッフ（ボランティア）のＴシャツの色は紺色が多かったそう
です。なぜでしょう？
近年諸事情でトライアスロン大会開催が減るのが寂しい思いです。「ひわさうみがめ大会」は、
是非続けてほしいと思います。大会運営本当に大変と思いますが、何卒よろしくお願いいたしま
す。参加申込用紙に選手の所属するトライアスロンクラブ名を書く欄がありますが、参加者名簿
には書かれていません。名簿のスペース上の都合もあると思いますが、是非所属クラブ名も載せ
てください。選手間のつながりとかがあり、勇気づけられるんですよ。
大会関係者の方々色々とお世話になりました。ありがとうございます。お世話していただく方が
あっての私達です。よろしくお願いいたします。
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アンケートに協力してくれてあ
りがとうございます！！
今年よりも少しでもこの大会が
良くなるように､選手の皆様からい
ただいたご意見を、今後の大会運
営のご参考にさせていただきます｡

ひわさうみがめトライアスロン実行委員会
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