第１３回潮芦屋アクアスロン大会
第１０回兵庫県アクアスロン選手権大会
関西マスターズゲームズ ㏌ HYOGO・第１７回ひょうご生涯スポーツ大会アクアスロン大会
募集要項
潮芦屋アクアスロン大会はコロナ禍により、2 年開催を自粛しておりましたが、本年度 13 回目として開催します。
南芦屋浜地区は 2018 年の台風被害により護岸の改修工事が行われ、現在も工事途上であります。そのため、例年
のランコースをコース変更し南護岸を走るコースとして開催します。スイムコースは例年通りのオープンウォーターコ
ースにより行います。
また、本年度はキッズ及びジュニアのクラスは新型コロナウィルス感染症対策として開催いたしません。大会は選手
や応援者やスタッフが安心して参加できるように感染症対策に取り組みます。
潮芦屋の自然と海風のなか心地よい競技が行われるものと考えています。皆様のチャレンジをお待ちしています。
開催日
開催地
主催
競技主管
後援
協力
協賛

２０２２年９月４日（日）
兵庫県芦屋市南浜町・涼風町 (芦屋市潮芦屋緑地・潮芦屋ビーチ特設コース)
ＮＰＯ法人 芦屋市民まつり協議会 潮芦屋アクアスロン大会実行委員会
兵庫県トライアスロン協会
兵庫県、兵庫県教育委員会、芦屋市、芦屋市教育委員会、（公社）日本トライアスロン連合（JTU）
ＮＰＯ法人 神戸ライフセービングクラブ、関西潜水連盟日赤アクアラング特殊奉仕団
芦屋浜アスリートクラブ、芦屋市カヌー協会
山本光学株式会社、株式会社トライスポーツ

競技種目
競技クラス
一般・パラ（高校生以上）A 組
一般・パラ（高校生以上）B 組
一般・パラ（高校生以上）リレー

定員
＜第１１回時定員＞
150 名
＜160 名＞
200 名
＜220 名＞
20 チーム 40 名 ＜25 チーム＞
390 名
＜430 名＞

スイム
500m（1 往復）
1 ㎞ （2 往復）
1 ㎞ （2 往復）

ラン
5 ㎞（３周回）
10 ㎞（６周回）
10 ㎞（6 周回）

※定員は応募数により変更する場合があります。
競技コース
・スイム
：潮芦屋ビーチ
・トランジション ：潮芦屋ビーチ東護岸（スイムフィニッシュからトランジションまでの砂浜ランコースを含む）
・ラン
：南芦屋浜潮芦屋緑地南護岸堤防上特設コース
参加費
一般・パラ A (高校生以上)
￥１１，０００
（JTU 登録者・芦屋市民￥１０，０００ ）
一般・パラ B (高校生以上)
￥１３，０００
（JTU 登録者・芦屋市民￥１２，０００ ）
一般・パラ リレー(高校生以上) ￥１４，０００（１チーム
（JTU 登録者・芦屋市民 １名￥６，０００、他は 1 名￥７，０００）
表彰

◎ 本大会（対象；全クラス 男・女 1 位～3 位）
一般 A・B 全クラス(高校生～３０歳未満、３０歳代、４０歳代、５０歳代、６０歳代以上) ／リレー
◎パラ A／パラ B／パラ・リレー 各男・女 1 位
◎ 兵庫県アクアスロン選手権（対象；一般 B の全クラス、 男・女 総合 優勝者、JTU 兵庫県協会登録者）

参加資格・選考方法
先着順（大会当日に当該年齢及び学年を満たす健康な男女で、大会実行委員会が定めた必要書類を提出し、参加料
を
払い込み、オンラインテストの受講を完了し、大会実行委員会が参加を認めた者）。不許可者へは、大会実行委員会か
らその旨を連絡し、参加費のみ返金致します。
パラアスリートについては、一般A・B とリレーのクラスにて、知的障がい・視覚障がい、並びに肢体不自由の立位選手
が受け入れ可能です。車椅子ユーザーは、リレーの部のスイム部門のみ、受け入れ可能です。
参加希望者は、募集要項の「パラトライアスロンの参加について」を一読のうえ、必要事項を記入して、必ず事前に、大
会事務局までご連絡ください。受け入れ状況に応じて参加の可否を決定してお知らせいたします。
参加許可通知
「参加選手のしおり」と「オンライン競技説明」を 8 月中旬に大会ウェブサイトに掲載します。
必ず熟読及び視聴のうえ、理解度確認のためのオンラインテストを指定の期日までに受講してください。
リレーの参加選手は全員受講してください
「参加許可通知」は 8 月 20 日頃に大会ホームぺージの「選手スタートリスト」として掲載しますのでご確認お願いしま
す。
万一、お名前がない場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。
日程

９月４日（日）

８：００～９：００
９：３０～１０：００
１０：００
１３：００
１４：００～

選手受付（潮芦屋緑地東駐車場横大会本部前）
開催宣言・競技説明
競技開始
競技終了
閉会宣言・解散

※最終のタイムスケジュールは「選手のしおり」に掲載します。

新型コロナウィルス感染防止対策
（選手及び来場者に）
1） 主催者が指定する方法（「選手のしおり」に記載）にて、大会前の体調チェックと行動管理を行ってください。
2） 更衣は主催者が準備する更衣テントで行えますが、密集を避けるためスタッフにより入室制限を行います。
3） 応援はマスクを着用いただき大声を出さずにソーシャルディスタンスに配慮して行ってください。
4） その他、選手及び来場者は主催者が講じる新型コロナウィルス感染防止対策に協力をお願いします。
5） 選手及びパラ伴走者以外の方の競技エリアへの立ち入りは禁止します。
（大会開催に際して）
1） 以下の新型コロナウィルスの感染に疑いのある症状が見受けられる方、感染の可能性のある状況の方は大会参
加をご遠慮ください。
・３７．５℃を超える発熱や体が重く感じる（倦怠感）、息苦しさ、咳、のどの痛み、嗅覚・味覚の異常がある方
・新型コロナウィルス陽性者または陽性と疑われる方との濃厚接触が 2 週間以内にあった方
・入国制限及び入国後の観察期間が必要とされる国からの入国者との濃厚接触が 2 週間以内にあった方
2） 競技中以外はマスクを装着してください。
3） 事前に新型コロナウィルス接触確認アプリ（COCOA）をご自身のスマートフォンにインストールしておくことを推奨
します。
4） 政府・兵庫県・芦屋市等から新型コロナウィルスに関連し、自粛・中止要請があった場合、いかなる状況であれ中
止します。
（当日の受付・スタートについて）
1） 会場レイアウトは適切な広さや動線を確保し、受付やスタート、トランジションにおいて参加者が密集状況とならな
いように計画をします。
2） 大会 2 週間前から「 体温・体調管理・行動記録シート」をご記入いただき、大会当日に受付で提出をお願いします。
3） 感染症対策として終日不要な大声を発しないようにお願いします。また、スタートエリアにおいては特に密集した
状況となるので必ずマスク等を着用してください。
4） 開会式は密集を避けるため行いません。競技説明は事前にオンラインにて開催します。

5） 各クラスの指定されたスタート時間前にスイムスタート召集エリアにお集まりください。

（競技中の注意点）
1） 走行中のマスクの着用は原則不要とします。なお、着用する場合は通気性の高いスポーツ用マスクやネックカバ
ー等を推奨します。
2） 唾や痰は地面などに吐かず、ティッシュペーパー等で受けてお持ち帰りください。
3） エイドステーションではスタッフがマスク及びポリエチレン手袋を着用し、衛生面に最大限配慮し、ペットボトルの
飲料水を提供します。飲み終わった紙コップはコース上に設置されたごみ箱に捨てていただくようにお願いします。
4） ラン競技中の競技者同士の接触（ハイタッチや手つなぎ等）や声掛け等は行わないようにお願いします。
5） 感染防止対策の観点からリレー競技の同伴ゴールはできません。
（フィニッシュ・解散）
1） フィニッシュ後は決められた動線を通り、競技エリア外にお進みください。
2） 表彰式及び閉会式は行いません。レース結果一覧表は複数の表示箇所に掲載しますのでご確認ください。表彰
状は入賞者に対し後日郵送させていただきますが記録証は指定したサイトからダウンロードしていただき入手し
てください。
3） トランジションへの再入場は許可する時間までできません。スタッフの指示に従ってください。
4） 大会参加中に発生したゴミは主催者の用意したゴミ箱に捨てていただくか、各自お持ち帰りください。
5） 大会終了後 2 週間以内に新型コロナウィルス感染が判明した場合は、速やかに最寄りの保健所及び主催者に連
絡をしてください。
参加者の皆様には不自由をお掛けしますが「できる対策」をしっかり行い、安心安全にチャレンジできる大会となるよう
に心がけてください。
キャンセルポリシー
中止基準となる荒天により大会開催が中止となった場合は翌年度の開催時に参加費減額等の措置を行いますが、返金
は行いませんのでご了承ください。
なお、政府・兵庫県・芦屋市等から新型コロナウィルスに関連し、自粛・中止要請があった場合、いかなる状況であれ中
止し、参加費から中止判断時までの経費を減じた金額相当の記念品を郵送させていただきます。
競技規則

(公社)日本トライアスロン連合（JTU）競技規則及び当大会ローカルルールによります。
・スイムでは、すべての参加者にウェットスーツの着用を推奨します。

参加申込期間

２０２２年６月１日（水）から２０２２年８月５日（金）まで
申込最終日の２４時までに参加費払込及びエントリー受付終了となっていること。
※定員になり次第、申し込みを締め切りますのでご注意ください。

申込方法及び申込先
インターネット エムスポエントリー(MSPO ENTRY)
クレジットカード、コンビニ払い、ATM、Pay-easy など、いずれかをご利用いただけます。

https://entry.mspo.jp/?evcode=UA22

よりお申し込みください。

※ 支払い後の競技種目の変更はできません。
※ 支払手数料は各自のご負担でお願いします。

エムスポ エントリー「潮芦屋」デスクは、
TEL: ０４２－３７０－７４３１ (平日１３時～１７時)
Ｅメール：entry@mspo.jp
〒206-0802 東京都稲城市東長沼３１０７-５
デ・リード稲城ステーションプラザ１０１号
エムスポエントリー「潮芦屋」デスク

エムスポエントリー
QR コード

エントリーされる選手の皆様へ
エムスポ エントリーで、募集要項、誓約書の内容をご確認のうえでエントリーしてください。
誓約書の内容に同意していただき、必要事項および支払い方法を登録していただくとエントリーが完了し、「受付
完了」が表示されます。 期限内に支払われなかった場合は、取消となりますのでご注意ください。
傷害保険

申込以外の
問合せ先

参加全選手に対して大会傷害保険に加入いたします。急激かつ偶然な外来の事故により、その身体に被った
障害が保険金の支払いの対象となります。外傷を伴わない疾病（腰痛・心臓麻痺等）による事故については保
険支払いの対象にはなりません。不充分だとお考えの方はご自分で保険をかけられますようお薦めします。
保険対象期間は大会当日の受付後から大会の閉会宣言時までとなります。

〒659-0051 兵庫県芦屋市呉川町 16-14-11 号室
潮芦屋アクアスロン大会実行委員会事務局 (芦屋市民まつり協議会事務局内)
TEL.0797-35-0871 FAX.0797-35-0874
大会ホームページ；http://www.ashiya-hanabi.com/
E メール： info@ashiya-hanabi.com

芦屋市総合公園・潮芦屋ビーチまでの交通のご案内
＜車をご利用の方＞芦屋市総合公園北駐車場（24 時間対応）又は西駐車場（7：00～19：00）に車を止めて、東側約 400m の潮芦
屋緑地東駐車場まで徒歩でお越しください。
神戸方面から 阪神高速神戸線深江出口から国道 43 号線で約 15 分
阪神高速湾岸線深江浜出口から国道 573 号線で約 5 分
大阪方面から 阪神高速神戸線芦屋出口から国道 43 号線で約 15 分
阪神高速湾岸線西宮浜出口から国道 573 号線で約 5 分
＜バスをご利用の方＞
阪急芦屋川駅から
JR 芦屋駅から
阪急バス 41 番系統(涼風町行き) / 71 番系統(涼風大橋南行き)で約 15～25 分
阪神芦屋駅から
芦屋市総合公園前下車。東南側約 400m の潮芦屋緑地東駐車場までお越しください。
※アクセスは「周辺地図」または芦屋市総合公園公式ホームページ http://www.ashiyashisogokoen.com/
を参照願います。
周辺地図

芦屋市総合公園前
バス停留所
選手用駐車場
芦屋市総合公園北駐車場

選手用駐車場
芦屋市総合公園西駐車場
受付（集合場所・本部）
潮芦屋緑地東駐車場

ランコース
5Km 3 周回
10Km 6 周回
スイムコース
500m 1 往復
1000m 2 往復

