第９回倉敷国際トライアスロン大会
主 催

倉敷市・倉敷国際トライアスロン大会実行委員会

開催日

2019年9月8日(日)

開催地

岡山県倉敷市児島

種 目

スタンダードディスタンス

児島ボートレース場（倉敷市児島元浜町６番地の３）
（大会本部／スタート／トランジション／フィニッシュ）
アクセス
・ＪＲ児島駅から徒歩で約１５分
・瀬戸中央自動車道児島ＩＣから車で約５分

51.5km（S 1.5km/B 40km/R 10km)

部門

募集人員

リレーの部（3人1組）

５0組

個人の部

主会場

5５0人

参加費（手数料）

30,000円
(1,500円）
18,000円
（900円）

制限時刻
SWIM： 8時50分まで
BIKE ：11時00分まで
RUN ：12時00分まで

表彰
１位～３位

男子総合１位～６位
女子総合１位～６位
特別賞，年代別表彰

※参加費には，カーボパーティー参加費，傷害保険料含む。

参加資格 次のいずれの項目も満たす方
■大会当日，18歳以上で健康な男女。
(未成年者は，保護者の承諾が必要です。)
■トライアスロン競技の基礎知識・体力を有し，完走できる能力を有する方。
■大会事務局から，大会参加許可通知を交付された方。
■その他，(公社)日本トライアスロン連合(JTU)競技規則に準ずる。
申込期間

申込方法

リレーの部：2019年4月13日(土)正午
～4月20日(土)
個人の部 ：2019年4月14日(日)正午
～4月20日(土)
※募集人員に達し次第締切 ※先着順

参加費のお支払いにより申込完了と
なりますのでご注意下さい。

WEBエントリーのみ

※郵送等によるお申込みはできません。

大会ホームページ（https://www.mspo.jp/kurashiki）からお申込みください。
エントリーのながれ
①申込情報の入力
※オンライン
▼
②決済方法の入力
※オンライン
▼
③参加費のお支払い
▼
④登録完了
▽
⑤保護者同意書提出

（※申込日において未成年者のみ）

お問合せ

≪注意≫

■申込情報の入力を完了した方に，後日決済方法の入力の案内が
メールで届きますので，決済方法の入力をおこなってください。
■支払期限を過ぎた場合，登録が自動消去されます。
■納入された参加費は，申込者の都合による不参加
または悪天候による中止でも返金いたしません。
■エントリーにかかる手数料は，本人負担となります。
■参加誓約書に同意した上でお申込みください。

≪その他≫

主催者が大会運営に支障をきたすおそれがあると判断した申込者は，出
場を認めない場合があります。その場合，支払済みの参加費のみ申込者
へ返金します。

倉敷国際トライアスロン大会実行委員会
〒710‐8565 倉敷市西中新田640(倉敷市スポーツ振興課内)
TEL：086-426-3855／FAX：086-421-0107
Email：triathlon@city.kurashiki.okayama.jp

参加許可

主催者
支 給

参加許可通知，誓約書(大会前日に持参すること)，競技規則，バイクメンテナンスシート，カーボパーティーの同伴者希
望等の書類を本人宛に送付いたします。（５月下旬発送予定）
１.スイミングキャップ ２.レースナンバー ３.エイドステーションの飲み物 ４.参加記念品
※その他競技に必要と思われる物はご持参ください。

大会日程

9月7日（土）

9月8日（日）

● 初心者講習会(無料）

・・・・ １２：３０～１３：３０

● 最終選手登録(義務）

・・・・ ６：００～７：００

● 受付・選手登録(義務）

・・・・ １３：３０～１５：００

● 入水チェック(義務）

・・・・ ６：３０～７：３０

● コース下見(義務）

・・・・ １３：３０～１５：００

● ウォーミングアップ

・・・・ ７：００～７：４０

● 競技開始

・・・・ ７：５１～

※但し，第１回～第６回のいずれかの大会完走者(バイク競技者)は、希望者のみ。

● 開会式・競技説明会(義務）

・・・・ １６：３０～１７：３０

● 競技終了

・・・・ ～１２：００

● カーボパーティー(アルコールなし)

・・・・ １７：３５～１９：００

● 表彰式・閉会式

・・・・ １２：３０～１３：３０

（※時間帯については，都合により変更になる場合があります。）

※ 大会前日の「受付・選手登録」「開会式」「競技説明会」に参加しない選手の出場は認めません。時間外受付は一切認めませんので，時間厳守で
お願いします。
※ リレー部門出場者は，３人全員で「受付・選手登録」「開会式」「競技説明会」に参加してください。(１人でも欠席した場合は，出場できません。)
※ コース下見は，バスに乗車しバイクコースを見ていただきます。(所要時間：約60分)

注意事項
■ 天候不順により主催者側の判断で，急遽，競技内容を変更する場合があります。
■ 申込時に提出された書類は一切返却いたしません。
■ 前空き及び前ファスナー付きのウェアの使用を禁止します。（ウェットスーツは，対象外）
ＪＴＵが主催・公認・後援するスタンダードディスタンス（51.5㎞）以下の大会において，「前空き及び前ファスナー付きの競技ウェア使用禁止のルール」が
2013年度から施行されています。選手のユニフォーム前部がはだける姿に対して，見苦しい姿として映るという指摘が相次いだためであり，スポーツとしての
トライアスロン競技の確立のためご理解をお願いします。
【前空きユニフォームの使用に関するお知らせ】 http://www.jtu.or.jp/news/2013/130125-1.html
■ トライアスロン用ウェットスーツの着用は，推奨とする。但し，ＪＴＵ競技規則により水温18℃以下ではウェットスーツの着用を義務とする。
(ラッシュガードや下半身のみのウェットスーツの着用は不可) ※ウェットスーツを収納する袋は各自でご持参ください。
ウェットスーツ着用での練習は，児島マリンプールに限り，特別に認めています。（他の市有施設は不可）
■ 使用バイクはロードレーサーとします。
■ リレーの部で制限時刻内にフィニッシュできない場合，次走者は繰り上げスタートを実施しますが，チーム記録は残りません。
■ コース下見の参加について，個人の部出場者及びリレーの部バイク競技の出場者は義務とします。
※但し，第１回～第６回のいずれかの大会完走者(バイク競技者)は、希望者のみとなります。

誓約事項

次の誓約事項に同意した上でお申込みください。リレーで参加される方は，全員の同意が必要です。

私は，大会へ参加するにあたり，(公社)日本トライアスロン連合の競技規則，大会主催者が定める大会規定及びローカルルールを遵守し，下記の事項
を誓約します。
１． 私は，大会開催中に大会主催者が設けたすべての規約，規則，指示に従うことを同意します。
２． 私は，大会競技が場合によれば危険な競技であることを承知しています。従って，私は大会開催中に負傷または，死亡事故が発生した場合，私自
身及び私の家族代表者，保護者等関係者はその原因の如何を問わず，大会開催傷害保険による保険金給付のほかは，主催者及び大会関係者
に対する責任の一切を免除します。
３． 私は，私の健康状態が良好であり，トレーニングも本競技大会参加に備えて十分であることを誓います。 更に，医師の健康診断の結果，健康であ
ることを保証されていることも誓います。
４． 私は，主催者により競技続行，大会運営に支障があると判断された場合，主催者の競技中止勧告を受け入れ異議を申し立てません。また大会開
催中に負傷したり，事故に遭遇したり，あるいは発病した場合には，応急処置を施すことを承諾し，その応急処置の方法及び，結果に対しても異議
をとなえません。
５． 私は，大会に関する放送，テレビ放映，新聞などの報道，ポスターや文書等に実行委員会が，私の名前及び写真を自由に使用することを許可いた
します。
６． 私は，自己都合による不参加，また降雨，強風，海上の荒れなど，気象状態の悪化により，競技が中止になった場合，参加費が返金されないこ
とを了承いたします。
７． 私は，大会開催中，私個人の所有品及び運動用具に対し，一切の責任をもちます。
８． 私は，本大会への応募書類のすべての記載事項が出場する本人の真実かつ正確であることを誓います。
９． 私は，私の家族・親族または保護者が，本誓約書に基づく大会の内容を理解し，私の大会参加を承諾していることを誓います。万一，大会に関す
る争いが生じた場合，その第一審の専属管轄権は，岡山地方裁判所とし，準拠法は日本法とすることに同意いたします。
１０． 私は，私の体調を大会当日にセルフチェックし，主催者に必要書類を必ず提出することを了承いたします。また，そのチェック事項が真実かつ正確であ
ることも誓います。

【主会場へのアクセス】

コースＭＡＰ

●ＪＲ児島駅から徒歩約１５分

●瀬⼾中央⾃動⾞道児島ＩＣから⾞で約５分
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鷲⽻⼭下電ホテル
倉敷市⼤畠1666-2

℡:(086)479-7111

倉敷市下津井吹上303-17

℡:(086)479-9500

倉敷市児島駅前1-78

℡:(086)473-7811

倉敷市下津井吹上303-53

℡:(086)473-7711

倉敷市児島味野1-9-5

℡:(086)472-2425

WASHU BLUE RESORT ⾵籠

児島プチホテル

倉敷せとうち児島ホテル
よし友旅館
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ホテル瀬⼾⼤橋
倉敷市児島塩⽣3777

℡:(086)475-1112

倉敷市下津井4-1-3

℡:(086)470-4755

倉敷市下津井5-1-1

℡:(086)479-8222

倉敷市下津井1496-7

℡:(086)472-5880

倉敷市児島⼩川3-2-4

℡:(086)472-5253

下津井亭

鷲⽻グランドホテル 備前屋甲⼦

⺠宿 千草
こふじ旅館

主催：倉敷市 ・倉敷国際トライアスロン⼤会実⾏委員会 〒710-8565 倉敷市⻄中新⽥640番地（倉敷市スポーツ振興課内）
TEL：086-426-3855／FAX：086-421-0107／URL：httpS://www.mspo.jp/kurashiki/
共催：倉敷市教育委員会・(公財)倉敷市スポーツ振興協会・倉敷市スポーツ推進委員協議会・倉敷商⼯会議所・児島商⼯会議所・⽟島商⼯会議所・倉敷市児島⾃治会連合会
(公社)倉敷⻘年会議所・(⼀社)児島⻘年会議所・(⼀社)⽟島⻘年会議所
主管：岡⼭県トライアスロン協会
後援：岡⼭県・岡⼭県教育委員会・(公財)岡⼭県体育協会・(公社)⽇本トライアスロン連合・朝⽇新聞岡⼭総局・OHK岡⼭放送・産経新聞岡⼭⽀局・⼭陽新聞社・RSK⼭陽放送・KSB瀬⼾内海放送・中国新聞備後本社
TSCテレビせとうち・RNC⻄⽇本放送・毎⽇新聞岡⼭⽀局・読売新聞岡⼭⽀局・倉敷ケーブルテレビ・⽟島テレビ放送・FMくらしき・ＦＭ岡⼭・JR⻄⽇本岡⼭⽀社
救護協⼒：⽇本⾚⼗字社岡⼭県⽀部・(公社)倉敷市連合医師会・倉敷市⽴児島市⺠病院

