
第８回潮芦屋アクアスロン大会 

第５回兵庫県アクアスロン選手権大会 

関西マスターズスポーツフェスティバル 2017・第 12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 

開催日   2017年9月3日（日） 

 

開催地   兵庫県芦屋市陽光町・南浜町(芦屋市総合公園・潮芦屋ビーチ特設コース) 

 

主催    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 

主管    兵庫県トライアスロン協会 

後援    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） 

協力    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、奈良教育大学 

協賛    山本光学株式会社 

 

競技種目                         

競技クラス 定員 ＜第7回定員/参加者＞ スイム ラン 

ジュニア（小学3・4年） 30名   ＜30名/20名＞ 100m（1往復） 1.5㎞（1往復） 

ジュニア（小学5・6年） 30名   ＜30名/29名＞ 100m（1往復） 1.5㎞（1往復） 

ジュニア（中学生） 30名   ＜30名/11名＞ 250m（1往復） 3㎞（1往復） 

一般（高校生以上）－A組 140名   ＜120名/120名＞ 500m（1往復） 5㎞（1往復） 

一般（高校生以上）－B組 200名   ＜185名/194名＞ 1㎞ （2往復） 10㎞（2往復） 

一般（高校生以上）リレー 25チーム50名 ＜80名/32名＞ 1㎞ （2往復） 10㎞（2往復） 

   480名   ＜475名/406名＞   

                         

競技コース 

    ・スイム      ：潮芦屋ビーチ 

    ・トランジション ：潮芦屋緑地東駐車場（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       ：陽光町外周堤防上特設コース 

参加費  

 ジュニア(小・中学生)    ￥３，０００       （芦屋市民￥２，５００ ） 

 一般A (高校生以上)    ￥７，０００       （JTU登録者・芦屋市民￥６，０００ ） 

一般B (高校生以上)    ￥９，０００        （JTU登録者・芦屋市民￥８，０００ ） 

      一般リレー(高校生以上)  ￥１０，０００（１チーム） （JTU登録者・芦屋市民 １名￥４，０００、他は 1名￥５，０００） 

                                             

表彰   ◎ 本大会（対象；全クラス 男・女 1位～3位） 

ジュニア(小学３・４年、小学５・６年、中学生) 

／一般A・B (高校生～３０歳未満、３０歳代、４０歳代、５０歳代、６０歳代、７０歳以上)   

／リレー   

◎ 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） 

◎ ひょうご生涯スポーツ大会（対象；一般A・B ３０歳以上の全クラス、男・女  1位、兵庫県在住・兵庫県協会登録

のいずれかを満たす者）／兵庫県生涯スポーツ連合会長賞（対象；一般A・Bの全クラス、男・女 各1名、兵庫

県在住・兵庫県協会登録のいずれかを満たす最高齢者） 

◎関西マスターズスポーツフェスティバル（対象；一般A・Bの 30歳以上の全クラス、男・女  1位） 

  

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、大会実行委員会が参加を認めた者） 

 



日程        ９月３日（日） ７：３０～８：２０   選手受付（潮芦屋緑地東駐車場横大会本部前） 

                        ８：２０～８：３０    開会式・競技説明会 

                        ９：００          競技開始 

                    １３：００        競技終了 

                       １４：００～       表彰式・閉会式 

 

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る。 

           ・スイムでは、ジュニア（小学生）で泳ぎに自信のない人は、浮き具・ビート板等の使用を許可します。 

                   また、すべての参加者にウェットスーツの着用を推奨します。 

・前空き及び前ファスナー付きユニフォームは、ローカルルールにより着用を許可しますが、必ずファスナ

ーを閉じて競技してください。 

            

 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などをご利用頂けます。 

 

 

http://www.mspo.jp/ 

※ 前回迄の申込書の郵送/FAX、現金書留による払込が無くなりました。 

※ インターネットをご利用になれない場合は、エムスポ エントリー「潮芦屋デスク」にて

電話受付が可能です。 

※ 資料請求、エントリー方法に関するお問合せは、エムスポ エントリー「潮芦屋デスク」で承ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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を頂き、必要事項および支払い方法を登録頂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。 

エントリーの際に必要となる事項は下記のとおりです。事前にご確認の上で「申込入力」に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エムスポエントリー 

QR コ ー ド

 
 

エ ム ス ポ  エ ン ト リ ー  は こ ち ら 

エムスポ エントリー「潮芦屋」デスクは、 

TEL: ０４２－３７０－７４３１ (平日１０時～１８時) 

Ｅメール：entry@mspo.jp 

〒206-0802 東京都稲城市東長沼２１２０－６ 

      グランヴェルジェ１０４ 

 エムスポエントリー「潮芦屋」デスク 

＊ の各項目は、リレーの場合はスイム/ランの各選手毎に全員分がそれぞれ必要です。 

 

□ リレーの場合のチーム名・代表者名 

□ 氏名(漢字・ふりがな) ＊ 

□ 性別 ＊ 

□ 生年月日(西暦) ＊ 

□ 年齢(大会当日) ＊ 

□ 学年 ＊ 

□ 住所(郵便番号、県・市・番地・アパート名など) ＊ 

□ 電話(自宅・携帯) ＊ 

□ 緊急連絡先(氏名・続柄・電話) ＊ 

□ メールアドレス 

□ 学校名 ＊ 

□ JTU会員番号(2017年度登録分) ＊ 

□ スイム記録(分・秒/距離/オープンウォータ・プールの別) ＊ 

□ 保護者氏名(未成年者選手の場合) ＊ 

□ 自己ＰＲ等、＊パラアスリートの方は、その状態・伴走（伴泳）者と要望するサポート等 

http://www.mspo.jp/
mailto:entry@mspo.jp


インターネット申込の手順 

１．「エムスポ エントリーはこちら」ボタン、QRコードなどから、エムスポの該当する大会ページのエントリー入力

画面に進む。 

２．大会概要・誓約書などをリンク先から表示させて良く読み、「誓約書の記載内容に同意する」にチェックを入れ

る。 

３．「申込開始」ボタンを押し、「申込入力」画面に進む。 

４．必要な項目を入力後、お支払い方法の選択画面に移る。 

５．お支払い方法を登録頂くと、エントリーは完了です。 

６．登録して頂いたお支払い方法に従って、払い込みを完了させてください。 

クレジットカード以外のお支払い方法の場合、払込期限は８日間または、エントリー受付期間の早い方です。 

７．エントリー完了後、画面に「受付完了」が表示されている事を確認ください。 

また、メールアドレスを登録した場合には、エントリー完了の受付完了メールが送信されますので、必ずご覧く

ださい。 

 

電話申込の手順 

１． 申込前に募集要項、誓約書(「参加申込内容」/「誓約内容」)をあらかじめご確認ください。 

お手元に無い場合は、エムスポ エントリー「潮芦屋」デスク宛に９２円切手を貼って宛先を書いた返信用封

筒をお送りください。 

２． エムスポ エントリー「潮芦屋」デスクに電話をください。 

参加費のお支払い方法は、クレジットカード、コンビニ払い、ＡＴＭ、Pay easyがご利用頂けます。 

クレジットカードの場合はあらかじめお手元にご用意の上でお電話ください。 

３． 電話申込では、参加費の他にエントリーシステム利用料および電話受付手数料５００円が加算された額を

お支払い頂きます。 

４． 電話申込後に、「参加申込内容」/「誓約内容」にご本人（リレーの場合は各選手毎に全員分）の署名・捺印を

して、エムスポ エントリー「潮芦屋デスク」宛に郵送提出をお願い致します。 

参加費のお支払いと、この「参加申込内容」/「誓約内容」の提出をもって受付完了とさせて頂きます。 

５． 支払い方法でコンビニ払いを選択された場合に期限内に支払われなかった場合は取消となります。 

 

 

申込期間    ６月1日（木）～７月３１日（月） 

  （申込最終日の 23時59分迄に、参加費払込およびエントリー受付完了となっていること。） 

           ※各クラス定員になり次第申込を締め切りますのでご注意ください。 

 

参加通知     「参加選手のしおり」を大会開催の２週間前までに発送します。 

           リレーは代表者宛に送付します。 

 

傷害保険     参加全選手に対して大会傷害保険に加入いたします。ただし、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。 

 

その他     ・大会終了後、参加選手・大会関係者にゴミ袋を配布し、潮芦屋ビーチの砂浜の清掃活動（ビーチクリーンアッ

プ活動）を行ないますので、ご協力をお願いします。 

          

申込以外の   〒659-0051 兵庫県芦屋市呉川町16-14-11号室 

問合せ先    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/ 

         

 

http://www.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＞潮芦屋緑地西駐車場に車を止めて、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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付（集合場所） 

トランジション 

潮芦屋緑地東駐車場 

選手用駐車場 

潮芦屋緑地西ﾞ駐車場 

スイムコース 

潮芦屋ビーチ 

芦屋市総合公園前 

バス停留所 

 
 

ランコース 

総合公園外周コース 


