
 

みんなのチャレンジトライアスロン in 丹波青垣’2019 大会要項 
いきいき茨城ゆめ国体 2019 トライアスロン競技 兵庫県代表選手最終選考会 

第 73回兵庫県県民体育大会トライアスロン競技・第 9回兵庫県高校選手権 

 

丹波青垣で 20 年続いたファインキッズトライアスロンは、2018 年 5 月をもって一旦幕を閉じま

した。しかし、地元の大会出場者やトライアスリートから復活を望む声があがり、より多くの皆さ

んがそれぞれの形でチャレンジできる大会として、再スタートを切る事になりました。大会名は「み

んなのチャレンジトライアスロン in 丹波青垣」。ニックネームは「みんチャロン 2019」。 

丹波青垣の自然を楽しみながら、シーズン開幕の大会として、またトライアスロン競技のデビュー戦と

して、皆さまのチャレンジをお待ちしています。 

 

開催日 ２０１９年５月２６日（日） 

開催地 兵庫県 丹波市青垣町 青垣総合運動公園「グリーンベル青垣特設コース」 

 ※スイムは 25ｍ温水プールを使用します 

〒669-3801 兵庫県丹波市青垣町田井縄 782 青垣総合運動公園「グリーンベル青垣」 

TEL  0795-87-2200 

主催  みんチャロン２０１９実行委員会 

（丹波サイクリング協会、丹波市トライアスロン協会、兵庫県トライアスロン協会） 

大会長 荻野 祐一（丹波新聞社 代表取締役社長） 

後援  丹波市、（公社）日本トライアスロン連合、JTU 近畿ブロック協議会、神戸新聞社、丹波新聞社 

協賛  兵庫ヤクルト販売（株）、神戸ヤクルト販売（株）、（株）ウエルネスサプライ、スポーツワー

ルド 

競技種目  

種目 学年 年齢 定員 スイム バイク ラン 

ＫＡ キッズ A（小学 1,2 年） 男女 28 人 50ｍ 1.35km 0.8km 

ＫＢ キッズ B（小学 3,4 年） 男女 42 人 100m 5km 1.5km 

ＫＣ キッズ C（小学 5,6 年） 男女 42 人 100m 5km 1.5km 

ＪＡ ジュニア A（中学生）  男女 42 人 200m 10km 2km 

ＪＢ 

一般個人 

一般個人 40 

一般個人 50 

一般個人 60 

ＰＴ 

ジュニア B（高校生） 

一般個人 (40 歳未満・大学生)  

一般個人 (40 歳代)  

一般個人 (50 歳代) 

一般個人 (60 歳以上) 

パラトライアスロン（成人） 

女子 32 人 

400m 20km 5km 

男子 105 人 

Ｒ リレー（高校生以上） 男女 10 チーム 

※リレー：スイム・バイク・ランを 2～3 名の選手でリレーします 

※国体最終選考会の開催要項は、兵庫県トライアスロン協会ホームページ等で別途案内します。 

参加費 キッズ        ５，０００円 

 ジュニア       ５，０００円 

 大学生・一般、パラトライアスロン   １３，０００円 

 リレー（１チーム）    １５，０００円 

 一般、リレー（１チーム） ≪丹波市民割引≫   ９，０００円 



 

表彰 ・キッズＡ、Ｂ、Ｃ、ジュニアＡ，Ｂ、個人総合、個人年代別（40 歳未満，40歳代，50 歳代，

60 歳以上）、パラトライアスロン 男女各３位まで  

・リレー総合 ３位まで 

・兵庫県民体育大会、兵庫県高校選手権 男・女 各１位、 

・特別賞 

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

書類を承認し、参加料を払い込み、大会実行委員会が参加を認めた者） 

・「兵庫県高校選手権」の参加資格は県内の高校に在籍する者（1～3 年）、国籍問いません 

・「パラトライアスロン」は、知的障がいの選手、肢体不自由の立位（スタンディング）の選

手、視覚障がいの選手の受入れが可能です。参加希望者は、障害の種類とその程度、伴走者名、

基本的にサポートは選手側でご用意いただきますが、その他サポート希望があればその内容を、

事前に事務局までメールにてご連絡下さい。受け入れ体制等状況に応じて事務局が参加の可否

を決定します。  （みんチャロン事務局 Email：minchalon2019@gmail.com ） 

・「丹波市民割引」は、一般個人では丹波市在住者、一般リレーでは代表者が丹波市市在住者

に限り適用し、それぞれ定員を一般個人 7 名、一般リレー5 組を上限とし、応募多数の場合は

先着順とします 

参加許可通知 

・参加許可選手に「参加選手のしおり」を５月１５日頃までに郵送により通知します 

・リレーは代表者に通知します 

日程 ５月２５日(土)   

１３：００～１６：００  選手受付 

※トライアスロンミニスクールやウェルカムイベントを企画しています 

決まり次第大会ホームページに掲載します 

※９:３０～２０：００ 温水プール一般利用できます。（有料） 

５月２６日(日) 

７：００～８：００ 選手受付 

８：００  開会式 

９：００  競技開始 

１４：００～  キッズ・ジュニア・一般 表彰式 

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ります 

※競技の進行上スイム４00ｍの制限タイムを１３分とします 

参加申込期間 

２０１９年２月１日(金) から ４月２０日(土）まで 

 （申込最終日の 23 時 59 分までに参加費払込及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 

申込方法 

インターネット エムスポエントリー（MSPO ENTRY） 

https://entry.mspo.jp/?evcode=GA19  よりお申込みください。 

※ クレジットカード、コンビニ払い、ATM、Pay-easy などをご利用いただけます 

mailto:minchalon2019@gmail.com
https://entry.mspo.jp/?evcode=GA19


 

※ 支払い手数料は自己負担でお願いします。（一旦納入頂いた参加費等は返金できません） 

※ 前回までの電話受付、申込書の郵送、現金書留による払込みはできなくなりました 

Web エントリーに関する問い合わせ先 

エムスポエントリー「丹波デスク」は    

 ｅメール：entry@mspo.jp     

 TEL: 042-370-7431（平日 10 時～18 時）    

 〒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「丹波デスク」 

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。 

宿泊 宿泊希望の方は下記の宿泊施設等に直接お問い合わせ下さい 

・もみじの里（青垣町）0795-87-2244  

・やすら樹（氷上町）0795-83-0678 

・氷上ファーストホテル（氷上町）0795-82-5887 

・丹波少年自然の家（青垣町）0795-87-1633<グループでの参加者のみ> 

・丹波悠遊の森（柏原町）0795-72-3285 

申込以外の問合せ先 

事務局：みんチャロン 2019 実行委員会 

Email：minchalon2019@gmail.com 

大会ホームページ https://minchalon2019.localinfo.jp/ 

エントリーに必要な事項：事前に以下の内容を確認の上「申込入力」を行ってください 

□氏名（漢字・ふりがな） ※ 

□リレーの場合チーム名・代表者名（漢字・ふりがな） 

□生年月日（西暦） ※ 

□年齢（大会当日） ※ 

□学年 ※ 

□学校名 ※ 

□住所（郵便番号、県、市、番地、マンション・アパート名など） ※ 

□電話（自宅・携帯） ※ 

□メールアドレス 

□緊急連絡先（氏名、続柄、電話） ※ 

□スイム記録：  分  秒、  m（出場クラスの距離）／リレー参加はスイム選手のみ 

□保護者氏名（未成年者選手の場合） ※ 

□過去のリタイヤ歴（大会名、理由） ※ 

□持病・特異体質の有無 ※ 

■リレー参加の場合、※の項目はスイム・バイク・ランの選手毎それぞれに入力が必要 

■パラアスリートの方は障害の種類とその程度、伴走者名および要望するサポート（基本的に

サポートは選手側でご用意いただきます）等を記入 

 

mailto:entry@mspo.jp

