
JTU 認定記録会 2019 スイム＆ラン 近畿ブロック兵庫県会場 開催要項 

～チャレンジトライアスロン 2020TOKYO～     ≪２版≫ 

主催 兵庫県トライアスロン協会 

 
１．開催日 2019 年 3 月 10 日(日)  午前 7 時～午後 4 時 

２．開催場所 尼崎市 

 スイム； 尼崎スポーツの森 サブプール（25m 屋内プール） 

  住所；尼崎市扇町 43 TEL.06-6412-1655 

  交通＝阪神武庫川駅・尼崎センタープール前駅から車・タクシーで約 10 分 

  https://www.a-spo.com/index.html 

 ラ ン； 尼崎市立記念公園陸上競技場 

  住所；尼崎市西長洲町 1 丁目 4-1 TEL.06-6401-3245 

  交通＝JR 尼崎駅から南西へ徒歩 10 分 

  http://aspf.or.jp/park/stadium.html 

 

 ※参加費に別途システム利用手数料 250 円が加算されます。 

３．実施種目・参加費・定員 JTU 登録会員参加費 定員 

 小学生 1・2 年生 スイム  50m、 ラン  400m 2,000 円  6 名 

 小学生 3・4 年生 スイム 100m、 ラン  800m 2,000 円  6 名 

 小学生 5・6 年生 スイム 200m、 ラン 1,000m 2,000 円  6 名 

  

 12～15 歳(中学生） スイム 400m、 ラン 1,500m 3,000 円  12 歳以上の 

 16～19 歳(高校生) スイム 400m、 ラン 3,000m  合計で 96 名 

           または スイム 400m、 ラン 5,000m 3,000 円  

 16 歳以上 スイム 400m、 ラン 5,000m 4,000 円  

  (高校生を除く)   総合計 114 名 

 

 ※参加資格は、12歳以上の JTU登録者、および小学生カテゴリは JTU未登録者も参加可能で 2018年 4

月現在小学生。 JTU 未登録者の参加費は 500 円増額となります。(2,000 円が 2,500 円) 

 ※年齢基準日は、2019 年 12 月 31 日現在の年齢に基づく。 小学生カテゴリは開催日 2019 年 3 月 10 日

現在の学年に基づく。 

 ※4 月より中学生になる小学 6 年生で希望者は、12～15 歳区分に参加できる。 

 ※4 月より高校生になる中学 3 年生で希望者は、16～19 歳区分に参加できる。 

 ※16～19 歳（4 月より高校生になる者を含む）の者は、ラン 3,000m か 5,000m を選択できる。 

  (5,000m を選んだ場合 3,000m の通過タイムも計測する) 

 ※JTU 登録は、2018 年度または 2019 年度の登録が有効です。 会員番号とチェックコード(2 桁)を申告。 

 ※1 種目のみの参加も可能です。参加種目オプションを選択してください。  

  参加費は半額。 (4,000 円が 2,000 円) 

 ※定員は、12 歳以上 96 名、小学 1・2 年生 6 名、小学 3・4 年生 6 名、小学 5・6 年生 6 名、合計 114 名 

  先着順で、種目毎に定員に達し次第締め切り。 

 ※パラの部へ参加希望の者は、申込前の事前に主催者(HTA) にご連絡ください。（定員 6 名程度） 

https://www.a-spo.com/index.html
http://aspf.or.jp/park/stadium.html


４．スケジュール (予定) 

 （開館 7：00）～ 7：20  スタッフ集合(尼崎スポーツの森 サブプール) 

 (7：20～ 7：50 スタッフミーティング/受付担当は 7：00 から業務） 

 7：10～ 8：00 受付（尼崎スポーツの森 サブプール入口） 

 7：10～ 8：20 スイムウォーミングアップ 

 8：30～ 8：40 開会式・競技説明(全般・スイム；屋内プール内) 

 8：50～11：18 スイムタイムトライアル 

    ～11：20 スイムクールダウン 

 11：30～12：30 移動・昼食・休息 

 11：00～13：00 ウォーミングアップ(陸上競技場内) 

 12：30～13：00 スタッフミーティング 

 13：00～13：10 点呼・競技説明(ラン；陸上競技場) 

 13：20～16：10 ランタイムトライアル・クールダウン 

 16：10 頃 諸連絡・閉会式 

 

５．申込以外の問い合わせ先等 

 〒661-0953 尼崎市東園田町 1-351-2 タージーアニマルホスピタル内 

 兵庫県トライアスロン協会  TEL.06-6491-9989  FAX.06-6491-9918 

 ・問い合わせメール staff@hta.gr.jp 

 

６．申込受付 

  申込開始 2019 年 1 月 11 日（金） 

（１） MSPO エントリーからの Web 申込 

 ・MSPO ENTRY(エムスポ エントリー)  https://entry.mspo.jp/?evcode=FR19 からお申込ください。 

 ・参加費に別途システム利用手数料 250 円が加算されます。 

 （２）電話申込 ※インターネット環境の無い方を対象とさせて頂きます。 

 ・事前に参加承諾書が MSPO エントリーに届いている方のみ電話で受付をいたします。 

 ・電話申込は、参加費の他にシステム利用手数料に電話受付手数料 500 円が加算されます。 

 ・参加承諾書をお持ちでない方は MSPO エントリーに資料請求を行ってください。（資料は無料で発送） 

 ・資料請求締切日： 2019 年 2 月 15 日（金） 

 【電話受付・資料請求・参加承諾書郵送先】 

 MSPO エントリー「JTU 認定記録会兵庫県会場デスク」 

   〒206-0802 東京都稲城市東長沼 2120-6 グランヴェルジェ 104 

   TEL: 042-370-7431（平日 10～18 時）  E メール：entry@mspo.jp 

 

７．参加費の支払い 

 ・Web 申込画面の最後に「お支払い方法」の選択があります。 

選択したお支払い方法に従ってお支払いを完了させてください。 

 ・クレジットカード、コンビニ払い、ATM、Pay-easy などをご利用頂けます。 

 ・Web 申込画面で登録が完了すると『受付完了』が表示されますが、期限内にお支払いが完了しなかった場

合は、自動的に取消となりますのでご注意ください。 お支払い方法により期限は異なります。 

 ・お支払い済みの参加費は返金いたしませんので、予めご了承ください。 
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８．申込締切日 

 2019 年 2 月 22 日 23 時 59 分 

 ※申込締切日迄に、参加費のお支払い完了 および受付完了となっていること。 

 ※種目毎に定員になり次第受付停止となりますが、申込締切日迄の間にキャンセルされる場合は、他の方

が参加出来る様に、出来るだけ MSPO エントリ宛にご連絡をお願い致します。 

（キャンセルされた場合でも、参加費の返金はありません。） 

 

９．傷害保険 

 参加者が競技中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体に被った傷害（いわゆるケガ）が保険金

の支払いの対象となります。 競技中とは、大会当日３月１０日（日）受付時から終了までの期間です。 

◇保険金をお支払できない主な場合 

 ・急性虚血性心疾患（心筋梗塞）、急性心不全等の心臓疾患、急性虚血性脳疾患、熱中症などの疾病又は

心神喪失によるケガ 

 ・選手が使用する機材・備品の補償 

 ・選手の個人賠償責任 

◇保険金額 

 ・死亡・後遺症傷害保険金額：最高 300 万円 

 ・入院保険金：入院 1 日につき 3,000 円  (事故から 180 日限度) 

 ・通院保険金：通院 1 日につき 1,500 円  (事故から 180 日限度 90 日限度の通院日数分) 

 ※補償が不十分と思われる方は、各自において保険に追加加入ください。 

 

１０．その他 

 ・定員を増やしているため、選手受付、スイムウォーミングアップ及びスイムタイムトライアルの開始時刻を

早めています。 スイムウォーミングアップの時間確保のため、早めの選手受付をお願いします。 

 ・認定記録会の名称及び標準記録が改定されております。  

詳細は、JTUホームページ「全国認定記録会」の『認定記録会開催マニュアル(2017年 11月 14日改定)』、

ならびに『標準記録』(2017 年 12 月 1 日更新)の最新版を参照願います。 

 http://www.jtu.or.jp/kyouka/19kirokukai.html 

 

以上 
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