
選 手 募 集 要 項 

【大会名称】 第 10 回グリーンパークトライアスロン in 加西 

【大会指定】 2022 年 JTU エイジグループ・ナショナルチャンピオンシリーズ対象大会 

第 34 回兵庫県トライアスロン選手権 

【開 催 日】 2022 年 9 月 25 日（日） 

【大会会場】 兵庫県加西市・善防公民館周辺特設コース 

【主  催】 グリーンパークトライアスロン in 加西実行委員会 

【共  催】 加西市 

【後  援】 （公社）日本トライアスロン連合 

【競技主管】 兵庫県トライアスロン協会 

【助成団体】 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

【カテゴリー】 スタンダード 

リレー 

パラ 

［51.5km］S：1 . 5km/B：4 0km/R：1 0km 

［51.5km］S：1 . 5km/B：4 0km/R：1 0km 

［25.75km］S：0.75km/B：21.4km/R：5.2km 

【制限時間】 スタンダード 

 

 

リレー 

 

 

パラ 

スタートからスイム終了まで １時間 ５分※トランジション手前で計測 

      バイク終了まで ３時間 ０分 

      ラ ン終了まで ４時間 ０分 

スタートからスイム終了まで １時間 ５分※トランジション手前で計測 

      バイク終了まで ３時間 ０分 

      ラ ン終了まで ４時間 ０分 

スタートからスイム終了まで    ４０分 

      バイク終了まで １時間４５分 

      ラ ン終了まで ２時間４０分 ※PTWC は 2 時間 10 分 

【参加資格】 ・制限時間内に完走する能力を有する者 

・2022 年 12 月 31 日現在 18 歳以上の者 

・2022 年度 JTU（公益社団法人日本トライアスロン連合）登録を行った者 

・大会主催者から、大会参加決定通知書を交付された者 

・大会主催者が定める期日までに実施するオンライン競技説明会を受講し、 

受講完了報告(※)をした者 (※)インターネットを利用したフォーム 

・大会主催者が定める注意事項、競技規則(ﾛｰｶﾙﾙｰﾙ)及び大会参加承諾書に同意した者 

・大会当日 2 週間前から健康・行動チェックの入力を行った者 

・大会前日または当日に抗原検査を実施し、陰性であった者 

【定  員】 スタンダード 

リレー 

パラ 

300 名 

20 組 

15 名 

【参 加 費】 スタンダード 

リレー 

パラ 

22,000 円 

26,000 円 

11,000 円 

【ふるさと納税】 返礼品 

寄付金額 

募集人数 

トライアスロン個人の部参加権（1 名分） 

70,000 円 

10 名 



募集期間 

その他 

6 月 1 日（水）～7 月 31 日（日） 

一度ご入金いただいた寄付金は、理由の如何を問わず返金できませんの

で、ご注意ください。また、コロナウイルス感染症の影響で、大会の開

催を中止した場合、必要経費分を差し引いた額を返金いたします。 

【表  彰】 スタンダード 

 

リレー 

パラ 

共通 

総合男女 1～3 位 

年代別男女 1～3 位（～29 歳、以降 5 歳毎 総合男女 1～3 位は除く） 

各チーム 1～3 位 

各部門個人総合／男女各 1 位 

兵庫県トライアスロン選手権 

10 回連続出場特別表彰 

【参加申込期限】 2022 年 6 月 1 日（水）～7 月 31 日（日）23 時 59 分 

※申込最終日（7/31）の 23 時 59 分までに、エントリー受付完了になっていること。 

※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。 

【申込方法】 ローソンエントリーよりお申し込みください。 

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

※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は返金できません） 

※申込書の郵送、現金書留による払込はできません。 

【スケジュール】 9 月 12 日～ 

 

 

9 月 14 日 

9 月 25 日 

体温・健康チェック開始（～9/25） 

オンライン競技説明会 視聴開始（～9/24） 

視聴確認テスト（～9/24） 

事前郵送（レースナンバー等） 

選手受付・大会当日 

【選手支給品】 ・レースナンバーカード 

・レースナンバーシール 

・トランジションバック 

・参加記念品 

・大会プログラム（参加者名簿） 

【コロナ対策】 ・参加許可選手は、9 月 12 日（月）より 2 週間の健康・行動チェックをします。 

・参加者及びスタッフは、当日の体温チェック、手指消毒、マスク着用をしています。 

なお、スタッフは手袋も着用します。 

・接触をさけるため、参加選手には QR Check-in（QR コード）による受付を行います。 

・参加選手の密を避けるため、バイクラックの間隔を広げています。 

・スタート前、ゴール後はコロナ対策スタッフが会場を巡回します。 

・選手・参加者に接触確認アプリ COCOA のご登録（インストール）をお願いします。 

・参加選手全員に抗原検査を実施します。 

【注意事項】 □競技内容を十分理解し、体力・体調を十分認識の上、申し込んでください。 

□主催者が定める期日までに、オンライン競技説明会に参加し、受講完了報告をしてくだ

さい。 

□当日の最終選手登録終了時刻までに受付が終了していない選手は、出走を許可しませ

ん。 

□バイクのコース下見は、交通規則を順守し、スピードを控え、集団走行及び並列走行を

禁止します。危険行為等により、本大会の開催及び大会の開催継続が危ぶまれています。 



□前開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。 

□自転車のメンテナンス等、安全管理は各自の責任において行ってください。 

□天候不順により大会主催者側の判断で、競技内容を変更する場合があります。 

□一般道路を利用するため、競技規則を遵守してください。また、交通法規を厳守してく

ださい。 

□大会当日の貴重品に関しては、貴重品預かり所をご利用ください。 

（トランジションには、競技中に使用する物以外は持ち込めません。） 

□着替え置き場は用意しています。預かりはありません。各自で管理（保管）してくださ

い。 

□フィニッシュ後は全競技終了まで会場から出られないため、着替え、タオル等をご用意

ください。（トランジションエリア、駐車場へも行けません。） 

□納入後の参加費は、不参加または悪天候による中止の場合でも返金いたしません。ただ

し、新型コロナウイルス感染症の状況によって大会主催者の判断で大会が中止になった

場合のみ、必要経費分を差し引いた額を返金いたします。 

□申込時に提出された書類は、お返しいたしません。 

□使用バイクは、ロードレーサーを基本とします。 

□パラトライアスロン参加希望者は、サポート希望等があれば事前に事務局までご連絡く

ださい。 

□大会に関する肖像権は主催者に帰属します。 

□今大会については新型コロナウイルス感染防止のため、競技コースの変更及び運営方法

について大幅な変更があります。詳細については加西市ホームページ等で随時お知らせ

いたしますのでご確認ください。 

□すべての競技終了まで芝生広場及び善防公民館施設の指定された場所にてソーシャル

ディスタンスを確保して待機をお願いします。 

□会場内（善防中学校敷地内及び善防公民館敷地内）には、選手及びスタッフ以外立ち入

ることができません。※新型コロナウイルス感染症の状況により変動あり。 

□声を出して応援することはお控えください。 

【個人情報】 いただいた個人情報は、法令を遵守し取り扱います。選考結果通知及び大会関連情報の通

知、記録発表等に使用し、それ以外は本人の承諾がない限り使用いたしません。 

【問合せ先】 グリーンパークトライアスロン in 加西実行委員会事務局 

〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾 1000 番地 

（加西市役所文化・観光・スポーツ課内） 

TEL：0790-42-8773 ※8:30～17:15(土日祝を除く） Mail：bunka@city.kasai.lg.jp 

大会 HP：https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/bunka/ 

Facebook ページ：https//www.facebook.com/gptkasai 

 


