■１ 開催日時

第７回こしき島アクアスロン大会開催 実施要領
：平成３０年１０月２０日（土）～２１日（日）※雨天決行

■２ 会場

：

鹿児島県薩摩川内市・下甑島（手打地区～青瀬地区～長浜地区）
※下甑島と上甑島・中甑島は陸続きではございません。
※日帰りでの競技参加はできません。
スタート
：スイム 手打湾
フィニッシユ：ラン
長浜緑地公園

■３ 主催

：

こしき島アクアスロン大会実行委員会

■４ 共催

：

薩摩川内市、薩摩川内市教育委員会、㈱薩摩川内市観光物産協会

■５ 公認

：

公益社団法人日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）

■６ 主管

：

鹿児島県トライアスロン協会、薩摩川内市トライアスロン協会

■７ 後援 ： 鹿児島県、公益社団法人鹿児島県観光連盟、薩摩川内市体育協会、薩摩川
内市スポーツ推進員協議会、等
■８ 協力 ： 航空自衛隊下甑島分屯基地、串木野海上保安部、薩摩川内市消防局、薩摩
川内市消防団、鹿児島県北薩地域振興局甑島支所、甑島漁業協同組合、薩
摩川内市商工会
■９ 競技内容 ：３コース設定 募集人員 ２００名
１） Ｌ／ロングの部
：スイム ２㎞＋ラン２１.１㎞
２） Ｓ／スタンダードの部 ：スイム １㎞＋ラン１３㎞
３） Ｒ／リレー(２人) の部：スイム １㎞＋ラン１３㎞
リレー(３人) の部：スイム １㎞＋ラン１３㎞（ラン７ｋｍ＋ラン６ｋｍ）
４） ジュニアの部
：スイム５００ｍ
キッズの部
：スイム５００ｍ
※リレー部門留意事項：３名で出場の場合、スイムは交代することはできません。
またスイム選手がランの第２走者になることはできません。
■１０ 参加料
１）Ｌ／ロングの部
： １６，０００円
２）Ｓ／スタンダードの部
： １３，０００円
３）Ｒ／リレー（２人）の部
： １７，０００円
Ｒ／リレー（３人）の部
： ２１，０００円
４）ジュニアの部、キッズの部 ：
６，０００円
■１１ 船代
１）高速船利用
片道大人３，０５０円／片道小人１，５３０円
２）フェリー利用 片道大人２，０７０円／片道小人１，０４０円
※参加料＋船代の一括決済となります。
■１３「大会行程」に記載のない船便をご利用予定の方は、大会事務局までご連絡くださ
い。

※インターネット振込手数料・郵便振込料は含まれておりません。
※参加料には、同伴者の移動費、お弁当代等は含まれておりません。
５）同伴者参加費： 大人・中学生以上
３，６５０円 島内１，５００円
中学生以下（幼児含む）１，０００円 島内
５００円
■１２ 表彰
１）Ｌ／ロング（男女別）の部
： １位～３位
２）Ｓ／スタンダード（男女別）の部： １位～３位
３）Ｒ／リレー（２人）の部
： １位～３位
Ｒ／リレー（３人）の部
： １位～３位
４）ジュニアの部／キッズの部
： 完泳者全員にメダル
５）特 別 賞
■１３ 主な大会日程
10 月 19 日(金)はパラトライアスロン世界ランキング４位・宇田秀生選手の
特別講演会を開催します！（前日入り特典として島内プチ周遊もあり）
10 月 19 日(金) 川内港ターミナル 14：30 発便までご参加可能です。

10 月 20 日
（土）

10 月 21 日
（日）

8:50
10:30
11:10
12:10
12:50
13:00

川内港ターミナル発（高速船甑島）＜10:25 長浜港着＞

13:45
14:00
14:30
18:00
18:30
21:00

ジュニア・キッズスタート（手打海岸）
ロングスタート（同上）
スタンダード・リレー（同上）
最終選手ゴール（長浜緑地公園）
交流会(表彰式)開催（～21:00）
宿舎へ移動

仮受付（長浜港）、コース下見
本受付後、昼食（手打小学校体育館）
開会式・競技説明（手打小学校体育館）
アンクルバンド・マーキング（ﾊﾞｽ車庫）
準備運動（手打海岸）

7:45 フェリーニューこしき（長浜港）出発
＜10：45 串木野新港着＞
9:00 物産販売出店、屋台等
10:00 島内ツアーへ出発（希望者）
10:30 高速船「甑島」（長浜港）出発
＜11：40 川内港ターミナル着＞
13:30 餅投げ（長浜緑地公園）
14:35 フェリー（長浜港）出発
＜16:15 串木野新港着＞
15:45 高速船 （長浜港）出発
＜17:20 川内港ターミナル着＞

※天候の関係等でスケジュールが変更になる場合がございます。

■１４ 競技規則
１）日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）競技規則を適用します。
２）次の事項をローカルルールとします。
①スイムでのウェットスーツ（ＪＴＵ競技規則：厚さ 5mm 以下）の着用を推奨します。
初心者及びスイムに不安を持つ参加者は、ウェットスーツを着用ください。
②出場選手は選手登録、競技説明会および開会式に必ず参加ください。
■１５ 出場資格
１）Ｌ・２０１８年末において１８歳以上の２０１８年ＪＴＵ登録会員
Ｓ・高校生以上のＪＴＵ登録会員
Ｒ・高校生以上の２人または３人一組とする。
ジュニア・キッズはお問い合わせください。
２）いずれのコースも健康な男女で水泳・マラソン等の経験が有り、かつこれらを同時に
行う競技会に参加した実績のある方、もしくは同等の体力を有し完走できる方。
３）本大会の参加申込書、誓約書、必要書類を提出し、参加料を納入し、実行委員会より
参加許可を受けた方。
４）高校生及び 18 歳未満の方については保護者の同意を必要とし、誓約書に保護者の署
名・捺印が必要です。
５）大会運営に支障がおきることが予想される場合は、参加をお断りする場合があります。
■１６ 応募方法
１）参加申込受付開始日

２０１８年７月１日(日)１２：００(正午)

２）インターネット申込み ＜申込締切 ２０１８年７月３１日（火）＞
コンビニエンスストアのローソンの店内端末「Loppi」またはウェブページ「ローソンエン
トリー」http://lawson-ds.jp/でお申し込みください。
大会要項と誓約書をご確認し、ご同意ください。
※PDF ファイルをご利用になるには Adobe Acrobat Reader が必要です。
※携帯電話でもアクセス可能。ただし、エントリーできない機種も一部ございます。
大会事務局よりメールにて大切なお知らせ等をお送りする場合がございます。
ドメイン指定受信・メール指定受信をご利用の方はお手数ですが、必ず
「shimokoshiki@cocoro-satsumasendai.co.jp」を受信できるよう設定してください。
３）申込書送付による申し込み ＜申込締切 ２０１８年７月３１日（火）＜消印有効＞
※インターネット環境になく、上記方法での申込み決済が困難な方は事務局までお問
合せください。
①申込書を電話・ＦＡＸ・e-mail にて下記まで請求してください。
〒８９６‐１４１１
鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜 913-4（薩摩川内市観光物産協会下甑島観光案内所内）
こしき島アクアスロン大会実行委員会事務局
②「参加申込書」「大会誓約書」にもれなく記入し郵送してください
③大会事務局より受付完了連絡の際、お振込いただく金額をお伝えします。

④下記の指定口座に参加費等をお振込ください。
・振込口座／鹿児島銀行 川内支店（普）３０２５８１２
口座名義：㈱薩摩川内市観光物産協会
※必ず選手本人名で振り込みをする。
※リレー参加者は代表者名にて一括でお振込下さい
※同伴者参加費、往復船代等はローソンエントリーから決済ができませんので、
大会事務局まで別途お申込み、お支払いをお願いいたします。
※定員に達し次第、締め切りとなりますのでご了承をお願いいたします。
※船便定員数の関係でご乗船いただけない便が発生する場合がございます。
※宿泊施設の御案内は、事務局で行っておりますが予約については当事者で行ってください。
ご不明な点は、遠慮なく事務局へお問い合わせください。
■１７ 申込み上の注意
申込書の不備または参加料の振込みがない場合は、申込みを受理できません。また、一旦
入金された参加費は主催者都合の大会中止時以外は返金できません。

■１８ 参加許可
１）提出書類を到着順に審査し、不許可の方にのみ通知いたします。不許可の通知が届か
ない方は参加内定です。
２）参加資格を第三者に譲渡することは出来ません。その様な事実が発覚した場合には、
本大会への参加を認めません。
■１９ 災害補償
１）参加選手が競技参加中に傷病を被った場合は、大会事務局が定める災害補償規定に基
づき災害補償金（見舞金）の給付を行います。
■２０ 保険
１）保険契約は、大会事務局が参加選手全員を被保険者として契約します。
２）保険内容は、傷害保険となり担保内容は競技開始から終了までに被った傷害に対して
保険金を支払います。
（死亡・後遺症…1,000 万円、入院…6,000 円、通院…4,000 円）
３）保険金を支払う対象は、参加者が急激かつ偶然な外来の事故により、その身体に被っ
た傷害に対して保険金が支払われます。
■２１ 支給品
１）記念品 ２）着替え袋 ３）大会プログラム ４）名簿
飲料 ６）レースナンバーカード ７）スイムキャップ

５）エイドステーションの

■２２ 注意事項
１）大会当日、万一の事故については主催者で応急処置はしますが、以後は自己責任にお
いて処置してください。主催者はレース中の事故に対する責任は一切負いかねますの
で、その旨ご了承の上、ご参加ください。
２）タイムを競う大会ではありますが、自分の体力、体調を認識のうえ、お申込みくださ

い。
３）記録の詳細結果は、後日郵送致します。
４）エイドステーションはランコース上、平均 2.5 キロ毎に設置致します。
■２３ アクセス
１）川内駅までの交通機関
①九州新幹線
・新大阪→川内駅 約３時間５０分
・岡山 →川内駅 約２時間５７分
・広島 →川内駅 約２時間２１分
・博多 →川内駅 約１時間１３分
２）川内港ターミナルまでの交通機関
①飛行機
・鹿児島空港発→川内港ターミナル 車 約９０分
②九州新幹線
・川内駅発→川内港ターミナル 「川内港」シャトルバス２５～３０分
③高速道路
・都ＩＣ～川内港ターミナル 車 約３０分
■２４ 各問い合わせ先
１）大会全般のお問い合わせ先（平日：9:00～17:30）
〒８９６‐１４１１
鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜 913-4（下甑島観光案内所内）
こしき島アクアスロン大会実行委員会事務局（担当・唐澤・東）
TEL 09969-5-1800
FAX 09969-5-1801
E‐mail：shimokoshiki@cocoro-satsumasendai.co.jp
２）ＪＴＵ登録・競技規則についてのお問い合わせ先
ＪＴＵ事業企画委員会（担当：星野）
E-mail boonii@mub.biglobe.ne.jp
携帯電話番号 090-2921-9568

