
第 5 回チャレンジアクアスロン in フォレスタヒルズ 要項 
 

■チャレンジアクアスロン in フォレスタヒルズとは？ 
スイム（水泳）＋ラン（ランニング）を続けて行う、アクアスロン大会のこと。水着とランニングシューズがあれば OK！小学 1
年生から気軽に参加できます。野外のプールで泳いで、緑豊かなフォレスタヒルズ敷地内を走る変化に富んだ楽しいコース！ 
個人の部、リレーの部があり、ソロでも仲間とでも楽しめます。参加者には 飲食ブースにて使用できる金券３００円分をプレゼン
ト 。HipHop ダンススクールのショーなど、楽しい野外ステージもあります！ 

■団体（チーム）表彰あり！優勝チームには賞金３万円を贈呈！ 
エントリーの際に所属団体名をご記入下さい。大会当日、各種目で１～６位になった選手に以下のポイントを与えます。 
１位：10ｐ 2 位：8P 3 位：6P 4 位：4P 5 位：3P 6 位：2P 
また、完走した選手全員に、1 種目に付き 1P 付与、チームごとにその合計ポイントを争います。すべての競技が終了した時点で、
最もポイントが多いチームが総合優勝。優勝したチームには、優勝賞金 3 万円を贈呈！仲間を誘ってチームで出場して下さい！ 

■事前に無料アクアスロン教室（8/31）を開催！ 
大会協力の「あすたまトライアスロンスクール」が、チャレンジアクアスロン in フォレスタヒルズ参加者に向けた無料アクアスロ
ン教室を開催します。大会のコースで使用する野外プールを利用し、クロールの基本から、コースロープのない所でまっすぐに泳
ぐ方法を説明＆実践練習！海で泳ぐ際にも役立つテクニックです。また、アクアスロン特有のトランジション（スイム競技からラ
ン競技に移ること）、素早く行うコツを説明、実際にランコースを走ります。小学生以上からどなたでもご参加可能！ 
（定員有り。事前申込み要。） 

■大会ボランティアスタッフ同時募集！ 
大会当日、実行委員会スタッフと一緒に大会を盛り上げ、運営して頂けるボランティアスタッフを募集しております。 大会の設営、
受付補助、選手の誘導や安全確認、エイドステーション（給水所）補助、フィニッシュエリアで選手を迎えるお手伝いなど、保護
者の方が同伴して頂ければ、小学生からご参加可能です。ご協力いただきました皆様には、大会参加賞、昼食（お弁当）を支給い
たします。大会の運営に関わってみたい！という方は、ぜひご連絡ください。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。 

 
■大会要項

主　　　催：チャレンジアクアスロン in フォレスタヒルズ実行委員会

主　　　管：株式会社トライアーティスト

協　　　力：フォレスタヒルズ・あすたまトライアスロンスクール

後　　　援：豊田市教育委員会・中日新聞社・愛知県トライアスロン協会（予定）

開  催　日：2013 年 9 月 15 日（日）雨天決行

会　　　場：フォレスタヒルズ（愛知県豊田市岩倉町一本松 1‐1）

競技内容  ：【個　人】小学１～２年生　　    スイム　50m＋ラン 1km　 参加費 4,500 円（JTU 会員 4,000 円）

　　　　 　【個　人】小学３～４年生　　    スイム 100m＋ラン１km　 参加費 4,500 円（JTU 会員 4,000 円）

　　　　 　【個　人】小学５～６年生　　　    スイム 200m＋ラン２km　 参加費 4,500 円（JTU 会員 4,000 円）

　　　　 　【個　人】中学生　　　　　　　　　スイム 400m＋ラン３km　 参加費 5,500 円（JTU 会員 5,000 円）

　　　　 　【個　人】チャレンジ (高校生以上 )スイム 400m＋ラン３km　 参加費 6,500 円（JTU 会員 6,000 円）

　　　　　 【リレー】親子リレー　　　　　　　スイム 50m( 子 )＋スイム 150m( 親 )＋ラン 1km( 子 )＋ラン 2km( 親 )

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 参加費 8,000 円／ 1組

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 ※小中学生を 1名以上含む 2～ 4名。

　　　　　 【リレー】一般リレー（小学生以上）〈スイム 350m＋ラン 2km〉×3区間

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 参加費 12,000 円／ 1組

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 ※1人がスイムとランを連続して行い、次の走者に引き継ぐ。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 ※当日走順変更可能。（無料ですが、必ず受付にて申請要）

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 ※当日メンバー変更可能。（当日 8：45 迄。別途 500 円必要）



日　　程： 受　付 　　 　　　　  ０７：３０－０８：４５

　 　　　  開会式・競技説明会　 ０８：００－０８：３０

　 　　　  競　技

　　　　   ●小学１～２年生　　 ０８：４５－０９：００

　　　　   ●小学３～４年生　　 ０９：００－０９：１５

　　　　   ●小学５～６年生　　 ０９：１５－０９：３０

　　　　   ●中学生　　　　　　 ０９：３０－１０：００

　　　　   ●チャレンジ　　　　 １０：００－１０：３０

　　　　   ●親子リレー　　　　 １０：４５－１１：１５

　　　　   ●一般リレー　　　　 １１：３０－１２：３０

　　　　   ステージ　　　　　　 １２：４５－１３：１５

　　　 　  閉会式・表彰式　　　 １３：１５－１３：３０

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参加資格：①完泳、完走するのに支障のない体力を有する者。

　　　　  ②誓約書に同意する者。(20 歳未満は保護者の同意が必要 )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表　　　彰：個人部門　　男女各１～３位（小学生は各学年ごとに表彰）

　　　　　　リレー部門　各種目１～３位

　　　　　　団体　　　　1～ 3位（※団体総合優勝チームには 3万円贈呈）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お知らせ：【全体】

　　　　　・JTU とは、日本トライアスロン連合のことです。お住まいの都道府県トライアスロン競技団体に

            ご登録いただくと、JTU 会員になれます。

　　　　　・JTU 競技規則、及び大会ローカルルール（最終要綱に記載）を適応します。

　　　　　・会場のフォレスタヒルズには、ホテル・スポーツクラブもございます。

　　　　　・宿泊のお問い合わせは、ホテルフォレスタ（0565）58－3500 まで。

　　　　　・大会当日の怪我による死亡・後遺症 825 万円、入院日額 4000 円、通院日額 2000 円（予定）の保険に

　　　　　　加入します。

　　　　　【スイム】

　　　　　・スイム競技では支給されたスイムキャップ、並びにスイムウエア、またはトライアスロンウエアを着用して下さい。

　　　　　・スイム競技ではウェットスーツの着用を許可します。

　　　　　・スイムコースは左右に大きくカーブしています。他の競技者との接触に十分注意して下さい。

　　　　　・足をついて休むことは可能ですが、いるか飛びは禁止です。

　　　　　・やむをえず、スイムを完泳できない場合は、ラン競技から競技を再会することができます（スイムスキップ）。

　　　　　　記録上は DNF（リタイヤ）となります。

　　　　　【ラン】

　　　　　・ラン競技では、上半身、下半身ともウエアで覆って下さい。

　　　　　・ラン競技では、ランニングシューズの着用を義務付けます。

　　　　　・スイム競技からラン競技に移る際に、必要な用具を設置できるトランジションエリアを設けますので、

            競技スタート前に必要な用具を設置して下さい。

　　　　　・スイムコースは、流水プール（1 周約 200m）を使用します。

　　　　　・大会当日は水の流れはありません。プールの水深は１ｍです。

　　　　　・アクアスロンランコースは、舗装路ですが、坂や階段があります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

支  給 物：大会プログラム、参加記念品、競技指定用品、競技中の飲料

------------------------------------------------------------------------------------------------------------　　　

お申込み：①インターネットエントリー：トライアスロンルミナ（※クレジットカード決済のみ） 

　　　　　②郵 送：事務局宛に、参加申込書、誓約書を郵送し、参加費を下記口座までお振込下さい。

　　　　　　　　　 振込先口座：岡崎信用金庫　三好支店　普通　9006504　チャレンジアクアスロン大会実行委員会　　　　

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

申込締切：８月２３日（金）当日消印有効　

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

出場辞退：参加申込み後の出場辞退については、8 月 23 日（金）17 時までに必ずメール、郵送のいずれかにより、

　　　　　大会事務局までご連絡下さい。9 月末日を目処に、手数料 1,500 円を引いた参加費を現金書留にてご返金

　　　　　いたします。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お問合せ：チャレンジアクアスロン in フォレスタヒルズ大会実行委員会（株式会社トライアーティスト内）

　　　　　　 〒470-0224　愛知県みよし市三好町東山 104－6

　　　　　　　090－2345－5098（担当：竹内）

　　　　　　　triartist@asutama.com



■会場 
フォレスタヒルズ（愛知県豊田市岩倉町一本松1-1） 
《お車で》 伊勢湾岸自動車道「豊田東 IC」より車で 10 分 
      東海環状自動車道「豊田松平 IC」より車で 10 分 
      東名高速道路「豊田 IC」より車で 20 分 
      トヨタ自動車（株）本社より車で 10 分 
      （※800 台収容の大駐車場完備） 
《電車で》 名鉄「豊田市駅」よりタクシーで 20 分 
      愛知環状鉄道「三河豊田駅」よりタクシーで 12 分 
      セントレアよりタクシーで 45 分 

 
 



※ 必要事項をご記入の上、大会事務局までご郵送下さい。開催が近くなりましたら、最終要綱を郵送いたします。
本書記入項目の内、氏名、年齢、所在都道府県市町村名は選手名簿、大会HPなどで広く周知されることをご理解下さい。
ご記入いただいた個人情報については、大会事務局が大会運営のために使用し、その他の目的では使用致しません。
リレーは代表者がお申込み下さい。参加辞退は、8月23日(金)17時までに大会事務局までご連絡下さい。参加費を一部返金いたします。

１）この大会をどこで知りましたか？
インターネット（サイト名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ご家族・ご友人から
チラシ（店名：　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２）チャレンジアクアスロンに参加したことはありますか？ はじめて　・　1回以上

第5回チャレンジアクアスロンinフォレスタヒルズ参加申込書（コピー可）

8月23日(金)消印有効

一般リレー［    1走  ・   2走  ・  3走    ］
親子リレー［  S50m(子) ・S150m(親) ］
　　　　　［  R1km(子)・ R2km(親)  ］氏　　名

西暦　　　　　 年
　　　月　　　日

主催者、または緊急医療従事者に知っておいてほしい事

自己PR（120文字以内。大会プログラムに掲載予定）

一般リレー［    1走  ・   2走  ・  3走    ］
親子リレー［  S50m(子) ・S150m(親) ］
　　　　　［  R1km(子)・ R2km(親)  ］

一般リレー［    1走  ・   2走  ・  3走    ］
親子リレー［  S50m(子) ・S150m(親) ］
　　　　　［  R1km(子)・ R2km(親)  ］

担当するところに○をつけて下さい。リレーメンバー（エントリー代表者が走る場合も、下記にご記入下さい。）

リレーの部

小学5～6年生
S200m＋R2km

小学1～2年生
S50m＋R1km

小学3～4年生
S100m＋R1km

一般リレー 親子リレー
S400m＋R3km S400m＋R3km （S400m+R3km)×3名 S子+S親+R子+R親

個人の部・リレーエントリー代表者
フリガナ

氏　　名
(保護者名)

参
加
種
目

性　別
男
・
女(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

個人の部 リレーの部
中学生 チャレンジ

所属チーム

緊急時
連絡先

型 cm kg

氏名
血液型 体重身長

住　　所
T   E   L

生年月日
西暦　　　　　 年

　　　月　　　日
日本トライアスロン連合登録

No.　　　　　ー　　　　　　（　　　　）

　有　　・　　無

☎ （　　　　　　　ー　　　　　ー　　　　　　　　）

〒　　　　　ー

フリガナ 一般リレー［    1走  ・   2走  ・  3走    ］
親子リレー［  S50m(子) ・S150m(親) ］
　　　　　［  R1km(子)・ R2km(親)  ］

チーム名
(12文字以内)

フリガナ

フリガナ

氏　　名
西暦　　　　　 年
　　　月　　　日

☎ （　　　　　　　ー　　　　　ー　　　　　　　　）

性　別 生年月日

性　別 生年月日

フリガナ 性　別 生年月日

氏　　名
西暦　　　　　 年
　　　月　　　日

フリガナ 性　別 生年月日

氏　　名
西暦　　　　　 年
　　　月　　　日



第５回

2013 年

2013 年


