
 

  

 

主   旨 : １．広域から参加者を募集し延岡市の主点的観光推進エリアである「ひむか遊パークうみウララ」

を認知していただき、全国への効果的に魅力発信につなげる。 

２．地域住民も深く関わり、ふるまいを通じて魅力ある食の発進を、スタッフとして参加者と 

交流を行い、延岡市が有する資源の魅力 PRに努め地域活性を目指す。 

３．トライアスロン競技者のシーズンはじまりの練習会として開催し、競技者の交流を行う。 

 

主   催 ： すみ江 ecoアクアスロン実行委員会 

後   援 ： 延岡市、須美江家族旅行村、宮崎県トライアスロン連合 

期   日 ： ２０１８年３月２４日（土曜日） 

会   場 ： 延岡市須美江家族旅行村周辺 

種   目 ： アクアスロン（ソロ、リレー） 

スケジュール ：【受付】          ９：００～９：３０ 

【競技開始】       １０：３０～ 

【昼食】          １３：００～ 

        【表彰式】        １３：３０～  

        【ふるまい】 競技終了後に温かいふるまいをご用意いたします。 

募集部門及び料金：  

№ カテゴリー スイム（km） ラン（km） 備考 参加費 定員 

①  一般 2 10 swim500m/4周+run2km×5周 4,000円 100名 

②  チャレンジ 0.5 4 swim500m/1周+run2km×2周 4,000円 30名 

③  リレー 2 10 swim500m/4周+run2km×5周 5,000円 20組 

 

参加資格：  ソロの部 

 競技運営の支障とならない健康な身体を有し、率先して競技規則を順守する者。 

 公式日程に定める受付登録・競技説明会に出席できる者。 

 開催当日に年齢に達しているもの 

 中学生以上 

リレーの部 

 中学生以上の２名で構成 

支  給  物： ゼッケン、競技中の飲料・補給食、食事、記録証 （スイムキャップはご持参ください） 

表    彰： ソロの部   各カテゴリー 男女１～６位（３０歳未満、３０歳代、４０歳代、５０歳以上） 

        リレーの部         １～３位 

※参加が３チーム以下の部門は１位のみ表彰。 

※完走された方全員に完走証をリザルト確定後に発行。 

注意事項：    ①貴重品、荷物の管理は各人、各チームでお願いします。 

         ②当日は応急手当以上の責任は負いかねます。体調を整えてご参加下さい。 

       ③本イベントは記録会です。参加者各自の責任においてご参加ください。事務局は一切の責任 

を負いかねます。 

④ウェットスーツの着用を義務とします。 

開催要項 



Ｎｏ 区分 氏名 所属

1 29歳以下 女子 上畑 真彩

2 30歳代 女子 新増 奈央 チームちどり 宮崎トライアスロン

3 30歳代 女子 藤井 美津子

4 40歳代 女子 寝占 さつき

5 50歳代以上 女子 林田 小枝子 藤田塾

6 30歳代 男子 神田 悠司

7 40歳代 男子 高橋 秀和

8 40歳代 男子 東岡 芳幸

9 40歳代 男子 山口 幹夫

10 50歳代以上 男子 甲斐 敬二 藤田塾

11 50歳代以上 男子 神村 正人 藤田塾

Ｎｏ 区分 氏名 所属

12  30歳代 女子 岡田 夏奈 グレイス

13  30歳代 女子 惠 亜矢

14  40歳代 女子 小野 英子 藤田塾

15  40歳代 女子 津江 友紀

16  29歳以下 男子 岩城 省吾

17  29歳以下 男子 小平 拓未

18  29歳以下 男子 高崎 太朗 延岡トライアスロン連合

19  30歳代 男子 瓜生 敬博 宮トラ

20  30歳代 男子 熊澤 和人

21  40歳代 男子 荒 力 ホンダアスリート

22  40歳代 男子 池田 徳郎 Team Ikeda

23  40歳代 男子 加藤 修一郎

24  40歳代 男子 外川内 真也

25  40歳代 男子 日高 淳二 グレイス

26  50歳代以上 男子 大藏 克裕 スーパーマンクラブ福岡

27  50歳代以上 男子 大西 浩幸 グレイス

28  50歳代以上 男子 小野 正勝 藤田塾

29  50歳代以上 男子 佐々木 信二

Ｎｏ 区分 氏名 チーム名

30 リレー 阿萬 忠一／安部 正博 桜

一般の部

チャレンジの部

リレーの部
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       ⑤申込後における参加料の返金はいたしません。（過剰入金、重複入金等含む） 

 

申し込み： １）インターネット ※インターネットエントリーの方は参加費に別途利用手数料が加算。 

          MSPOENTRY  http://www.mspo.jp/ 

 

申込み締め切り ： ２０１８年３月９日（金）迄  

問い合わせ先  ： MLTsports 

          〒 880-0032 宮崎県宮崎市霧島 2丁目 128きりしまビル 105  

          E-Mail    : ev@mlt.jpn.com     

公式サイト： http://www.taikai.in/sumie-aqua/ 

 

【宿泊に関するお問合せ】 

民宿 紺碧 （こんぺき）（会場から約 50ｍ） 

ご予約・お問合せＴＥＬ：０９８２-４３-０２１１  

公式サイト： http://www.konpeki.burari.biz/ 

◆1泊 2食付き 大人 5500円 ◆素泊まり 大人 2500円 ◆1食付き 大人 3000円 

※詳細はホームページをご覧ください。 

 

 

 

すみ江 ecoアクアスロン 
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参加誓約書 

 

私は、「すみ江ecoアクアスロン」への参加を承認された場合、下記の事項を誓約します。 

 

1. 私は、このイベント期間中に主催者が設けたすべての規約、規則、指示に従うことを同意します。 

2. 私は、練習会及びその付帯行事の開催中、私個人の所有品及び運動用具に対し、自己責任において一切の責

任を持ちます。 

3. 私は、この練習会が場合によれば危険な競技であることを承知しています。従って、私は練習中及び付帯行

事の開催中に負傷または死亡事故が発生した場合、私自身及び私の家族代表者、保護者等関係者にはその原

因の如何を問わず、主催者及び関係者に対する責任の一切を免除します。 

4. 私は、私の健康状態が良好であり、トレーニングも本イベント参加に備えて十分であることを誓います。更

に医師の健康診断の結果、健康であることを保証されていることも誓います。 

5. 私は、イベント開催中に負傷したり、事故に遭遇したり、あるいは発病した場合には、私に対し適切な処置

が施されることに異議ありません。 

6. 私は、本イベントに関連する放送、テレビ放映、新聞等の報道、ポスターや文書、ＳＮＳ掲載等に実行委員

会が私の名前や写真を自由に使用することを許可します。 

7. 私は、気象状態の悪化等により競技が中止になった場合、私が支払った参加費等が返金されないことを了承

します。 

8. 私は、本練習会への応募書類のすべての記載事項が出場する本人の真実かつ正確であることを誓います。 

 

 

すみ江ecoアクアスロン実行委員長 様 

 

年        月     日 氏 名                  印 

 

年        月     日 保護者氏名               印 

 

※ 当日、１８歳未満の方は、参加者と保護者の自筆署名・捺印をお願いします。 


