2018 彩の国、関東選手権

開催日
場 所
大会概要

平成 30 年 6 月 3 日(日)
埼玉県加須市渡良瀬遊水地内特設コース (中央ｴﾝﾄﾗﾝｽ、下宮橋周辺)
本邦最大の遊水池をもつ渡良瀬遊水地を舞台に、一般愛好者を対象とした年代別競技の彩の国大会、及び、
ドラフティング許可ルールによるエリートレースの関東選手権大会を行います。
関東選手権の上位完走者で、関東ブロック加盟団体登録選手および学連登録選手(関東各県在住者)には、日本
選手権大会(10 月14 日東京港にて開催予定)への出場資格が与えられます（男女各6 名）。なお関東選手権は福
井しあわせ元気国体ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技(10/7 高浜町)の埼玉県･千葉県・山梨県代表選考会を兼ねます。

競技内容
競技種目

募集定員

競技距離

制限時間

彩の国 A
彩の国 B
彩の国 C

男女計 120 人
男女計 120 人
男女計 60 人

S2.25km、B60km、R15km、計 77.25 km
S1.5 km、B40km、R10 km、計 51.5 km
S0.75 km、B20km、R 5 km、計 25.75 km

5 時間
(スイム制限１時間 20 分)
3 時間 40 分 (スイム制限:１時間)
2 時間
(スイム制限 40 分)

S1.5 km、B40km、R10 km、計 51.5 km

男子 2 時間 20 分、女子 2 時間 40 分
(スイム制限 24 分程度)

JTU 関東選手権 兼
埼玉県総合体育大会

競技規則
関東選手権：
彩の国 A,B,C：

男女

各 75 人

日本トライアスロン連合(JTU)競技規則を適用します。
ドラフティング許可ルールを適用。ウエアは前あきジッパーのないワンピーススタイルとします。
ドラフティング禁止ルールを適用。スイム競技時にはウエットスーツ着用を義務付けます。
また、前開きジッパーの無いユニフォームの着用を強く奨励します。
前開きジッパーのあるユニフォームの着用者はジッパーを下げて前を開けることを禁止します。

予定スケジュール (6 月3 日)
6：00～
下見のためコース開放 (前日も 15～16 時のみ下見が可能です。）
6：00～7：00
受付 (彩の国、関東選手権：関東選手権は、9：30～10：00 も受付可）
7：15～7：25
開会式(スイムスタート地点)
7：30
彩の国C スタート
(7：32 彩の国B スタート、
7：34 彩の国A スタート)
9：30
彩の国C 競技終了
(11：20 彩の国B 競技終了 、
12：35 彩の国A競技終了)
10：00～10：30
関東選手権競技説明会
11：10(女子), 12：30(男子) 関東選手権スタート
14：50
関東選手権男女競技終了
15：00～
表彰式/閉会式予定
参加資格 平成30年度JTU 登録者 。未成年者は法定代理人(親権者)の承諾が必要。
関東選手権は
平成30年12 月末日時点で18 歳以上の男女。(通常、高校3年生で12 月末まで生まれ可）
彩の国Ａタイプ、B タイプは 平成31 年3 月末日時点で19 歳以上の男女。(通常、高校生不可）
彩の国Ｃは
平成31 年3 月末日時点で16 歳以上の男女。(通常、高校生可）
＜関東選手権出場許可の選考基準について＞
関東選手権大会は、競技の安全性を確保するため参加者定員を男女各75 名とさせていただきます。申込み者がこれを上回る場合、
①下記の第Ⅰ群だけで 75 名を超える場合は、第Ⅰ群の中で、
(＝第Ⅱ群は全員出場できず)
②第Ⅰ群が 75 名未満でも第Ⅱ群を合わせると 75 名を超える場合は、第Ⅱ群の中で、
(＝第Ⅰ群は全員出場許可)
以下の優先基準(1～7)により、出場許可者を選考します。
第Ⅰ群： 日本選手権大会関東ブロック推薦対象選手（関東ブロック各加盟団体登録選手＋関東B各県在住の学連登録選手）
第Ⅱ群： 上記以外のオープン参加選手
(参考：昨年の申込者実績 (男子): 第Ⅰ群 57名、第Ⅱ群 15名、 計72名)
＜優先基準＞
1.
2.
3.
4.
5.

6. 2017年日本学生選手権で1～30位の選手
7. 関東ブロック協議会推薦選手
(考慮対象大会)
2017年関東選手権大会、
2017年日本学生選手権大会
2018年認定記録会

JTUエリート強化指定選手
JTUジュニア強化指定選手(平成30年末日現在18歳以上)
2017年日本選手権東京港大会出場選手
2017 年関東選手権大会で1～30位の選手
2017 年関東ブロック各県の選手権で1-3位の選手

選考結果は全員に電子メールで通知します(5/7 頃を予定)。出場を許可された方は許可通知後8 日以内に参加費をお支払い下さい。
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＜国体出場基準及び選考方法（埼玉県･千葉県・山梨県の代表選考）について＞

詳細は各県の国体関連ホームページをご覧ください。

国体への出場を希望する選手は、「在勤」「在住」「ふるさと」に該当するいずれか一つの都道府県の予選会に出場できます。
どの都道府県の予選レースに出場するかはご自身でお決め下さい。（複数の予選会に出た場合、資格が自動的に取り消されます。)
 「在勤」又は「在住」基準による国体出場：平成30 年4 月1 日時点で 18 歳以上、かつ選考レースまでに平成30 年度JTU 会員登録手続きを完
了した者で、住民登録もしくは在勤場所が平成30年4月30日以前から10月7日(国体の競技終了日)まで埼玉県 ･千葉県・山梨県 内の方。
 「ふるさと」基準による国体出場：平成30年4月1日時点で18歳以上、かつ卒業中学校または卒業高校のいずれかが埼玉県･千葉県・山梨県
内の方
※ 関東ブロック各県団体以外に登録している選手（例えば東京都連合登録）は、通常であれば第Ⅱ群（オープン参加）となるところですが、
上記「在勤」「在住」「ふるさと」基準で 埼玉県･千葉県国体予選への参加を希望する選手は、国体代表選考の目的だけの第Ⅰ群として
関東選手権大会に出場できる優先権を認めます。申込み時にお申し出下さい。(当然この選手は、日本選手権への出場資格の対象にはなりま
せん。）

以上のいずれかの出場基準を満たし、関東選手権大会を埼玉県･千葉県予選として競技した選手の男女上位各2 名を
埼玉県･千葉県代表としてそれぞれの県体協へ推薦します。辞退者が出た場合、ロールダウン(繰り下げ)します。
表彰対象 各種目共に、男女それぞれ総合1位～6 位。
彩の国各タイプは男女それぞれ年代別1～3位 （年代別表彰は、総合表彰された方を除きます）
彩の国C タイプは男女別高校生部門の表彰有り。
関東選手権出場の埼玉県連合登録選手は、埼玉県総合体育大会としての表彰あり。
参加費

彩の国A：14,000 円、彩の国B：12,000 円、彩の国C：10,000 円（高校生は3,000 円）、関東選手権：12,000 円
彩の国A,B,C の参加費は、申し込み日より8 日以内(但し 5/9 以前)にお支払い下さい。

申込方法(3/12開始予定) http://www.stu-triathlon.com からインターネットでお申し込み下さい。
(参加申込みの前に 2018 年度JTU 登録をお済ませください。申込みには会員登録番号とチェックコードが必要です)
関東選手権の第Ⅰ群は関東ブロック加盟団体から推薦が必要ですが、選手が個別に加盟団体から推薦を貰う必要はありません。
選手が申込み後、大会事務局が各加盟団体へ推薦するか否かの照会を一括して行い、推薦があれば、第Ⅰ群の選手となります。
(推薦基準は、各加盟団体にお問い合わせ下さい) 推薦が得られなければ第Ⅱ群（オープン参加）となります。
申込みフォームには、平成29 年度の主な実績（大会名、順位、総合タイム）を最大3 大会、
平成30年度認定記録会実績（会場,、スイム,ランの記録）を必ずご記入ください。実績が無い場合は「無し｣と明記ください。
いずれも、出場許可選考のための重要な情報となります。
参加申込み締切り日

彩の国は 5 月 7 日ですが、先着順で定員になり次第締め切ります。関東選手権は 4 月 30 日。

参加承認：

参加案内を 5 月 20 日以降、準備でき次第発送します。

公式代走制度:

彩の国参加者で当日出場できない方は、参加資格を有する第三者に出場権を譲渡できます。(手数料1000 円 )
関東選手権 には、この制度はありませんのでご注意下さい。

大会連絡先:

〒359-1112 埼玉県所沢市泉町 906-35 加藤方 大会実行委員会事務局
携帯 090-7216-3528 FAX: 04-2926-1831
メール pi7m-ktu@asahi-net.or.jp

主

催

彩の国トライアスロン大会実行委員会、

JTU 関東トライアスロン選手権大会実行委員会

主

管

JTU 関東ブロック加盟各団体 （茨城､栃木､群馬､千葉､埼玉､神奈川､山梨各県団体）

後

援

埼玉県､埼玉県教育委員会､埼玉県体育協会、
日本トライアスロン連合、

協

力

加須市､加須市教育委員会､加須市体育協会、
JTU 関東ブロック協議会

渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団
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