
【主　　　　催】 全日本トライアスロンクラブ　（ＡＴＣ）

☆　　２大会の要綱は、行政からの許可受領次第HP上にアップされます。
【ＡＴＣ－ＨＰ】 　　===>　http://atc-triathlon.com/html/

☆　　２大会ともに、開催場所は｢彩湖道満グリーンパーク｣を予定してます。
【場　　　　所】 埼玉県戸田市美女木彩湖道満グリーンパーク

　（彩湖・・・荒川の洪水防止の調節池で埼玉県民南部と東京都民の飲料用水の貯水湖）
現地付近の地図及び、集合受付場所の地図は、ATC-HP上にあります。（下記URL参照）

【駐　車　場 】 有料（２時間迄￥２００、その後１時間毎￥１００／￥２００）。　４ヶ所で１，６００台収容。　開門午前７時。
２大会とも、南駐車場が便利。

【 参加資格 】 公園をお借りしていますので、競技規則と社会的なマナーを守れるフェアプレーな人。
【 申込開始 】 申込みの受付開始時期は、各大会の３ヶ月前より実施予定してます。

①　FAX送信　（03-5709-5599）

振込先（振替先）は、下記参照。
①
②
③
④

※　上記４振込先の口座名はいずれも　「ゼンニホントライアスロンクラブ」 です。

ATC事務局宛先は、

１． 私は、大会主催者が設けた全ての規約、規則、指示に従う事を同意します。

２． 私は、大会競技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、一切の責任を持ちます。

３． 私は、競技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

その関係者はその原因の如何に問わず、大会開催傷害保険による給付の他は、主催者及び大会関係者に対する責任の

一切を免除します。（傷害保険、死亡後遺傷害1,000万円、入院日額6,000円、通院日額4,000円、賠償責任1,000万円）

４． 私は、私の健康状態が良好であり、トレーニングも本競技参加に備えて十分であることを誓います。更に、私は医師

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． 大会開催中に、私が負傷したり、事故に遭遇したり、あるいは発病した場合は、私に対し、適切な処置が施されるこ

とに異議はありません。

６． 私は、大会に関連する放送、テレビ放映、新聞などの報道や実行委員会が、私の名前及び写真を自由に使用すること

を許可します。

７． 私は、強風、大雨、台風など、気象状態の悪化により、競技が短縮、中止になった場合、エントリー代が返金されな

いことを了承致します。

８． 私は、本大会への応募書類の全て記載事項が真実かつ正確であることを誓います。

【 　２０２２年 　　ＡＴＣ主催大会　 】
　2022年度のATC主催による大会（春のデュアスロン、夏のトライアスロン）の要綱を記します。

デュアスロン
大会

４月第１土曜日

トライアスロン
大会

８月第２土曜日

 　==>　http://atc-triathlon.com/html/uploads/PDF_etc/saikodoumanG_MAP.pdf
　 ==>　http://atc-triathlon.com/html/uploads/PDF_taikai/2012_ATC_3taikai_course_uketsuke.pdf

☆　　申込みに際しまして初参加の方は、下段の｢大会参加誓約書｣と２ページ目の「申込案内」を熟読して下さい。
　　　申し込みの手順は、①｢大会参加誓約書｣内の記入及び送付。　②入金（下記４っつ目の「☆」の「振込先」）。
　　　の二つの条件を満たして完了です。
　　　　　［ 郵便振替を利用する場合、誓約書署名は郵便振替用紙内に「誓約書に署名します」の記述と自署名で代替
　　　　　　　できますが、その他の必要個人データ (下記誓約書内の記載すべきデータ) の記述も必要になります。］

上記②入金で銀行振込を選択される場合は、下段の「大会参加誓約書」の送付（上記①）が必要です。

「大会参加誓約書」の送付は、下記のどちらかの方法で、記述は判別できる文字 にてお願いします。

②　誓約書の写真（.jpg）、もしくはスキャナー取込による（.pdf）のどちらかを
　　　メール（ info@atc-triathlon.com ）にて添付送付

☆　　大会リピーター（昨年までのATC主催大会中何れか参加の人）の方々の申込みに際しましては、
　　　　過去に提出いただいて保管されております誓約書が有効ですので再度の提出は不要となり、
　　　　銀行振込、もしくは郵便振替の手続きのみにて参加申込が完了です。
　　　　但し住所等々個人データの変更がございましたら、下記メール宛先にて連絡が必要です。

　郵便振替番号 　００１６０－９－２０４３３９
　三菱ＵＦＪ銀行 　大井支店 ： 普通 ： ０２５０３８１
　みずほ銀行 　大井町支店 ： 普通 ： ２０６１４９９
　ゆうちょ銀行 　記号：１０１９０　　番号：７２３７６６０１

生年月日：　　　　　　　　　　　　性別：　　　　 ご署名： 　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾘｶﾅ：

★★　　「ご署名:  」欄は、必ず　自署 　にてお願い致します。
★★　　リピーターの方々は、誓約書は不要です。参加費御振込 （なるべく銀行振込にて） のみでエントリー完了です。
★★　　住所を変更された方は、メール（ info@atc-triathlon.com ）等にてご連絡願います。

☆　　お問合せ、及び御連絡に関しては、下記宛先にてお願い致します。

　Ｍａｉｌ 　info@atc-triathlon.com

・・・・・・・・　　大　会　参　加　誓　約　書　　・・・・・・・・

・・・・・・・・　　完　　・・・・・・・・

令和　　年　　月　　日 〶：　　　　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL（ｹｲﾀｲ）：　　　　　　　　　



【日　　　　時】 ２０２２年４月２日　（土）　　午前７時４５分　　　雨天決行
【集合・受付】 午前７時　　受付終了・・・午前７時４０分　　（管理橋先の右側の広場。南駐車場が便利です。）
【参　加　費 】 男性　：　１３，５００円　、　女性 ／ 学生　：　１２，５００円　、　ＡＴＣ会員　：　８，５００円

 [ 参加申込時にATC会員申込 (入会金:\1,000+年会費:\3,600) をされればATC会員価格になります ]
 [ キャンセルは３月１０日迄に不参加申出連絡されれば参加費を返金致します ]

【 申込締切 】 ｢銀行振込｣｢郵便振替｣ともに、３月１７日(木)の着金迄。
リピーター及び会員は、３月２４日(木)の着金迄。

【当日参加希望者】 大会当日枠希望者は、２日前の正午迄にメールにて申込実施厳守。

当日枠参加費 (\15,000) は大会参加後３日以内に振込願います。

【定　　　　員】 ６０名，　　　［　当日参加者枠１０名限定　］
【 参加条件 】 １８歳以上 の人で、２競技３種目を１人で行える人。
【 参加通知 】 期限内申込の入金をされた方には、本人宛に案内とゼッケンを郵送します。　（３月下旬に）

【距離／時間】 距離
第１ラン 　１０．５６Km
バイク 　８２．０Km
第２ラン 　　９．４４Km
合計 １０２．０Km

【表　　　　彰】 ・総合・・・１位～３位 ・完走賞（制限時間内完走者）・・・バスタオル
☆　表彰式は、１３：００ 頃からを予定しています。

【成　績　表 】 リザルト、スナップ写真、忘れ物、等々は数日後にホームページに掲載致します。

【日　　　　時】 ２０２２年８月１３日　（土）　　午前８時３０分　　　雨天決行
【集合・受付】
【参　加　費 】

 [ 参加申込時にATC会員申込 (入会金:\1,000+年会費:\3,600) をされればATC会員価格になります ]
 [ キャンセルは６月３０日迄に不参加申出連絡されれば参加費を返金致します ]

【 申込締切 】 ｢銀行振込｣｢郵便振替｣ともに、７月２２日(金)の着金迄。
リピーター及び会員は、７月２８日(木)の着金迄。 １００ｍ ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ

【当日参加希望者】 大会当日枠希望者は、２日前の正午迄にメールにて申込実施厳守。 １－２０ ６－４０ １３－２０ ２０－００

当日枠参加費 (\18,000) は大会参加後３日以内に振込願います。 １－２５ ７－０５ １４－１０ ２１－１５

１－３０ ７－３０ １５－００ ２２－３０

【定　　　　員】 １５０名，　　　［　当日参加者枠１０名限定　］ １－３５ ７－５５ １５－５０ ２３－４５

【 参加条件 】 １８歳以上 の人で、３種目を１人で行える人。 １－４０ ８－２０ １６－４０ ２５－００

　　かつプールで１５００ｍを３２分以内 で泳げる人。 １－４５ ８－４５ １７－３０ ２６－１５

☆　７５０ｍ地点で１８分を超えた選手は失格になり退水して １－５０ ９－１０ １８－２０ ２７－３０

　　 いただき、その後の競技は続行できません。 １－５５ ９－３５ １９－１０ ２８－４５

２－００ １０－００ ２０－００ ３０－００

【 参加通知 】 期限内申込の入金をされた方には、本人宛に案内とゼッケンを郵送します。　（８月上旬に）

【距離／時間】 距離 制限時間 通過制限時間
スイム 　１．５Km 　（ウェットスーツ着用) ３４分５９秒 ３４分５９秒
バイク ８２．０Km 　10.25Km×8周回 ３時間１０分０１秒 ３時間４５分
ラン ２３．４５Km 　4.67Km×5周回　+　ゴール手前100ｍ ２時間４５分 ６時間３０分
合計 １０６．９５Km ６時間３０分 ６時間３０分

【表　　　　彰】 ・総合・・・１位～３位
・男子年代別・・・１０，２０，３０，４０，５０，６０才代　　１位～３位
・女子年代別・・・１０，２０，３０，４０，５０，６０才代　　１位
・完走賞（制限時間内完走者）・・・バスタオル

　　　☆　表彰式は、１５：１０ 頃からを予定しています。
【成　績　表 】 リザルト、スナップ写真、忘れ物、等々は数日後にホームページに掲載致します。

【ＰＲ】 全日本トライアスロンクラブ（ＡＴＣ）のホームページ
URL  =  http://www.atc-triathlon.com/html/

【 第３７回　彩湖道満トライアスロン大会　（ＡＴＣカップ大会） 】 

男性　：　１６，８００円　、　女性 ／ 学生　：　１５，８００円　、　ＡＴＣ会員　：　１０，８００円

1500mスイム・ペース表

 [ 大会当日現地での支払は御遠慮いただいております。]

午前７時　　　　受付終了・・・午前８時　　（管理橋先の右側の広場。南駐車場が便利です。）

　4.67Km×2周回　+　ゴール手前100ｍ １時間００分
５時間００分

・完全完走賞（第1Rより第2Rの方が速い人）

・・・・・　夏の暑さを楽しもう ！！　・・・・・

　　内容 制限時間
610m往復の1.22Km　＋　4.67Km×2周回 １時間００分

　10.25Km×8周回 ３時間００分

２０２２年　　ＡＴＣ主催大会　　予定
【第２１回　彩湖道満グリーンパークデュアスロン大会】

～　春風にまけるな、一人で風を受けて走れ　！　～

　めざせ！
　　　　　パーフェクト完走！！

※　各パートの制限時間内走破！

 [ 大会当日現地での支払は御遠慮いただいております。] ※　第１ランより、
　　　　　第２ランの方をより早く！


