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ようこそ、加西市へ。

記念すべき「第 10 回グリーンパークトライアスロン in 加西」が、全国各地よりたくさんの方にご参加い

ただき、無事開催できますこと、心より感謝申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により競技種目をデュアスロンに変更し、大会を開催いたしま

した。まだまだ警戒すべき日々が続いていますが、本大会においては、安心して参加していただけるよう、

昨年同様感染症対策を十分に講じた上、様々な工夫を施し３年ぶりにトライアスロンを実施することを決意

いたしました。

加西市には、約 900 ものため池をはじめ、豊かな自然環境が残っています。本大会はこれらの地域資源を

活かし、トライアスロンでは珍しいため池でのスイムと善防山の麓や田園風景を舞台にしたバイクコース・

ランコースとして、初心者から上級者まで幅広い年代の方が気軽に楽しく参加できる大会としてスタートし

ました。そして本大会より「JTU エイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ対象大会」となり、

より洗練された大会として多くのトライアスリートをお迎えできるようになりました。

新型コロナウイルス感染症、ウクライナ紛争、自然災害など日本国内のみならず世界中が大変な課題に直

面している現在、先の見えない未来に多くの方が不安を抱えています。こんな時だからこそ前に進むことで

見えてくる景色に新たな希望が見えてくることもあるでしょう。トライアスリートの皆様からそんなことを

教えてもらう機会にもなると思います。

―――もっと先へ、その先のスタートラインへ

選手皆様の健闘や踏ん張りが参加者のみならず、応援する側にも元気と勇気を与え、希望の光となること

を期待しています。

結びに、本大会の開催にあたり、ご協力いただきました各社、各種団体、ボランティアの方々、兵庫県ト

ライアスロン協会の方々に感謝申し上げます。

皆さまのご健勝並びに本大会の成功を心よりお祈り申し上げ、挨拶とさせていただきます。

日頃からトライアスロン、パラトライアスロンそして関連マルチスポーツの普及と発展に貢献している「第

10 回グリーンパークトライアスロン in 加西大会」が今年からは新たに「JTU トライアスロンエイジグループ・

ナショナルチャンピオンシップシリーズ大会」として開催されるにあたり、トライアスロンファミリーを代

表して皆さまを歓迎申し上げます。

ため池をスイムコースに設定し、稲穂や彼岸花がバイク、ランコース沿いを鮮やかに彩る全国でも珍しい

「内陸部型」の本大会を、参加選手の皆さんは心待ちにしていたことと思います。大会関係者や地域の皆様の

ご尽力により、各地から集う選手たちが日頃の練習の成果を発揮することを期待しております。

一昨年来、思うように大会が開催できない時期が続きましたが、昨夏、東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック競技大会が実現したことは、多くのスポーツ関係者を勇気づけました。また、各地域の皆様の柔軟

な対応により、全国各地で約 300 の社会貢献活動が実施され、トライアスロンファミリーの底力も感じるこ

とができました。

そして、この度、日本トライアスロン連合では、従来のエイジグループランキングの仕組みを一新し、他

の競技団体やスポーツイベントに先駆けた試みとして「JTU エイジグループ・ナショナルチャンピオンシッ

プシリーズ」を創設しました。レースを完走したすべての選手に世界選手権への日本代表選手資格が付与さ

れるこの新しいシリーズは、多くのトライアスリートの新たな情熱と意欲を駆り立てることでしょう。

このようなスポーツの世界においても、持続可能な開発目標（SDGs）への貢献が求められています。スポー

ツを通じた健康増進・体力向上、地域創生・活性化の推進は、トライアスロン界が目指す指針と一致するも

のです。さらに、自然を活用して行われるトライアスロンならではの取り組み方法は様々です。まずは、私

たち一人ひとりが日常的にできる環境問題へのアプローチの検討を提唱します。

「すべての挑戦を応援します！世界へ羽ばたけ、トライアスリート！」を合言葉に、全国各地のトライアス

ロン関係者の皆様と一致団結し、心新たに「健康スポーツ・トライアスロン」の普及・発展に力を合わせて

取り組んで参りたいと考えておりますので、より一層のお力添えをよろしくお願いいたします。

本大会にご支援をいただいた企業・団体そしてボランティアの皆様に心から御礼を申し上げます。「加西大

会」が、選手に愛され、より地域の振興と福祉に貢献できるよう、関係者の皆様のご支援をお願いし、大会

の成功を心よりお祈りいたします。

「第 10 回グリーンパークトライアスロン in 加西大会」並びに「第 34 回兵庫県トライアスロン選手権」へ

のご参加の皆様方に対し、心より歓迎の意を表します。

コロナ過でまだまだ予断を許さない状況にある中、感染症対策を講じた上で開催を決断され、トライアス

リートへ競技の機会を与えて頂きましたこと、加西市をはじめ実行委員会の皆様方に心から御礼申し上げま

す。さらに、開催にご理解を頂いた地元住民の皆様方、大会を支えてくださる地元ボランティア、スタッフ

の皆様方にも重ねて厚く御礼申し上げます。

さて、今大会は今年より「JTU トライアスロンエイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ

対象大会」となり、レースを完走したすべての選手にポイントが付与され、日本代表選手の資格が得られる大

会になりました。さらにそのポイントシステムを利用し「近畿エイジチャンピオン」を決める大会ともなり、

その栄光を収めんと、近畿圏はもとより、全国から多くのトライアスリートをお迎えする事となりました。

今大会は波や流れの無い穏やかなため池を使ったスイム、収穫前の黄金色に染まった田園の中を走るバイ

ク、緑あふれるため池の周囲を巡るラン。タイミングがあえば、可愛らしい北条鉄道との並走も出来るすば

らしいロケーションで開催される大会です。ぜひ兵庫・加西の自然環境を満喫しながら、日々のトレーニン

グの成果を思う存分発揮して、レースを楽しんでください。

また第８回大会よりパラトライアスロンの普及という目的を掲げ、回を追うごとに参加部門を増やし、パ

ラトライアスリートの受入れを行って参りました。今回も各カテゴリーにわたり参加選手も増え、着実にパ

ラトライアスロンの裾野は広がっているものと思います。その期待に応えるべく、今後とも一層の環境整備

に努めて参ります。

生涯スポーツとしてのトライアスロン、兵庫県及び近畿チャンピオンの獲得という、普及と強化という両

面の課題を担う本大会ですが、フィニッシュを迎えられるとき、参加される選手の皆様方をはじめ、スタッフ、

ボランティアの皆様方の多くの笑顔に囲まれる事ができれば幸いに思います。

結びに本大会にご協賛いただいたスポンサー各社に対し、厚く御礼申し上げるとともに、今後とも本大会

の発展のため、なお一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。

ごあいさつ

大会長

加西市長　西村 和平

兵庫県トライアスロン協会

会長　末松 信介

公益社団法人 

日本トライアスロン連合（JTU）

会長　岩城 光英
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大会役員

大会長・実行委員長

副大会長

大会顧問

実行委員副委員長

実行委員

協力委員

競技委員

西村　和平

末松　信介

関　　芳弘

榎本　和夫

岸田　吉史

宮本　悦子

西村　治

増本　徹

市場　博幸

宮本　宗明

稲岡　進

高橋　晴彦

櫻井　臣義

安積　保

深田　秀一

谷勝　公代

田中　俊宏

森井　和喜

藤井　秀明

渡邊　仁

仲宗根達也

河合　賢八

木倉　博

須崎　孝次

八尾　彰一

石飛　肇

松尾由紀恵

竹中　義貴

進藤　純男

福嶋　尊史

加西市長

兵庫県トライアスロン協会会長

兵庫県トライアスロン協会副会長

兵庫県トライアスロン協会副会長

（公社）日本トライアスロン連合常務理事

（公社）日本トライアスロン連合理事

特定非営利活動法人加西市体育協会会長

兵庫県トライアスロン協会理事長

（一社）加西市観光協会会長

兵庫県トライアスロン協会理事（技術代表）

加西市陸上競技協会会長

加西市区長会会長 / 北条地区代表区長

下里地区代表区長

賀茂地区代表区長

加古川西部土地改良区事務局長

加西市連合婦人会会長

加西市観光研究会委員長

加西商工会議所事務局長

北条鉄道株式会社常務

兵庫県トライアスロン協会顧問

兵庫県トライアスロン協会副理事長

兵庫県トライアスロン協会常任理事 ( 審判長 )

兵庫県トライアスロン協会パラトライアスロン委員長

兵庫県トライアスロン協会理事

兵庫県トライアスロン協会理事

兵庫県トライアスロン協会理事

兵庫県トライアスロン協会理事

兵庫県トライアスロン協会理事

兵庫県トライアスロン協会メディカル委員

JTU 近畿ブロック・パラトライアスロン委員長
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大会概要

トライアスロン　51.5km

パラトライアスロン（PTS/PTVI/PTWC）　27.35km

名 称

大会指定

開催場所

主催・共催

競技主管

後 援

協賛・協力

開 催 日

第 10回グリーンパークトライアスロン in 加西

2022年 JTUトライアスロンエイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ対象大会

第 34回兵庫県トライアスロン選手権

善防公民館周辺特設コース

グリーンパークトライアスロン in 加西実行委員会・加西市

兵庫県トライアスロン協会

（公社）日本トライアスロン連合

味の素㈱、加西市医師会、加西市吹奏楽団、加西市連合婦人会、㈻日ノ本学園日ノ本学園高

等学校、関西潜水連盟、北はりま消防組合、コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、神戸市ラ

イフセービングクラブ、スタジオ栄光社、スポーツクラブNAS㈱、播州加西あばれ太鼓、

兵庫県立播磨農業高等学校、兵庫県立北条高等学校、フォトアイ、北条鉄道㈱、㈱ポリスター

製作所、まねき食品㈱、丸中製菓㈱、村田製作所　（50音順）

令和４年９月 25日（日）

競技内容 /競技種目　トライアスロン /51.5㎞　パラトライアスロン /27.35㎞

競技クラス　　　　　18歳以上

種目 距　　離 制限時間 コース

スイム
1.5㎞

0.75㎞× 2 周回
スタートから　　　　　65 分 加西市皿池（王子町）

バイク
40㎞

6.2㎞× 6 周回 +1.4㎞ ( 往復 )
スタートから　　　　3 時間

加西市戸田井町・西長町・東剣坂町・岸呂町・ 
西横田周辺特設コース

ラ　ン
10㎞

2.4㎞× 4 周回 +0.4㎞
スタートから　　　　4 時間 加西市善防公民館及び皿池・善防池周辺特設コース

種目 距　　離 制限時間 コース

スイム
0.75㎞

0.75㎞× 1 周回
スタートから　　 　　　　40 分 加西市皿池（王子町）

バイク
21.4㎞

6.2㎞× 3 周回 +1.4㎞ ( 往復 )
スタートから　　1 時間 45 分

加西市戸田井町・西長町・東剣坂町・岸呂町・ 

西横田周辺特設コース

ラ　ン
5.2㎞

2.4㎞× 2 周回 +0.4㎞

スタートから　　2 時間 40 分
（PTWC　2 時間）

加西市善防公民館及び皿池・善防池周辺特設コース

※ PTWC（車いすで出場）部門の方に関しては、一部のバイクコースにてラン種目を行います。
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パラトライアスロン　クラス分け基準

カテゴリ 障がい 競技方法 特徴

PTWC
下肢に障がい、車椅
子を使用する選手

競技用の車椅子を使用し、座

位で競技をする。

自転車は仰向け姿勢で手でこぐハンドサイクル、

ランは３輪の車椅子レーサーで走る。

PTS2~5
上・下肢の切断や
機能障がいなど

障がいの程度による義足や補助

具を使用し、立位で競技をする。

義足を装着して自転車を漕ぎ走る。またスティッ

ク（杖）を使って走る。（重度２～５）

PTVI 視覚障がい ガイドと共に２人で競技をする。
ガイドとロープで繋がって泳ぎ、走る。自転車は

２人乗りのタンデムバイクを使用する。

表 彰

ゲ ス ト

トライアスロン

個人総合 男女各 3 位まで

個人エイジグループ別 上記を除く 29 歳以下、30 ～ 39 歳、40 ～ 49 歳、50 ～ 59 歳、

 60 歳以上、男女各 3 位まで

リレー総合 3 位まで

パラトライアスロン

 PTWC、PTS2、PTS3、PTS4、PTS5、PTVI

 各部門個人総合／男女各 1 位

共　通

兵庫県トライアスロン選手権　男女総合優勝者

10 回連続出場者

田山 寛豪さん 2007 年ワールドカップ優勝（日本人初）

トライアスロン競技日本代表（アテネ、北京、ロンドン）

日本選手権 11 勝

大 会 ス ケ ジ ュ ー ル

9/25
(SUN)

選手受付（A グループ） 6:30 ～ 善防中学校

選手受付（B グループ） 7:00 ～ 善防中学校

受付クローズ 7:40

トランジションクローズ 7:50

スイムウォームアップ 8:00 ～ 8:20

スタートセレモニー  8:30 ～

競技スタート

・個人 / リレー

・PTS/PTVI

・PTWC

 8:40 ～

 9:30 ～

10:20 ～

競技終了

12:50

12:10

12:30

競技終了 13:00

A トランジションオープン 13:05

B トランジションオープン 13:20

トランジションクローズ 13:50



中 国 自 動 車 道 加西IC

至 小野

至 粟生駅

至 滝野

至 西脇・多可

至 社

至 社

至 加古川（バイパス加古川）至 加古川（バイパス加古川西）

至 姫路

至 福崎

フラワーセンター

市役所

加西病院

五百羅漢

善防交差点

大会会場

善防公民館
王子町交差点

いこいの村はりま

372

372 法華口

段下

玉野

加古川
北IC

山 陽 自 動 車 道

北

条

鉄

道

播磨下里駅

北条町駅

イオン加西
北条SC

大会当日選手駐車場

ぜんぼう
グリーンパーク

加西警察

善防中学校

大阪－（JR/50 分）－加古川－（JR/25 分）－粟生－（北条鉄道 /13 分）－播磨下里

三ノ宮－（JR/29 分）－加古川－（JR/25 分）－粟生－（北条鉄道 /13 分）－播磨下里

または 神戸高速新開地－（神戸電鉄 /60 分）－粟生－（北条鉄道 /13 分）－播磨下里

播磨下里より会場まで徒歩 10 分

中国縦貫自動車道「加西 IC」より会場まで 15 分

山陽自動車道「加古川北 IC」より会場まで 10 分

大阪駅－（中国ハイウェイバス /1 時間 30 分）－北条

京都駅－（津山エクスプレス京都号 /1 時間 43 分）－北条

三ノ宮駅－（三ノ宮線 [ 宍粟～三ノ宮 ]/1 時間 10 分）－北条

姫路駅－（路線バス /52 分）－北条

三ノ宮・大阪・京都から加西へは直通の高速バスが出ており便利です。

電車

バス

車

※8:30～交通規制がかかります。

パラトランジション

皿　池

善防中学校
START

善防
公民館 芝生広場

FINISH

エイド

選手駐車場

ペナルティ
ボックス

乗降車ライン

スイム招集エリア

メガネ置場

大会関係者
駐車場

N

計測

トランジション

エイド

Swim

Bike

Run

5

大会メイン会場マップ概要

アクセスマップ



皿　池

善防中学校

乗降車ライン

計測

トランジション

検査

問診

受付

救護車両

トラバック
参加賞渡し

善防公民館

芝生広場

FINISH

計測 個包装マスク

フィニッシャー
タオル

アンクル
バンド

警察

HTA

警備
本部

救護テント

緊急車両
駐車場所

最終エイド
ステーション

6

受付レイアウト
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競技コースマップ トライアスロン（個人・リレーの部）・パラトライアスロン（PTS)
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競技コースマップ パラトライアスロン（PTWC）
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スタートリスト

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

101 長 蓮成 男 19 熊本県 熊本市

102 鈴木 翔馬 男 20 愛知県 豊田市

103 筒井 力駆 男 20 愛知県 岡崎市

104 五百蔵 春良 男 21 福岡県 福岡市

105 川村 航太郎 男 22 愛知県 半田市

106 西川 主浩 男 22 兵庫県 姫路市

107 埜田 潤 男 24 大阪府 羽曳野市

108 江草 幸一 男 25 愛知県 名古屋市

109 杉山 正樹 男 25 兵庫県 伊丹市

110 橋本 怜央 男 26 大阪府 豊中市

111 阿部 祐也 男 27 兵庫県 神戸市

112 濱口 侑児 男 28 兵庫県 宝塚市

113 杉浦 貴之 男 28 兵庫県 姫路市

114 加納 侑士 男 29 福岡県 北九州市

115 桝井 亮甫 男 30 大阪府 豊中市

116 木口 僚 男 30 大阪府 大阪市

117 本岡 誉登 男 30 兵庫県 明石市

118 鮫嶋 浩生 男 30 鹿児島県 鹿児島市

119 中山 雄樹 男 30 大阪府 大阪市

120 竹川 博 男 30 福岡県 北九州市

121 シヴァクマル ジャヤピラカシュ 男 30 大阪府 寝屋川市

122 木村 将貴 男 30 大阪府 摂津市

123 中井 純平 男 31 奈良県 香芝市

124 赤松 友貴 男 32 兵庫県 姫路市

125 足立 安弘 男 33 兵庫県 丹波市

126 荒木 清孝 男 33 広島県 広島市

127 高橋 優太 男 33 岡山県 倉敷市

128 小竹 佑治 男 34 大阪府 豊中市

129 山下 健人 男 34 兵庫県 神戸市

130 宅間 徹 男 34 京都府 京都市

131 野坂 直希 男 35 大阪府 南河内郡

132 上塲 力 男 35 大阪府 高槻市

133 神田 達哉 男 36 岡山県 岡山市

134 吉野 大樹 男 36 兵庫県 伊丹市

135 田中 佑典 男 36 大阪府 豊中市

136 安原 努 男 36 大阪府 高槻市

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

137 丸山 勇介 男 36 大阪府 吹田市

138 登内 隆宏 男 37 徳島県 徳島市

139 中村 忠記 男 37 兵庫県 神戸市

140 長谷部 竜祐 男 37 大阪府 東大阪市

141 和田 健太 男 37 兵庫県 神戸市

142 田中 寛記 男 37 愛媛県 松山市

143 高田 浩徳 男 37 大阪府 八尾市

144 高梨 宏修 男 37 愛知県 豊田市

145 別府 明彦 男 37 兵庫県 加古川市

146 木村 隆浩 男 37 兵庫県 伊丹市

147 菊池 康裕 男 37 兵庫県 神戸市

148 中内 晋二郎 男 38 鳥取県 鳥取市

149 森本 春助 男 38 兵庫県 神戸市

150 井貫 琢也 男 38 兵庫県 揖保郡

151 滝井 幸治 男 39 兵庫県 神戸市

152 芝﨑 潤 男 39 兵庫県 尼崎市

153 甲斐嶋 祐介 男 39 京都府 舞鶴市

154 山本 晃 男 39 大阪府 大阪市

155 壽賀 公彦 男 39 広島県 広島市

156 松田 洋輔 男 39 兵庫県 神戸市

157 大川 陽 男 40 兵庫県 神戸市

158 清水 哲平 男 40 大阪府 大阪市

159 木下 裕司 男 40 大阪府 大阪市

160 青葉 洋明 男 40 岡山県 倉敷市

161 岩井 慎一郎 男 40 大阪府 東大阪市

162 櫻井 秀樹 男 40 愛知県 名古屋市

163 田中 慶雅 男 40 兵庫県 尼崎市

164 吉本 康匡 男 40 兵庫県 神戸市

165 三宅 大貴 男 40 大阪府 守口市

166 三宅 健太 男 40 兵庫県 加西市

167 馬場 正輝 男 40 兵庫県 加古川市

168 呉 越 男 40 京都府 京都市

169 遠山 和巳 男 40 徳島県 徳島市

170 小松 照幸 男 41 大阪府 大阪市

171 後藤 陽平 男 41 兵庫県 西脇市

172 山中 雄太 男 41 兵庫県 神戸市

トライアスロン　個人　スタート 8時 40 分

 ねひめマーク…兵庫県加西市在住の方
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レース No. 氏名 性別 年齢 住所

173 西岡 邦仁 男 41 大阪府 羽曳野市

174 浅野 学司 男 41 岡山県 総社市

175 平川 貴嗣 男 41 大阪府 堺市

176 鈴江 真史 男 41 徳島県 徳島市

177 嵜本 晃次 男 41 兵庫県 芦屋市

178 山縣 一平 男 41 兵庫県 伊丹市

179 池田 達彦 男 41 大阪府 和泉市

180 市川 哲也 男 42 大阪府 東大阪市

181 横山 幸平 男 42 兵庫県 神戸市

182 廣猟 太朗 男 42 兵庫県 伊丹市

183 森 泰宏 男 42 京都府 乙訓郡

184 青木 伸也 男 42 兵庫県 豊岡市

185 永井 秀典 男 42 兵庫県 西脇市

186 井上 和人 男 43 兵庫県 小野市

187 戸田 琢 男 43 愛知県 稲沢市

188 安松 健太郎 男 43 兵庫県 西宮市

189 大杉 豪 男 43 兵庫県 西宮市

190 西川 智 男 43 兵庫県 明石市

191 西川 雄一郎 男 43 兵庫県 神戸市

192 石川 尊士 男 43 大阪府 東大阪市

193 田中 基之 男 43 兵庫県 神戸市

194 岡本 尚樹 男 44 兵庫県 西宮市

195 広川 興作 男 44 兵庫県 西宮市

196 嶋岡 裕史 男 44 大阪府 大阪市

197 竹村 浩和 男 44 兵庫県 宝塚市

198 平田 篤 男 44 岡山県 倉敷市

199 山田 明弘 男 44 兵庫県 加西市

200 松山 純範 男 44 大阪府 大阪市

201 堂西 信貴 男 44 大阪府 大阪市

202 丸尾 倫一 男 44 兵庫県 加古郡

203 城向 邦彦 男 45 大阪府 高槻市

204 村上 幸宏 男 45 大阪府 箕面市

205 山口 賢 男 45 京都府 京都市

206 植田 武士 男 45 滋賀県 米原市

207 下野 善弘 男 45 神奈川県 横浜市

208 空 剛史 男 45 大阪府 大阪市

209 地良田 大介 男 45 香川県 高松市

210 麻田 泰利 男 45 大阪府 豊中市

211 大出 幸生 男 45 兵庫県 明石市

212 舛形 勲 男 46 香川県 高松市

213 木村 哲也 男 47 広島県 東広島市

214 蜂須賀 崇 男 47 大阪府 大阪市

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

215 石井 伸佑 男 47 広島県 広島市

216 石川 将太郎 男 47 愛媛県 四国中央市

217 森 拓哉 男 47 大阪府 茨木市

218 安藤 辰 男 47 岡山県 倉敷市

219 山部 真一 男 47 岡山県 倉敷市

220 藤野 彰弘 男 47 岡山県 岡山市

221 林 英樹 男 47 京都府 京都市

222 吉田 和史 男 47 大阪府 高槻市

223 西脇 義修 男 48 岡山県 玉野市

224 矢野 知章 男 48 兵庫県 明石市

225 新田 啓之介 男 48 徳島県 徳島市

226 西川 洋一郎 男 48 和歌山県 紀の川市

227 渡部 功治 男 48 兵庫県 姫路市

228 近藤 寿彦 男 48 徳島県 徳島市

229 米原 浩茂 男 48 愛知県 豊田市

230 馬島 寿和 男 48 兵庫県 神戸市

231 武村 貴行 男 48 大阪府 大東市

232 中山 隆夫 男 48 岡山県 倉敷市

233 伊賀 将治 男 48 兵庫県 神戸市

234 大城 範久 男 48 京都府 宇治市

235 薮下 徹 男 48 大阪府 泉大津市

236 八尾 啓介 男 49 兵庫県 川西市

237 春井 久永 男 49 兵庫県 姫路市

238 田中 和也 男 49 兵庫県 小野市

239 細渓 拓男 男 49 京都府 亀岡市

240 中川 和雅 男 49 愛知県 名古屋市

241 川口 和也 男 49 大阪府 門真市

242 山下 大輔 男 49 京都府 舞鶴市

243 樫原 一仁 男 49 兵庫県 西宮市

244 亀田 行康 男 49 愛媛県 松山市

245 井野 健一 男 49 兵庫県 神戸市

246 佐々 直樹 男 49 香川県 高松市

247 安田 大介 男 49 兵庫県 神戸市

248 岸本 啓司 男 49 京都府 京都市

249 久岡 卓司 男 49 兵庫県 神戸市

250 松本 隆央 男 50 徳島県 小松島市

251 林 敬治 男 50 福岡県 大野城市

252 荒川 学 男 50 兵庫県 神戸市

253 松岡 直幹 男 50 香川県 高松市

254 福元 哲郎 男 50 広島県 福山市

255 黒山 剛 男 50 福岡県 春日市

256 山下 直行 男 50 兵庫県 神戸市
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レース No. 氏名 性別 年齢 住所

257 中舎 真一 男 50 兵庫県 明石市

258 薗畑 敦史 男 50 兵庫県 明石市

259 柴田 嘉宏 男 50 京都府 宇治市

260 関谷 正明 男 50 兵庫県 姫路市

261 金井 孝 男 51 兵庫県 尼崎市

262 西田 達矢 男 51 大阪府 大阪市

263 田中 寛二 男 51 佐賀県 佐賀市

264 生駒 元保 男 51 兵庫県 西宮市

265 白井 稔 男 51 大阪府 大阪市

266 今岡 千明 男 51 福岡県 糸島市

267 北岡 浩 男 51 大阪府 東大阪市

268 福永 恵一 男 51 兵庫県 姫路市

269 岩中 理人 男 51 広島県 東広島市

270 歌原 秀晃 男 51 兵庫県 神戸市

271 大原 崇 男 51 兵庫県 姫路市

272 中山 裕士 男 51 和歌山県 和歌山市

273 田中 範弘 男 51 広島県 東広島市

274 鍵谷 謙介 男 51 兵庫県 芦屋市

275 杉浦 誠 男 51 大阪府 四條畷市

276 田嶋 正一 男 51 兵庫県 神戸市

277 赤松 昭一 男 51 兵庫県 姫路市

278 藤川 睦夫 男 51 兵庫県 姫路市

279 中西 聖 男 51 広島県 福山市

280 平野 博明 男 52 三重県 桑名市

281 中野 靖 男 52 岡山県 倉敷市

282 新井 孝史 男 52 大阪府 交野市

283 友井 則美 男 52 広島県 三原市

284 笠井 慎二 男 52 徳島県 板野郡

285 濱野 曜一 男 52 兵庫県 神戸市

286 桧皮 雅継 男 52 徳島県 徳島市

287 曽我 武司 男 52 兵庫県 西宮市

288 稲田 大郎 男 52 兵庫県 神戸市

289 山上 達也 男 52 兵庫県 神戸市

290 吉澤 峰青 男 52 兵庫県 川西市

291 横山 満春 男 52 愛媛県 東温市

292 梶浦 義顕 男 52 兵庫県 宝塚市

293 村上 国博 男 52 大阪府 高槻市

294 大田 慎三 男 53 広島県 福山市

295 上崎 尚吾 男 53 京都府 京都市

296 九里 英之 男 53 京都府 京都市

297 角矢 聡 男 53 大阪府 堺市

298 青木 哲哉 男 53 鳥取県 東伯郡

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

299 奥野 英明 男 53 兵庫県 神戸市

300 佐竹 秀和 男 54 兵庫県 神戸市

301 石井 龍宏 男 54 広島県 福山市

302 宮崎 幸宏 男 54 福岡県 福岡市

303 西川 石雄 男 54 滋賀県 甲賀市

304 西阪 充 男 54 大阪府 岸和田市

305 西澤 正志 男 54 滋賀県 甲賀市

306 永井 真 男 54 兵庫県 川辺郡

307 東條 進 男 54 兵庫県 神戸市

308 川島 輝之 男 54 大阪府 枚方市

309 柿本 秀樹 男 54 鳥取県 境港市

310 新ヶ江 一守 男 54 佐賀県 佐賀市

311 田村 博之 男 54 兵庫県 姫路市

312 上田 優 男 54 大阪府 大阪市

313 林 卓司 男 54 大阪府 大阪市

314 浅本 勝一 男 55 大阪府 岸和田市

315 釜谷 朋宏 男 55 大阪府 吹田市

316 大西 敬人 男 55 徳島県 徳島市

317 大濱 徹 男 55 愛知県 東海市

318 池田 慶三 男 55 大阪府 枚方市

319 大石 尾張 男 55 東京都 町田市

320 白神 昭 男 55 兵庫県 三田市

321 村上 啓二 男 55 京都府 京都市

322 上坪 正人 男 55 兵庫県 姫路市

323 田中 宏治 男 55 岡山県 浅口市

324 中谷 裕司 男 55 兵庫県 姫路市

325 西田 英樹 男 55 滋賀県 近江八幡市

326 内野 敏郎 男 55 兵庫県 西宮市

327 野津 賢治 男 55 兵庫県 西宮市

328 藤原 成祥 男 55 愛知県 春日井

329 清水 靖士 男 55 岡山県 真庭市

330 山本 顕司 男 57 大阪府 泉南市

331 植村 潤二 男 57 京都府 宇治市

332 松島 順也 男 57 大阪府 大阪市

333 向 敏史 男 57 兵庫県 神戸市

334 永田 善郎 男 57 東京都 世田谷区

335 庄 直哉 男 57 兵庫県 宝塚市

336 河野 勝義 男 58 大阪府 大阪市

337 佐野 吉雄 男 58 広島県 福山市

338 高橋 佳伸 男 58 福岡県 福岡市

339 市木 雅広 男 58 兵庫県 神戸市

340 栗岡 耕治 男 58 兵庫県 揖保郡

 ねひめマーク…兵庫県加西市在住の方
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レース No. 氏名 性別 年齢 住所

341 藤原 康司 男 58 兵庫県 三田市

342 赤木 政春 男 58 大阪府 吹田市

343 藤井 芳晴 男 58 兵庫県 三木市

344 濱口 信之 男 59 大阪府 八尾市

345 野崎 貞正 男 59 福岡県 太宰府

346 白倉 敬三 男 59 福岡県 大野城市

347 野口 英雄 男 60 兵庫県 高砂市

348 豊田 栄二 男 60 岐阜県 大垣市

349 山本 義夫 男 60 岡山県 倉敷市

350 岩本 正三 男 60 福岡県 筑紫野市

351 西田 真人 男 60 福岡県 福岡市

352 高橋 健志 男 61 福岡県 小郡市

353 小島 一朗 男 61 京都府 京都市

354 浦田 誠 男 61 福岡県 大牟田市

355 埜田 芳弘 男 62 大阪府 羽曳野市

356 柘植 孝之 男 62 愛知県 小牧市

357 児玉 浩樹 男 62 広島県 広島市

358 福田 章典 男 62 滋賀県 大津市

359 稲葉 正一 男 62 兵庫県 川西市

360 岡崎 好文 男 63 兵庫県 三田市

361 道川 成一 男 64 大阪府 和泉市

362 塩谷 浩二 男 64 福岡県 那珂川市

363 山本 登志夫 男 64 大阪府 高石市

364 前崎 泰亮 男 65 熊本県 熊本市

365 藤原 元 男 65 兵庫県 神崎郡

366 松田 安紀夫 男 65 兵庫県 赤穂市

367 門場 靖司 男 65 兵庫県 洲本市

368 岸本 哲嘉 男 65 京都府 京都市

369 美山 俊一 男 65 岡山県 岡山市

370 西原 学 男 66 岡山県 和気郡

371 片山 隆 男 66 山口県 玖珂郡

372 大西 正美 男 66 兵庫県 加西市

373 原 正弘 男 66 兵庫県 尼崎市

374 岸田 健 男 67 兵庫県 宝塚市

375 石橋 剛 男 68 大阪府 吹田市

376 山本 義博 男 70 兵庫県 西脇市

377 伊藤 弘善 男 71 滋賀県 草津市

378 西村 賢造 男 71 兵庫県 加西市

379 吉本 賢一 男 71 兵庫県 神戸市

380 山口 誠 男 72 兵庫県 加西市

381 揖場 裕 男 72 兵庫県 姫路市

382 松川 幹雄 男 73 兵庫県 芦屋市

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

383 小寺 卓郎 男 73 兵庫県 川西市

384 白桃 繁行 男 74 大阪府 高槻市

385 宗政 義仁 男 76 兵庫県 芦屋市

386 中川 隆二 男 78 兵庫県 宝塚市

387 中島 守 男 80 兵庫県 宝塚市

501 長藤 宏美 女 22 大阪府 堺市

502 小栗 梓 女 25 愛知県 名古屋市

503 平井 澪希 女 25 京都府 京都市

504 千々岩 彩音 女 27 大阪府 大阪市

505 河野 典子 女 29 大阪府 大阪市

506 吉本 雪音 女 30 兵庫県 神戸市

507 河田 真奈 女 36 福岡県 北九州市

508 宮部 はるか 女 37 大阪府 大阪市

509 蛯名 茜 女 37 広島県 広島市

510 林 摩耶 女 38 香川県 綾歌郡

511 仲辻 弥生 女 40 大阪府 羽曳野市

512 松村 美雪 女 40 大阪府 大東市

513 垣内 夏希 女 41 兵庫県 尼崎市

514 八木 恭子 女 42 佐賀県 唐津市

515 堂西 景子 女 43 大阪府 大阪市

516 徳地 明 女 43 滋賀県 甲賀市

517 酒田 藍子 女 44 大阪府 大阪市

518 蔵重 知子 女 44 兵庫県 神戸市

519 戸田 友子 女 44 兵庫県 神戸市

520 田渕 亜紀 女 45 大阪府 羽曳野市

521 中村 奈緒子 女 46 福岡県 北九州市

522 芝﨑 理恵 女 48 兵庫県 尼崎市

523 井戸 弘子 女 48 兵庫県 たつの市

524 松本 華奈 女 49 島根県 松江市

525 藤田 尚子 女 49 大阪府 東大阪市

526 松川 希代子 女 49 兵庫県 加西市

527 舛形 敦子 女 49 香川県 高松市

528 山本 弘美 女 49 兵庫県 神戸市

529 田中 有美子 女 49 大阪府 大阪市

530 久恒 佐知子 女 50 愛知県 大府市

531 三輪 泉 女 52 兵庫県 神戸市

532 佐野 千穂 女 52 広島県 福山市

533 児玉 智恵子 女 52 兵庫県 神戸市

534 藤井 薫 女 53 兵庫県 三木市

535 井口 由美 女 53 兵庫県 川西市

536 三宅 直子 女 53 岡山県 岡山市

537 林 久美子 女 54 大阪府 吹田市
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レース No. 氏名 性別 年齢 住所

11 樋栄 聖 男 49 大阪府 茨木市

12 円尾 敦子 女 48 兵庫県 伊丹市

13 高橋 美也子 女 57 大阪府 大阪市

14 樫木 亮太 男 34 大阪府 大阪市

15 白江 淑浩 男 64 大阪府 大阪市

16 朝野 由貴 女 55 大阪府 大阪市

17 円尾 智彦 男 54 兵庫県 伊丹市

18 日高 恒仁 男 54 大阪府 大阪市

レース No. 種別 チーム名 氏名 性別 年齢 住所

901

スイム

ばり

ごっつい

大久保 友美 女 49 兵庫県 加東市

バイク 藤末 淳史 男 39 兵庫県 神崎郡

ラン 工藤 雅也 男 40 兵庫県 加西市

902

スイム

安田小

サーカス

安田 彩香 女 34 兵庫県 加西市

バイク 安田 修 男 66 兵庫県 加西市

ラン

DINH 

THI THU 

TRANG

女 32 兵庫県 姫路市

903

スイム

TRY ×

FAMILY

山本 圭吾 男 51 香川県 さぬき市

バイク 南谷 有輝 男 26 愛知県 名古屋市

ラン 山本 麻衣 女 27 三重県 津市

904

スイム

まんかい１

境 勇二 男 兵庫県 三田市

バイク 田場 隆介 男 兵庫県 三田市

ラン 多田 協史 男 兵庫県 三田市

905

スイム

まんかい２

須田 知身 男 兵庫県 三田市

バイク 常岡 賢二 男 兵庫県 三田市

ラン 清水 賀栄 女 兵庫県 三田市

906

スイム

まんかい３

朝比奈 豊 男 兵庫県 三田市

バイク 濱田 真聡 男 兵庫県 三田市

ラン 片瀬 真理子 女 兵庫県 三田市

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

19 安井 正文 男 65 広島県 廿日市

20 福田 拓哉 男 28 兵庫県 西宮市

21 長瀬 亜衣 女 35 大阪府 大東市

22 松居 礼大 男 33 愛知県 名古屋市

23 永野 雅博 男 35 京都府 京都市

24 稲上 聖真 男 37 京都府 京都市

25 古賀 祐喜 男 36 大阪府 堺市

レース No. 種別 チーム名 氏名 性別 年齢 住所

907

スイム

まんかい４

平岡 浩二 男 兵庫県 三田市

バイク 石田 敏夫 男 兵庫県 三田市

ラン 西脇 慎太郎 男 兵庫県 三田市

908

スイム

先行逃げ

切り新屋組

玉串 悠馬 男 23 兵庫県 神戸市

バイク 新屋 一彦 男 53 兵庫県 神戸市

ラン 塩入 雄佑 男 43 兵庫県 神戸市

909

スイム

加西市役所

ごっとはん

牛尾 充宏 男 37 兵庫県 神崎郡

バイク 永良 丈晴 男 51 兵庫県 神崎郡

ラン 西村 和平 男 67 兵庫県 加西市

910

スイム

イーゾ

カサイ

福永 年秋 男 58 兵庫県 姫路市

バイク 高見 諭史 男 38 兵庫県 加西市

ラン 大道 行雄 男 40 兵庫県 加古川市

911

スイム

ミックス・

ベジタベル

津田 恵理子 女 47 兵庫県 姫路市

バイク 山岡 和宏 男 46 兵庫県 加西市

ラン 高見 圭子 女 53 兵庫県 加西市

912

スイム

ダブル

カノン

丸井 花音 女 18 兵庫県 伊丹市

バイク 野口 忍 男 49 兵庫県 伊丹市

ラン 野口 花音 女 18 兵庫県 伊丹市

913

スイム 川崎医療福

祉大学トラ

イアスロン

部

山口 裕真 男 21 岡山県 岡山市

バイク 藤岩 秀斗 男 21 岡山県 倉敷市

ラン 末永 虎士郎 男 20 岡山県 倉敷市

トライアスロン　リレー　スタート 8時 40 分

パラトライアスロン　スタート 9時 30 分

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

538 林 真由美 女 55 兵庫県 神戸市

539 池内 美保 女 56 岡山県 岡山市

540 恵良 奈緒美 女 58 山口県 周南市

541 澤 直美 女 58 大阪府 大阪市

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

542 武田 久美子 女 61 大阪府 高槻市

543 岩松 温子 女 65 兵庫県 神戸市

544 小杉 智英子 女 67 大阪府 豊中市

 ねひめマーク…兵庫県加西市在住の方
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ヘルスチェック
手洗いと消毒

時間に余裕をもった行動

オンラインの活用

ソーシャルディスタンス

ゴミ捨てゴミの分別

ハグや握手は控えよう

応援は拍手で
周囲への注意と配慮を

Triathlon Safety
for racing

新しい習慣を身につけよう

こまめな手洗いと消毒

 益社団法人 日本トライアスロン連合
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https://www.facebook.com/gptkasai/

グリーンパークトライアスロン in 加西実行委員会（加西市 文化・観光・スポーツ課）

TEL 0790 - 42 - 8773 　FAX 0790 - 42 - 8745 　Email  bunka@city.kasai.lg.jp

駐車場

交通規制・駐車場のお知らせ
第 10 回グリーンパークトライアスロン in 加西の開催に伴い、コース周辺道路が一時通行止めになります。

特に近隣住民の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

●通行止区間は車両の進入ができません。（横断も不可）

　●通行止区間内のアミカケ部分は通行許可証のある方および横断のみ通行可能です。

　できる限り、う回路をご利用くださるようお願い申し上げます。

日時：令和4 年９月25日（日）8:30～12:30通行止

善防公民館

播州東洋
ゴルフ倶楽部

シャトルバス
発着場所

シャトルバス
発着場所

田原駅

(8:30~13:00 入出庫不可）

ぜんぼうグリーンパーク

メイン会場

加西IC

通行止（8：30～12：30）

通行許可証のある方のみ通行可

う回路

中国自動車道

372

イオン加西店

Sora かさい

鶉野飛行場跡

(8:30~13:00） 入出庫不可
シャトルバス

播磨横田駅・下里小学校・岸呂町集出荷施設・
JA 善防支店・ぜんぼうグリーンパーク
特別支援学校・善防園

下里小学校⇔会場の間を、

8：00～14：30の間運行いたします。
（1 時間 2 往復程度）


