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大会概要

（1）大会名	 2022千葉シティトライアスロン大会
	 〜2022JTU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	兼
	 第 72 回千葉県民体育大会	トライアスロンの部	〜

（2）大会コンセプト	 日本最長の人工海浜、都市型公園等、千葉市の魅力ある施設を活かしたトライアスロン大会
	 障害者、地域住民も参加しやすく、初心者からベテランまで誰もが楽しむことのできるトライアスロン大会

（3）開催日時	 2022 年10月16日（日）

（4）開催場所	 千葉市美浜区　稲毛海浜公園周辺

（5）主催	 千葉シティトライアスロン実行委員会

（6）共催	 ( 公社 )日本トライアスロン連合

（7）主管	 (一社 ) 千葉県トライアスロン連合

（8）後援	 千葉市、千葉県、千葉市教育委員会、千葉県教育委員会、(公財 ) 千葉市スポーツ協会、

	 (公財 ) 千葉県スポーツ協会、(公財 )ちば国際コンベンションビューロー、千葉青果 (株 )

（9）協賛	 エンデュアライフ、リソルの森、轟クリニック
	 	 ローソン、味の素、スポーツクラブ NAS、JR 東日本、
	 	 日本アクアラング、セブントライ、TRUSS、IMAGE	MAGIC、ホテルグリーンタワー幕張、
	 	 山崎製パン、大塚製薬、eight	Bs、フォトクリエイト

（10）協力	 千葉市トライアスロン協会、千葉大学医学部附属病院スポーツメディクスセンター、
	 北千葉整形外科、フリート	バイク＆トライアスロン、千葉市地方卸売市場	青果部、	
	 千葉経済大学・千葉経済大学附属高等学校

（11）参加人数	 1,283 名（個人：1,203 名、リレー：22 組 /64 名、パラ12名、ガイド6名）

（12）競技種目

分類 距離（km） 参加年齢基準
※6 参加数

競技種目 カテゴリ スイム バイク ラン

トライアスロン

スタンダード
個人(JTU登録)※1

1.5 40 10 満18歳以上
680名

個人(JTU未登録) 201名
リレー※2 19組

スプリント
個人(JTU登録)

0.75 20 5 高校生以上
124名

個人(JTU未登録) 100名

ビギナー※3

個人 小学低学年

0.15 4 1

小学低学年 18名
小学高学年 小学高学年 22名
一般 中学生以上 53名

リレー※2 小学生以上 2組

パラトライアスロン
スプリント 個人 0.75 20 5 高校生以上 11名

ビギナー
個人※4 0.15 4 1

小学生以上
1名

リレー※2,	※5 0.15 4 1 1組

※1	日本トライアスロン連合登録会員　※2	リレー：2名以上構成のチームがリレー形式でスイム/バイク/ランを担当
※3	泳ぎが苦手な選手用にビーチウォーキングコースあり　※4	健常者のサポート可　
※5	チームに1名以上の障害者が含まれること。健常者のサポート可
※6	小中学生：2022年度の学年、　高校生：2022年度時点で16歳～18歳、　その他：2022年12月31日時点の年齢
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来賓挨拶

大会名誉会長
(公社)	日本トライア
スロン連合会長

岩城 光英

　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「2022千
葉シティトライアスロン大会」が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心から皆さまを歓迎
申し上げます。

　千葉市・稲毛海浜公園周辺を会場とし、年齢や障が
い問わず選手やスタッフ、地域住民の方々、誰もがトラ
イアスロンを楽しめるダイバーシティ&インクルージョン
な大会として根付き始めた本大会の開催を、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。本大会が、
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。
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大会副会長
千葉市トライアス
ロン協会	会長

茂⼿⽊ 直忠

　昨年は実質的な第1回大会を開催し、全国各地から多
くの皆様にご参加いただいたこと、感謝申し上げます。
また、今年も昨年を上回る選手の皆様をお迎えできるこ
と、大変喜ばしく、心から歓迎申し上げます。

　さて、皆さまをお迎えした千葉市は、スポーツ・レク
レーションを通じて健康で充実した暮らしが送れるよう、
「千葉ロッテマリーンズ」「ジェフユナイテッド市原・千葉」
「アルティーリ千葉」などのトップスポーツチームと市民
の方との交流事業、充実した競技施設や自然を生かした
スポーツイベントの誘致、パラスポーツの振興等各種ス
ポーツ施策を積極的に展開するとともに、市内開催競技
への理解や関心を高める為、様々な事業を実施しており
ます。

　また、本市は首都圏に位置し、県都として多くの商業
施設がありながら、海や緑などの豊かな自然もあり、自
然と都会が共存している街です。そして、本大会の会場
である稲毛海浜公園は民間活力を導入した海辺を活かし
たリニューアルを進めており、その一環として砂浜の改
修を実施し、美しい白砂のビーチへと生まれ変わりまし
た。また、今年から「いなげの浜ウッドデッキ」がオープ
ンし、新たな賑わいの場が続々と生まれております。都
会に生まれた美しいアーバンビーチを舞台に皆様が「泳
ぎ」「走る」トライアスロンを通じて千葉市に魅力を感じ
て頂くことを心より期待しております。

　終わりに、本大会の開催にあたり、多大なご尽力をされ
ました関係各位に心から敬意を表しますと共に大会のご
成功と選手の皆様のご健闘を祈念してご挨拶と致します。

　

大会会長
千葉市長

神谷 俊一

　2022千葉シティトライアスロン大会が、稲毛海浜公
園を中心に開催されますこと、大変喜ばしく、心より歓
迎申し上げます。

　さて、皆様をお迎えする千葉市は、今年、政令都市移
行30周年を迎えましたが、野球やサッカー、バスケット
ボールのプロスポーツチームのホームタウンとして、トッ
プスポーツチームとの連携を推進するとともに、充実し
た競技施設や地域資源を生かしたスポーツイベントの誘
致、パラスポーツの振興など、各種スポーツ施策を積極
的に展開しています。

　また、千葉市は首都圏に位置しながら、海や緑などの
豊かな自然がある一方で、県都として多くの企業・商業
施設等もあり、自然と都会が共存しているまちです。そ
して、本大会の会場である稲毛海浜公園は、日本初の
人工海浜を有する総合公園として多くの方に親しまれて
おり、現在民間活力を導入し、海辺を活かしたリニュー
アルを進めています。その一環として、４月には砂浜
から誰もが気軽に海上散歩ができる「海へ延びるウッド
デッキ」がオープンし、新たな観光スポットとして注目さ
れています。

　選手の皆様には、日頃の鍛錬の成果を存分に発揮さ
れるとともに、白い砂浜のアーバンビーチを舞台に、ト
ライアスロンを通じて、様々な顔を持つ千葉市の魅力を
感じていただくことを期待しています。

　おわりに、本大会の開催にあたり、多大なご尽力をさ
れました関係各位に心から敬意を表するとともに、大会
のご成功と選手の皆様のご健闘を祈念して、ご挨拶とい
たします。
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大会実行委員長
(一社)	千葉県トライア
スロン連合	名誉会長

⾅井 正一

　海へ延びるウッドデッキが整備され、リニューアルし
た稲毛海浜公園で開催される「千葉シティトライアスロ
ン大会」にご参加頂いただき誠にありがとうございます。
千葉県のトライアスロンの競技団体を代表して歓迎のあ
いさつを申し上げます。

　千葉市稲毛・幕張地域での都市型トライアスロン大会
を構想し、台風やコロナ禍の影響を乗り越えて、昨年待
望の千葉シティトライアスロン大会を実施することがで
きました。本大会に参加してくださるトライアスリートの
皆様には、スタッフ共々大きな感謝と、みなさまと共に
今年も開催できることに大きな喜びも感じております。

　千葉市では、幕張新都心を舞台に長年大会を開催し
てきた経緯があり、ワールドカップ大会も経験していま
す。本大会は千葉県におけるトライアスロンの聖地であっ
た幕張大会を引継ぎ、これからも継続されていく大会と
なります。
　千葉県内では、ミドルディスタンスや、スタンダードディ
スタンス大会を合わせ５つの大会を開催しています。い
ずれも大規模なもので、関東のみならず全国のトライア
スリートから親しまれている大会となっていますが、そ
の一つに本大会が安定的に加わることとなりましたこと
は誠に喜ばしいことと思います。

　また、本大会の特徴は、「だれでもトライアスロンを
経験できる」というコンセプトで初心者から上級者、そ
して障害者を対象とした「パラトライアスロン(TRIカテゴ
リー)」も含まれています。そういう意味で究極のトライ
アスロン大会とも言えます。更に、都心からも、海外か
らのアクセスも便利で、パラトライアスロンにおいては将
来の国際大会の招致も視野に入れ準備を進めています。
　そして、JTUトライアスロンエイジグループ・ナショナル・
チャンピオンシリーズのグランドファイナル直前の大会で
す。エイジグループ別での戦いも楽しんでいただきたい
と思います。
　千葉県民の選手には、本大会は第７２回千葉県民体
育大会での公開競技として実施します。トライアスロン
の部として表彰対象となりますので存分に競技を楽しん
でください。

　日頃のトレーニングの成果を十分に発揮し、トライア
スロンの楽しさ、大会に参加できる喜びを十分味わって
頂ければ主催者として喜びに堪えません。
　最後になりますが、大会開催にご尽力された関係者
各位、大会を支えるボランティア、スタッフの皆さんに感
謝を表するとともに安全に大会が運営されることを祈念
いたします。

千葉県知事

熊谷 俊人

　第７２回千葉県民体育大会が、各郡市代表の皆様の
御参加のもと、開催できますことに、厚く御礼申し上げ
ます。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、第７６回国民体育大会が中止となるなど、多くの
スポーツ大会やイベントが中止や延期となりました。	
千葉県民体育大会も同様に、ほとんどの競技が中止とな
り、冬季大会のフィギュア競技のみの実施となったとこ
ろです。
　これまで千葉県は、国民体育大会において、天皇杯
では５年連続の入賞、そして、皇后杯でも１１年連続で
入賞するなど、千葉県のスポーツの力を全国に発信して
きました。このことは、県民の方々の努力があってこそ
成し得たことであり、県民の誇りでもあり、自信や活力
を与えてくれています。

　さて、今回で７２回目を数える県民体育大会は、本県
最大のスポーツの祭典として、広く県民の間にスポーツ
を普及させ、健康増進と体力の向上を図りながら、県内
の地域振興と、文化の発展に寄与してまいりました。
　また、大会と同時開催されるスポーツ教室や体験教
室、実技講習会などのサブイベントも、多くの方々から
好評をいただいています。このイベントが、県民の皆様
が生涯にわたってスポーツに親しむ一つの機会となるこ
とを期待しています。

　参加される選手の皆様におかれましては、日頃の練習
の成果を存分に発揮され、白熱した好試合を展開されま
すとともに、県内各地から参加する仲間に敬意を表しつ
つ、思い出深い充実した大会となりますことを願ってい
ます。

　結びに、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を
講じながら、本大会の開催に御尽力いただきました各競
技団体及び各郡市体育・スポーツ協会、会場市・町・郡
などの関係者の皆様に感謝申し上げますとともに、選手
の皆様の御活躍を祈念申し上げまして、あいさつといた
します。
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大会スケジュール

※1:10秒おきに10名ずつスタートする方式。計測マットを通過したタイミングからタイム計測します。

10 月 16 日 ( 日 ) 内容 場所

7:00 ～13:00	 選手受付 大会会場受付

8:00	 交通規制開始	 バイクコース

8:30	 スタンダード第 1グループ	タイムエリートウェーブ一斉スタート	
スタンダード第 1グループ	ローリングスタート※1 いなげの浜

9:00	 スタンダード第 2グループ	ローリングスタート 	

9:40	 スタンダード第 3グループ	ローリングスタート 	

10:20	 エイジスプリント第 1グループ	ローリングスタート

10:30	 エイジスプリント第 2グループ	ローリングスタート 	

11:30	 パラスプリント	一斉スタート 	

13:00	 交通規制解除	 バイクコース

13:40	
ビギナー	小学低学年	一斉スタート
ビギナー	小学高学年	一斉スタート
ビギナー	一般 (中学生以上 )	一斉スタート

いなげの浜

13:50	 パラビギナー部門	スタート	 	

14:30 レース終了
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千葉シティトライアスロン大会ローカルルール

競技全般は、JTU（公益社団法人日本トライアスロン連合）競技規則	
https://archive.jtu.or.jp/jtu/pdf/rulebook_20190123.pdf	 に則り行
い、た、第 6条（規則の補足）に基づきこのローカルルールを策定します。
選手は、TU競技規則第 2 章選手規範を遵守しスポーツマン精神とフェア
プレイの精神により競技を行うこととします。

1 競技全般

(1)  大会出場資格の譲 渡の禁止
• 出場資格の譲渡及び、譲渡された資格での出場を禁止します。譲渡資
格で出場した場合には失格とします。

(2)  悪天候時及び災害等の措置
• 雨天でも競技を行います。
• 天候や競技環境が悪化した場合には、距離の短縮や競技内容の変更、
またスイム競技が、ラン競技に変更となる場合があります。

• この場合、リレーのスイム競技がラン競技となる場合がありますの
で、スイム担当の選⼿はランニングシューズ等の準備をしてくださ
い。

• 開催地での災害等の発生時、競技中の事故での救助活動時には、競技
を中止することがあります。また、開催地以外で起きた災害でも状況
を勘案して大会を中止することがあります。

• 競技内容変更の際の詳細は、大会ホームページ・SNS及び会場アナウ
ンスにてご案内します。

• 競技短縮、中止の場合でも参加料の返金は行いませんので、予めご了
承ください。

(3) 競技説明会
• 安全管理のためWEB競技説明会と、確認テストを行います。選⼿は必
ずWEB競技説明会を視聴し、確認テストを受けなければレースに出
場できません。

(4) レースウエア
• フロントジッパー無しのウエアを推奨します。ジッパー付きのウエア
（バイクジャージなど）も着用可能ですが、競技中にジッパーを開ける
事は禁止とします。

(5) イヤフォン等の禁止
• イヤフォン等の外部の音を遮断するものを耳に装着しての競技は、危
険なため禁止とします（スイム競技での耳栓を除く）。

(6)  レースナンバー
• 事前に①ボディナンバーシール②レースナンバーカード（ゼッケン）
③ヘルメットステッカー④バイク用ステッカーを配布します。ご自身
のレースナンバーを確認の上、指定された箇所に表示をしてくださ
い。

• ボディナンバーシールは、両腕の外側に貼付してください。
• レースナンバーカード（ゼッケン）は、バイク競技中には背面に、ラン
競技中には前面に表示してください。レースナンバー用ベルトは使用
可とします。

• ヘルメットステッカーは前面に、バイク用ステッカーはサドル下部の
フレームに貼付してください。

(7)  タイミングベルト（計 測器 具）
• スイム競技の入水前に配布するタイミングベルトは、競技中必ず足首
に装着してください。

• ラン競技でフィニッシュするまで、外さないでください。装着せずに
スタートした場合、または競技途中で外したままの場合には失格とな
りま

• す。

(8)  途中棄権の申告
• 途中棄権する場合、テクニカルオフィシャル（審判員）に申告してくだ
さい。タイミングベルトはテクニカルオフィシャルに⼿渡してくださ
い。

(9)  計 測チェックポイント
• コース上の計測チェックポイント不通過は、失格となります。

(10)  制限時間
• スタンダード部門（リレー含む）

	 スイム：スタートから60 分
	 バイク：スタートから2時間 40 分
	 12：30 を過ぎると , 次の周回へ入れません。
	 ラン：スタートから 4 時間

• スプリント部門（パラスプリント含む）

	 スイム：スタートから30 分
	 バイク：スタートから1時間 20 分
	 12：30 を過ぎると , 次の周回へ入れません。
	 ラン：スタートから2時間

• ビギナー部門

	 スタートから50 分
(11)  周回チェック

• 個別の周回数を競技中にスタッフが教えることはできません。
• 事前にご自分の周回数を確認の上、サイクルコンピューターやその他
• の方法で周回数を確認できるようにして参加してください。周回数
• 不足は、失格となります。

(12)  リザルト
• 公式記録は、大会終了後数日以内に大会ホームページに掲載します。

(13)  エイドステーション
• スイム、ランコースに設置します。バイクコースにはありません。

(14)  更衣テント
• 稲毛海浜公園プール内に更衣室、コインロッカーがありますのでご利
用ください。（⼿荷物預かり所はございません）

(15)  救 護テント
• 会場内に救護テントを用意します。
• 医師、看護師が待機し、応急措置を行います。

(16)  体調管理
• 新型コロナウイルス感染症対策のため、選⼿は大会１週間前から体温
と体調を記録して提出してください。

• 受付で検温を行います。体温が37.5°C以上ある選⼿は感染防止のた
め競技への参加をご遠慮願います。

• トライアスロン競技は、大きく変化する環境下でのスポーツであり、
またコンタクトスポーツの側面もあることを認識していただき次の
点等について確認の上、参加をしてください。

• 健康上不安のある方はあらかじめ、主治医や医療機関にご相談いただ
き指示に従ってください。当日の体調について不安のある方は、救護
テントの医師にご相談ください。

• 選⼿、ボランティア、大会関係者は、大会保険に加入しますが、治療費
を全額保証するものではありません。また持病のある方などは、内容
によっては保証されない場合もあります。

• 医師等が競技に参加可能と判断できない体調等の方には、参加をお断
りする場合があります。

• 体調等の事実を隠して参加し、体調が悪化した場合には主催者は、一
切責任を負いません。

(17)  写真・ビデオ撮 影
• 家族、応援者に限り撮影を認めます。不健全な目的での写真やビデオ
撮影（盗撮）を行わせないため、会場で撮影している方に大会関係者が
撮影内容を確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願い
します。また不審な撮影者を発見した場合は、大会本部または近くの
係員にお知らせください。

https://archive.jtu.or.jp/jtu/pdf/rulebook_20190123.pdf
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２ スイム

(1)  ウエットスーツ
• 着用義務とします。 
ただし、ビギナー部門については着用推奨とします。

ウエットスーツは、トライアスロン用のネオプレン (合成ゴム )で胴体が覆
われているものに限ります。
体型に合わないウエットスーツは、事故の要因になる場合があります。ご
注意ください。
ラッシュガード、スイムスキンなどでは、出場できません。

(2)  レスチューブ（膨張式緊急浮力体）
• 装着を認めます。

使用した（膨張させた）場合は、大会スタッフが健康状態を確認した上で
競技を継続できます。順位は記録せず表彰対象外とします。膨張させたレ
スチューブを利用して前進した場合は、失格となります。

(3)  スイムスキップ
• 認めます。タイミングベルトを受け取る前、または試泳後にテクニカ
ルオフィシャル（審判員）に申告してください。スイムスキップした選
⼿はバイク競技らスタートとなりますので、記録は参考記録となりま
す。スタートの集合は、スイム会場です。

• ビギナー部門において、泳ぎに不安がある選⼿は自己申告により浅瀬
の歩行が可能です（ただし、記録は参考記録となります）。

(4)  スタート
• スタンダード部門、スプリント部門はローリングスタート（10 人ず
つ10 秒ごとにスタートを行い、 混雑を緩和させるスタート方法）と
します。

• リレー部門、ビギナー部門及びパラトライアスロン部門は、ウェーブ
スタート（一斉スタート）とします。

3 トランジションエリア

(1)  競技 用具の設置
• トランジション入口でヘルメットチェック、バイクチェックを実施し
ます。

• 指定された時間内にバイク、ラン競技に必要な物を、設置してくださ
い。

(2)  競技 用具の回収
• トランジションの出入りの際は、レースナンバーカード（ゼッケン）が
必要です。バイク回収の際は、バイクのレースナンバーと照合します。

４ バイク

(1)  ドラフティング、ブロッキング
• 禁止です。 違反はペナルティの対象となります。
• ドラフトゾーンは前方選⼿の前輪先端から後方10ｍです。
• ペナルティを科された選⼿は、ペナルティボックスに表示されたレー
スナンバーを確認し、ペナルティボックスに入るようにしてくださ
い。※ぺナルティボックスに入らないままゴールした選⼿は失格とな
ります。

(2)  ヘルメット
• バイク競技用の硬質ヘルメット（公益財団法人日本自転車競技連盟
（JCF）の基準に適合したものと同等のものを推奨）を、その取扱説明
書に従い正しく着用してください。

• バイクをラックから外す前にヘルメットを着用し、ストラップを締め
てください。

• バイクをラックに掛けた後にストラップを緩めることができます。
• ビギナー部門のヘルメット特別規定

ロードレーサーを使用せず、かつ、伸縮しないストラップの構造である場
合に限りバイク競技用以外の硬質ヘルメットを使用することができます。

(3)  バイクの種 類
• 電動アシスト付きバイクは使用できません。
• スタンダード部門・スプリント部門 : 長距離走行に適したロードバイ
ク及びTTバイクを使用してください。

• ビギナー部門： バイクではママチャリ、折畳み自転車及びフラットバ
• ーの使用が可能です（リカンベントは不可）
• パラトライアスロン部門（パラビギナー含む）：障害の程度に応じたバ
イクをご使用ください。

(4)  バイクボトル
• バイクコースにはエイドステーションがありませんので、必ずボトル
を携行してください。

• 落下防止のためバイク用のボトルとケージを使用してください。

(5) スマートフォンでの計 測について
• スマートフォンをサイクルコンピューターとして使用するのは可能
ですが、ハンドル等に固定して使用してください。⼿に持っての使用
は禁止します。

(6)  乗車ライン、降車ライン
• 乗車方法 ・・・ 片足が乗車ラインを越えた後に、完全に片足が地面に
着いてから乗車をしてください。

• 降車方法 ・・・ 降車ライン⼿前の地面に、片足が完全に着いてから降
車をしてください。

(7)  DH バー
安全・確実なハンドル操作を行うため、稲毛海浜公園内でのDHポジショ
ンでの走行を禁止します。
(8)  バイク走行時の注意点

•  バイクコースのほとんどが対面通行となっています。反対車線には
み出しての走行（追越など）は重大事故につながりますので禁止しま
す。

•  キープレフト（左側通行）を遵守してください。

5 ラン

(1)  フィニッシュ
• 帽子・サングラスを外すことを推奨します。

(2)  同伴フィニッシュ
• 家族及び リレーに限り認めます。

6 リレー

(1)  タイミングベルト
• タイミングベルトは全選⼿に配布します。（「たすき」代わりに使用し
ません）。

(2)  引継ぎの場所
• 次の競技者への引継ぎはトランジション内のリレーゾーンで行いま
す。

(3)  引継ぎの方法
• 次の競技者は、引継ぎラインの⼿前で待機し、タッチをせずに前の競
技者が引継ぎラインを超えてからスタートしてください。

• 引継ぎに不正なスタートがあった場合には、審判がストップアンド
ゴーを指示します。

(4)  繰 上げスタート
• 制限時間内に次の種目に引き継げなかった場合は、繰上げスタートと
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なります。次の競技者が競技をすることはできますが、記録は参考記
録となります。

７ パラトライアスロン

(1)  カテゴリー
• 旧カテゴリ（TRI1～6）を適用します。(2013ITU競技規則17章参照）

(2) 競技中の支援等
• TRI６カテゴリーにおいて、選⼿の安全性を考慮し、ブラックアウト
ゴーグルを使用する必要はありません。

• 異性ハンドラーを認めます。
• パラビギナー部門、パラビギナーリレー部門は、TRI1カテゴリー以
外であっても、登録済のハンドラーによる競技中の支援を認めます。 

（選⼿１名に対し、原則１名まで）
• パラビギナー部門、パラビギナーリレー部門において、泳ぎに不安が
ある選⼿は自己申告により浅瀬の歩行が可能です。バイクに不安があ
る選⼿は、自己申告により大会側が用意した固定バイクローラー台へ
の変更が可能です。競技中の支援を認めます。（ただし、記録は参考記
録となります。）

• パラスプリント部門TRI1選⼿のWCを使用したランFinish地点は、
トランジション入口⼿前とします。
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新型コロナ感染対策

接触レベルと対策概要

感染対策

接触レベル 人との接触内容 対象 対策

レベル1
・1週間の健康チェックおよび
当日の検温で問題がない
・ソーシャルディスタンスを保てる

選手、付添者

・1週間前からの健康チェック
・当日の検温、問診
・健康チェック確認者は
リストバンド着用
・レース中以外はマスク着用

レベル2
・選手と一定距離を保てる
・一般通行人へ案内
することがある

・警備担当
・一般通行人に案内するボランティ
ア（コース管理、公園管理）"

・当日の検温、問診
・健康チェック確認者は
リストバンド着用
・常時マスク着用

レベル3 ・選手と接触する	
(屋外かつ短時間)

・大会スタッフ、救護スタッフ
・ライフセーバー、海難救助スタッフ
・選手と接触するボランティア	
（受付、タイミングベルト配
布、エイド、フィニッシュ）

・当日の検温、問診
・健康チェック確認者は
リストバンド着用
・常時マスク着用

稲毛海浜公園のプールを中心としたエリアを大会で占有し、一般利用者や応援者がむやみに入れないようにします。
会場内に入るには受付を通過する必要があります。受付では、健康チェックをクリアした人にリストバンドを渡
します。リストバンドを着用していない人はエリア内に入れません。

大会開催まで
１.選手に対し、HP等で感染対策、健康管理をお願いします。
２.選手説明会はWEB配信で行ない、WEB上でテストと健康チェック(1週間)をお願いします。
３.大会来場時のマスク着用や消毒剤の持参のお願いをします。

大会当日、会場入り時
1.稲毛海浜公園に受付ゲートを設置して入場管理を行います。
2.入場者は、1週間の健康チェック結果と、当日体温、問診チェックで問題ない場合はリストバンドをつけて入場します。
3.入場受付が混雑する場合は、ソーシャルディスタンスを保ち、列に並んでいただきます。

選⼿：競技まで
1.稲毛海浜公園に受付ゲートを設置して入場管理を行います。
2.入場者は、1週間の健康チェック結果と、当日体温、問診チェックで問題ない場合はリストバンドをつけて入場します。
3.入場受付が混雑する場合は、ソーシャルディスタンスを保ち、列に並んでいただきます。
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選⼿：競技中
１.選手に対し、HP等で感染対策、健康管理をお願いします。
２.選手説明会はWEB配信で行ない、WEB上でテストと健康チェック(1週間)をお願いします。
３.大会来場時のマスク着用や消毒剤の持参のお願いをします。

選⼿：競技後
１.フィニッシュしたらゴール付近に滞留せず速やかに移動し、配布されたマスクをつけていただきます。
２.フィニッシュ後は早めに着替えて風邪をひかないようにお願いします。
３.極力すみやかに帰宅いただきます。

競技外の会場内でのふるまい
１.マスクを着用いただきます。
２.共用施設（更衣室、ロッカー・トイレなど）利用前後の手指消毒を遵守いただきます。
３.応援は声を出さず、拍手でお願いします。
４.食事は黙食を心掛け会話を控えましょう。
５.帰宅後、継続的に健康チェックをお願いし、万が一陽性になった時は大会事務局に連絡をお願いします。
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コースマップ

コース全体図

スタンダード、スタンダードリレー、エイジスプリント

パラスプリント

ビギナー、ビギナーリレー、パラビギナー、パラビギナーリレー

FINISH

START

トランジションエリア

FINISH

START

FINISH

START

トランジション
エリア

FINISH

トランジション
エリア

START

スイム	 スタンダード：2周（1.5km）、エイジスプリント：1周（0.75km）
バイク	 スタンダード：6周（40km）、エイジスプリント：3周（20km）
ラン	 スタンダード：4周（10km）、エイジスプリント：2周（5km）

スイム	 ビギナー：1周（0.15km）	 ビーチウォーキング

バイク	 ビギナー：3周（4km）	ママチャリ・折り畳み自転車可
ラン	 ビギナー：1周（1km）

スイム	 パラスプリント：1周（0.75km）
バイク	 パラスプリント：3周（20km）
ラン	 パラスプリント：折り返し2回＋1周（5km）
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コース詳細図

スタンダード、スタンダードリレー、エイジスプリント

スイム
（スタンダード 2 周回・エイジスプリント1 周回）

バイク
（スタンダード 6 周回・エイジスプリント 3 周回）

ラン
（スタンダード 4 周回・エイジスプリント 2 周回）

START FINISH

トランジションエリア

トランジションエリア
FINISH

START

トランジションエリア FINISH
START
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パラスプリント

スイム
（1 周回）

バイク
（3 周回）

ラン
（折り返し 2 回＋1 周回）

START FINISH

トランジション
エリア

FINISH
START

トランジション
エリア

トランジション
エリア

FINISH

トランジション
エリア

START
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ビギナー、ビギナーリレー、パラビギナー、パラビギナーリレー

スイム
（1 周回）

バイク
（3 周回）

ラン
（1 周回）

START

トランジション
エリア

FINISH & START
ビーチウォーキング

FINISH
START

トランジション
エリア

トランジション
エリア

FINISH

START
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会場へのアクセス

高速道路・駅から会場まで

駐車場と受付までのアクセス

千葉市地方卸売市場駐車場（無料・2200台）
※周辺の他の駐車場は利用しないでください。
※近隣での路上駐車は、絶対にやめてください。

JR稲毛海岸駅発の高浜南団地または海浜公園入口行のバスは、交通規制中はひとつ手前の稲浜ショップが終点
になります。徒歩約15分です。

トランジション
（スタンダード・エイジスプリント）

トランジション
（ビギナー・パラスプリント）
トランジション

（ビギナー・パラスプリント）

受付

千葉市地方卸売市場
駐車場
(2200台)

P
無　料

本部

管理事務所入口
交差点

管理事務所入口
交差点

公園プール入口
交差点

徒歩横断可

公園プール入口
交差点

徒歩横断可

8:00-13:00 海浜大通り海側車線通行止め

お車でお越しの方
・京葉道	幕張ICより7.5km(所用時間	約	15	分)
・東関道	湾岸習志野ICより7.5km(所要時間	約	15	分)	
・京葉道	穴川ICより6km(所要時間	約	10	分)

電車・バスでお越しの方
JR京葉線
・JR稲毛海岸駅より	高浜南団地または海浜公園入口行	高浜南団地で下車、徒歩約	10	分
JR総武本線
・JR稲毛駅西口より	海浜交通バス高浜車庫行	終点下車、徒歩約	5	分
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大会本部付近図

救護

メ
カ
ニ
ッ
ク

デモ展示

物販トイレ

スイムスタートへ

ラン周回

計測完走証
配布

同伴
フィニッシュ
待機場所

↑トランジションエリア

本
部

消防
本部

救護本部医務室

ゲ
ー
ト

フィ
ニッ
シュ

1F：ロッカー更衣室・トイレ
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メカニックや救護室については、プールゲート前のエリアにあります。
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STD0 1001 仲田 英司 埼玉県
STD0 1002 梅田 裕也 沖縄県
STD0 1003 加塩 柚樹 神奈川県
STD0 1004 金子 奏一朗 東京都
STD0 1005 小出 大祐 千葉県
STD0 1006 林 拓弥 東京都
STD0 1007 堀田 光輝 千葉県
STD0 1008 山内 麻代 大阪府
STD0 1009 鷲野 壮平 千葉県
STD0 1010 渡邊 賢人 東京都
STD0 1011 岩田 寛紀 大阪府
STD0 1012 大井 智仁 東京都
STD0 1013 小栗 孝之 埼玉県
STD0 1014 木村 綾愛 埼玉県
STD0 1015 嵜本 晃次 兵庫県
STD0 1016 佐々木 克幸 千葉県
STD0 1017 杉原 啓佑 神奈川県
STD0 1018 土田 洋平 岐阜県
STD0 1019 中山 菜々美 千葉県
STD0 1020 長谷川 綾 東京都
STD0 1021 Pellegrin Marco 東京都
STD0 1022 丸岡 克成 茨城県
STD0 1023 ABSOUS Olivier 東京都
STD0 1024 飯田 桃子 東京都
STD0 1025 石井 汐里 千葉県
STD0 1026 篠崎 友 神奈川県
STD0 1027 柴田 紘希 東京都
STD0 1028 塚本 耀 千葉県
STD0 1029 古川 祥之 埼玉県
STD0 1030 三井 一紀 埼玉県
STD0 1031 宮下 純一 東京都
STD0 1032 阿久津 将 東京都
STD0 1033 浅川 秀之 神奈川県
STD0 1034 芦田 信治 千葉県
STD0 1035 大久保 一成 神奈川県
STD0 1036 小原 千絵 鳥取県
STD0 1037 小宮山 貴史 東京都
STD0 1038 竹谷 賢二 埼玉県
STD0 1039 田中 俊介 神奈川県
STD0 1040 平澤 健市 埼玉県
STD0 1041 前田 直昭 神奈川県
STD0 1042 百田 考史 東京都
STD1 201 相川 仁兵 群馬県
STD1 202 青木 一憲 東京都
STD1 203 青木 智恵子 新潟県
STD1 204 青木 正哉 東京都

STD1 205 青野 晴成 千葉県
STD1 206 青山 克巳 東京都
STD1 207 明石 武久 千葉県
STD1 208 秋山 優 宮城県
STD1 209 浅生 真 千葉県
STD1 210 浅田 紀寛 東京都
STD1 211 渥美 幸久 静岡県
STD1 212 阿部 健 千葉県
STD1 213 雨宮 大地 神奈川県
STD1 214 新井 美幸 埼玉県
STD1 215 荒川 寿里 東京都
STD1 216 荒川 秀康 東京都
STD1 217 荒巻 大成 千葉県
STD1 218 安藤 憲和 神奈川県
STD1 219 池畑 健太 神奈川県
STD1 220 石川 大介 長崎県
STD1 221 いしだ こうぞう 東京都
STD1 222 石田 多曄子 東京都
STD1 223 石原 妹 神奈川県
STD1 224 石丸 伸二 広島県
STD1 225 伊藤 岳 東京都
STD1 226 伊藤 駿 東京都
STD1 227 伊藤 知行 東京都
STD1 228 伊藤 泰善 千葉県
STD1 229 井上 雅可 東京都
STD1 230 入江 正和 千葉県
STD1 231 岩崎 修 東京都
STD1 232 上岡 里美 東京都
STD1 233 植垣 聡 千葉県
STD1 234 上園 貴大 東京都
STD1 235 上山 和也 京都府
STD1 236 内田 和男 神奈川県
STD1 237 内山 真奈 神奈川県
STD1 238 内山 善雄 東京都
STD1 239 梅田 真里 東京都
STD1 240 永楽 晃一 千葉県
STD1 241 江口 正人 埼玉県
STD1 242 江澤 勇 千葉県
STD1 243 榎戸 敬人 静岡県
STD1 244 江畑 将也 神奈川県
STD1 245 大石 尾張 東京都
STD1 246 大川 誠司 東京都
STD1 247 大久保 龍彦 千葉県
STD1 248 太田 滋 東京都
STD1 249 太田 凡 滋賀県
STD1 250 大谷 朝子 神奈川県
STD1 251 大塚 邦幸 東京都

スタートリスト

スタートグループ No. 名前 都道府県

スタンダード スタートグループ No. 名前 都道府県
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STD1 252 大西 俊一郎 千葉県
STD1 253 大野 剛 神奈川県
STD1 254 大野 博之 北海道
STD1 255 大場 泰彦 神奈川県
STD1 256 大村 智子 静岡県
STD1 257 大八木 貴章 千葉県
STD1 258 大山 利明 東京都
STD1 259 岡原 陽二 千葉県
STD1 260 岡本 啓 東京都
STD1 261 岡本 大輔 千葉県
STD1 262 岡本 直子 千葉県
STD1 263 沖津 英雄 山梨県
STD1 264 沖野 正樹 神奈川県
STD1 265 奥崎 隆司 千葉県
STD1 266 尾嶝 拓弥 千葉県
STD1 267 小澤 真理子 富山県
STD1 268 小田倉 秀明 千葉県
STD1 269 落合 基晴 千葉県
STD1 270 鬼澤 秀和 茨城県
STD1 271 鬼塚 薫 東京都
STD1 272 鬼塚 三男 東京都
STD1 273 小野 健晴 千葉県
STD1 274 小原 豪 東京都
STD1 275 鏡山 英男 東京都
STD1 276 風間 祐二 神奈川県
STD1 277 片山 絵 東京都
STD1 278 加藤 雄大 愛知県
STD1 279 加藤 貴之 千葉県
STD1 280 加藤 知子 東京都
STD1 281 加藤 佑紀 東京都
STD1 282 金子 英一 神奈川県
STD1 283 金田 佳和 埼玉県
STD1 284 椛澤 祐一 神奈川県
STD1 285 亀井 健太 神奈川県
STD1 286 河合 忠之 東京都
STD1 287 川口 幸雄 東京都
STD1 288 川戸 康司 千葉県
STD1 289 河野 宏樹 東京都
STD1 290 川畑 幸久 東京都
STD1 291 河村 賢 東京都
STD1 292 河村 裕之 東京都
STD1 293 菊田 一郎 東京都
STD1 294 菊地 瞬也 東京都
STD1 295 菊池 美奈 東京都
STD1 296 菊地 頼介 茨城県
STD1 297 岸 隆史 東京都
STD1 298 木村 一浩 東京都
STD1 299 鯨井 悠生 東京都
STD1 300 沓澤 篤史 東京都
STD1 301 熊野 裕章 埼玉県

STD1 302 栗山 哲郎 東京都
STD1 303 紅林 哲弥 東京都
STD1 304 黒羽 美登里 東京都
STD1 305 桑野 真一 神奈川県
STD1 306 河野 篤志 千葉県
STD1 307 小嶋 隆三 静岡県
STD1 308 小杉 真由子 東京都
STD1 309 後藤 将太 東京都
STD1 310 小西 明伸 大阪府
STD1 311 木幡 帝珠 神奈川県
STD1 312 小林 映輝 千葉県
STD1 313 小又 茂子 千葉県
STD1 314 小諸 信宏 千葉県
STD1 315 小山 惠三 東京都
STD1 316 近田 伊織 千葉県
STD1 317 齊藤 絵里奈 千葉県
STD1 318 齋藤 俊祐 東京都
STD1 319 齋藤 岳朗 東京都
STD1 320 齋藤 文博 千葉県
STD1 321 齋藤 陽一 東京都
STD1 322 坂入 和徳 東京都
STD1 323 坂口 幸治 長野県
STD1 324 坂尻 仁彦 京都府
STD1 325 佐藤 和昭 東京都
STD1 326 佐藤 賢治 千葉県
STD1 327 佐藤 茂 東京都
STD1 328 佐藤 志保 東京都
STD1 329 佐藤 大介 千葉県
STD1 330 佐藤 貴仁 神奈川県
STD1 331 佐藤 崇博 千葉県
STD1 332 佐藤 基 東京都
STD1 333 佐藤 文昭 愛知県
STD1 334 佐藤 良行 千葉県
STD1 335 澤田 拓人 東京都
STD1 336 紫芝 弘之 千葉県
STD1 337 柴田 知彦 東京都
STD1 338 清水 貴史 東京都
STD1 339 清水 綱之 栃木県
STD1 340 下田 雅彦 東京都
STD1 341 下村 杏美 東京都
STD1 342 釈迦野 亮 東京都
STD1 343 周東 将士 茨城県
STD1 344 白田 智明 東京都
STD1 345 新垣 満隆 沖縄県
STD1 346 菅 優 東京都
STD1 347 菅 みちる 東京都
STD1 348 菅原 常大 茨城県
STD1 349 杉山 阿土 茨城県
STD1 350 杉山 豊二 東京都
STD1 351 鈴木 敦子 千葉県

スタートグループ No. 名前 都道府県スタートグループ No. 名前 都道府県
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STD1 352 鈴木 謙太 東京都
STD1 353 鈴木 貴志 大阪府
STD1 354 鈴木 紀哉 長野県
STD1 355 鈴木 秀和 神奈川県
STD1 356 諏訪 貴洋 東京都
STD1 357 関口 正道 静岡県
STD1 358 関谷 淳子 栃木県
STD1 359 園田 真之介 東京都
STD1 360 染谷 尚康 埼玉県
STD1 361 醍醐 誠 千葉県
STD1 362 大國 博英 千葉県
STD1 363 高内 利政 千葉県
STD1 364 高草木 康史 東京都
STD1 365 高田 友美 栃木県
STD1 366 高橋 治 神奈川県
STD1 367 高橋 克昭 埼玉県
STD1 368 高橋 俊一 埼玉県
STD1 369 高橋 怜央奈 東京都
STD1 370 滝口 雅博 東京都
STD1 371 田口 健治 神奈川県
STD1 372 竹島 博行 埼玉県
STD1 373 武村 良平 東京都
STD1 374 竹本 禄是 千葉県
STD1 375 多田 純子 大阪府
STD1 376 多田 勇太 東京都
STD1 377 田中 克幸 東京都
STD1 378 田中 晴彦 東京都
STD1 379 谷本 文子 東京都
STD1 380 田野 知江 神奈川県
STD1 381 集貝 友栄 千葉県
STD1 382 俵 るみ子 東京都
STD1 383 丹野 憲仁 神奈川県
STD1 384 築原 智之 神奈川県
STD1 385 寺内 字郎 東京都
STD1 386 藤 弘志 東京都
STD1 387 豊田 翔大 千葉県
STD1 388 永井 克明 埼玉県
STD1 389 長岡 伸行 兵庫県
STD1 390 中川 いち朗 東京都
STD1 391 中川 靖士 千葉県
STD1 392 中里 賢一 東京都
STD1 393 中嶋 豊 茨城県
STD1 394 中嶋 敏彰 千葉県
STD1 395 中島 秀彰 東京都
STD1 396 永島 寛士 千葉県
STD1 397 中林 毅 東京都
STD1 398 中村 真結 東京都
STD1 399 中山 和哉 富山県
STD1 400 生井 和平 東京都
STD1 401 二階堂 和也 東京都

STD1 402 仁木 麻衣 千葉県
STD1 403 西川 博信 東京都
STD1 404 西津 真平 東京都
STD1 405 西槇 亮 千葉県
STD1 406 野田 農 東京都
STD1 407 野村 祐人 千葉県
STD1 408 芳賀 守 千葉県
STD1 409 長谷川 貴也 神奈川県
STD1 410 長谷川 昌也 東京都
STD1 411 畑中 杏香 大阪府
STD1 412 花本 朗 東京都
STD1 413 羽根田 一真 東京都
STD1 414 濱道 教行 千葉県
STD1 415 早川 弘美 千葉県
STD1 416 原 正弘 兵庫県
STD1 417 バルケズ アルビンクリスタファ 東京都
STD1 418 春原 有貴 千葉県
STD1 419 日比野 暢 東京都
STD1 420 平井 健人 東京都
STD1 421 平井 秀明 東京都
STD1 422 平井 宏宜 千葉県
STD1 423 平澤 宏招 愛知県
STD1 424 フォーセット ニコラス 東京都
STD1 425 深谷 香 栃木県
STD1 426 福島 文利 東京都
STD1 427 福田 高之 静岡県
STD1 428 福山 健太 東京都
STD1 429 藤木 孝昌 愛知県
STD1 430 藤代 舜真 千葉県
STD1 431 伏見 仁 埼玉県
STD1 432 藤本 優子 東京都
STD1 433 傍士 卓朗 東京都
STD1 434 星野 雅史 東京都
STD1 435 堀内 英仁 東京都
STD1 436 堀川 勝則 東京都
STD1 437 蒔苗 太一 埼玉県
STD1 438 牧野 一成 東京都
STD1 439 増田 圭治 千葉県
STD1 440 増田 珠理 東京都
STD1 441 増田 貴史 埼玉県
STD1 442 松川 泰久 千葉県
STD1 443 松下 佳菜子 東京都
STD1 444 松田 章 神奈川県
STD1 445 松本 和也 埼玉県
STD1 446 松本 華奈 島根県
STD1 447 水谷 充宏 東京都
STD1 448 宮崎 健太郎 千葉県
STD1 449 見山 駿 東京都
STD1 450 宮本 泰弘 千葉県
STD1 451 村上 浩規 東京都

スタートグループ No. 名前 都道府県スタートグループ No. 名前 都道府県
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STD1 452 茂木 達也 東京都
STD1 453 茂住 拓真 千葉県
STD1 454 森本 貴代和 千葉県
STD1 455 諸澤 秀夫 千葉県
STD1 456 矢澤 良一 東京都
STD1 457 矢嶋 わか菜 埼玉県
STD1 458 矢田 秀昭 東京都
STD1 459 柳澤 智行 東京都
STD1 460 山内 誠治 神奈川県
STD1 461 山口 高男 東京都
STD1 462 山崎 哲夫 千葉県
STD1 463 山崎 文隆 東京都
STD1 464 山崎 正史 東京都
STD1 465 山田 朗 神奈川県
STD1 466 山田 隆広 東京都
STD1 467 山本 慈朗 千葉県
STD1 468 山本 みづき 東京都
STD1 469 横田 裕弘 東京都
STD1 470 横林 直浩 千葉県
STD1 471 横谷 辰雄 千葉県
STD1 472 吉田 卓矢 千葉県
STD1 473 吉田 有佑 東京都
STD1 474 吉村 徳司郎 東京都
STD1 475 吉村 裕紀 東京都
STD1 476 渡辺 哲夫 千葉県
STD1 477 渡部 雅信 千葉県
STD1 478 鈴木 慶子 神奈川県
STD1 478GUIIDE 角 仁美
STD1 478GUIIDE 竹内 正明
STD1 479 中田 鈴子 京都府
STD1 479GUIIDE 千竈 順二
STD2 131 秋山 恵美 神奈川県
STD2 132 飯田 なお子 東京都
STD2 133 井尻 ひかり 千葉県
STD2 134 市川 典子 東京都
STD2 135 伊藤 あずさ 千葉県
STD2 136 岩田 文 埼玉県
STD2 137 植田 弘美 東京都
STD2 138 浦野 万里子 神奈川県
STD2 139 大久保 舞 福岡県
STD2 140 大野 享子 沖縄県
STD2 141 沖津 夏澄 千葉県
STD2 142 越智 博美 東京都
STD2 143 小山 菫 神奈川県
STD2 144 加塩 桃乃 群馬県
STD2 145 片田 知子 神奈川県
STD2 146 加藤 ひとみ 東京都
STD2 147 鎌田 淑江 栃木県
STD2 148 川崎 綾子 千葉県
STD2 149 木村 純麗 神奈川県

STD2 150 草苅 友美 神奈川県
STD2 151 久野 華子 東京都
STD2 152 倉谷 奈央子 東京都
STD2 153 郷田 裕子 宮城県
STD2 154 小林 理恵子 東京都
STD2 155 斉藤 有紀子 神奈川県
STD2 156 酒井 美穂 東京都
STD2 157 櫻井 広美 千葉県
STD2 158 佐藤 一葉 千葉県
STD2 159 ジェイコール 裕子 東京都
STD2 160 島本 尚子 東京都
STD2 161 白土 保子 栃木県
STD2 162 菅原 美優 東京都
STD2 163 杉村 渚 東京都
STD2 164 須崎 とも 東京都
STD2 165 鈴木 尚子 東京都
STD2 166 須藤 友子 東京都
STD2 167 平良 絵玲亜 東京都
STD2 168 高澤 由美 千葉県
STD2 169 高橋 夏帆 東京都
STD2 170 滝沢 見世子 千葉県
STD2 171 谷川 真由子 東京都
STD2 172 時政 智沙登 神奈川県
STD2 173 外山 貴子 千葉県
STD2 174 中川 真梨子 東京都
STD2 175 中島 加奈 埼玉県
STD2 176 仲村 恵子 東京都
STD2 177 新倉 綾 東京都
STD2 178 野田 真帆 東京都
STD2 179 長谷部 真美 東京都
STD2 180 蜂谷 祥子 千葉県
STD2 181 平澤 孝子 神奈川県
STD2 182 福田 聡子 東京都
STD2 183 藤井 真実 千葉県
STD2 184 藤木 美貴 千葉県
STD2 185 藤本 実和子 神奈川県
STD2 186 古谷 怜子 東京都
STD2 187 星野 久子 東京都
STD2 188 細川 和歌子 東京都
STD2 189 本澤 実央 埼玉県
STD2 190 本多 ありさ 神奈川県
STD2 191 本間 明子 東京都
STD2 192 松井 郷美 東京都
STD2 193 真野 和美 群馬県
STD2 194 水野 かおる 千葉県
STD2 195 宮本 純子 東京都
STD2 196 村岡 文恵 埼玉県
STD2 197 安納 明希子 東京都
STD2 198 山下 基子 神奈川県
STD2 199 山本 真紀恵 千葉県
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STD3 501 相川 秀斗 東京都
STD3 502 粟飯原 光広 千葉県
STD3 503 青木 健剛 千葉県
STD3 504 青木 裕康 東京都
STD3 505 青木 亮太 福岡県
STD3 506 青地 桂 埼玉県
STD3 507 青砥 健太郎 千葉県
STD3 508 赤井 一雅 東京都
STD3 509 赤荻 智樹 東京都
STD3 510 赤澤 俊治 神奈川県
STD3 511 赤瀬 一夫 東京都
STD3 512 秋本 洋 千葉県
STD3 513 浅川 大道 群馬県
STD3 514 朝倉 啓友 東京都
STD3 515 Arthur Esclattier 東京都
STD3 516 浅野 肇 東京都
STD3 517 浅野 弘匡 千葉県
STD3 518 味岡 宏幸 東京都
STD3 519 芦田 達也 千葉県
STD3 520 Thomas Ashton 千葉県
STD3 521 跡部 明男 神奈川県
STD3 522 阿部 忠順 神奈川県
STD3 523 安部 央一 千葉県
STD3 524 阿部 泰洋 北海道
STD3 525 阿部 幸浩 東京都
STD3 526 天川 晃利 神奈川県
STD3 527 雨宮 伊作 神奈川県
STD3 528 新井 翔太 東京都
STD3 529 新谷 朋史 東京都
STD3 530 有賀 丈朗 千葉県
STD3 531 猪飼 誉之 神奈川県
STD3 532 池上 拓 東京都
STD3 533 池田 俊彦 東京都
STD3 534 池田 征央 東京都
STD3 535 池松 龍介 千葉県
STD3 536 石井 啓太 東京都
STD3 537 石川 克巳 千葉県
STD3 538 石川 大輔 大阪府
STD3 539 石川 裕介 埼玉県
STD3 540 石田 憲毅 群馬県
STD3 541 石田 宗久 群馬県
STD3 542 市川 幸洋 東京都
STD3 543 市場 裕樹 千葉県
STD3 544 市原 旭矩 千葉県
STD3 545 伊藤 拓郎 茨城県
STD3 546 伊藤 道成 千葉県
STD3 547 伊東 洋祐 東京都
STD3 548 稲熊 圭太 東京都
STD3 549 稲永 浩之 千葉県
STD3 550 井上 伸一 千葉県

STD3 551 井上 昌宏 千葉県
STD3 552 井上 昌泰 東京都
STD3 553 今村 俊直 山梨県
STD3 554 井餘田 治 埼玉県
STD3 555 岩城 勤也 東京都
STD3 556 岩崎 洋平 東京都
STD3 557 岩澤 康一 東京都
STD3 558 岩瀬 和広 東京都
STD3 559 岩渕 洋輝 千葉県
STD3 560 岩本 崇志 千葉県
STD3 561 岩谷 一隆 千葉県
STD3 562 衛 涛 東京都
STD3 563 植尾 大輔 愛知県
STD3 564 上釜 颯太 神奈川県
STD3 565 上野 礼登 静岡県
STD3 566 上野 大介 東京都
STD3 567 魚津 悠介 千葉県
STD3 568 牛坂 伸也 千葉県
STD3 569 内田 英良 東京都
STD3 570 宇野 総一 神奈川県
STD3 571 梅津 裕太郎 千葉県
STD3 572 梅津 裕樹 北海道
STD3 573 梅野 晴一郎 東京都
STD3 574 梅本 拓 東京都
STD3 575 浦田 幸佑 東京都
STD3 576 江草 章仁 広島県
STD3 577 江口 嘉信 千葉県
STD3 578 遠藤 靖明 千葉県
STD3 579 及川 究 東京都
STD3 580 大上 良介 東京都
STD3 581 大浦 卓磨 千葉県
STD3 582 大江 歩 東京都
STD3 583 大江 将平 東京都
STD3 584 大北 武志 神奈川県
STD3 585 大島 昇 埼玉県
STD3 586 太田 剛志 東京都
STD3 587 太田 博千 東京都
STD3 588 太田 康裕 東京都
STD3 589 大平 幸弘 千葉県
STD3 590 大谷 節哉 神奈川県
STD3 591 大塚 聡司 千葉県
STD3 592 大槻 大輔 東京都
STD3 593 大坪 隆 埼玉県
STD3 594 大西 健資 東京都
STD3 595 大西 伸 京都府
STD3 596 大根田 崇 神奈川県
STD3 597 大野 智洋 東京都
STD3 598 大庭 亮介 埼玉県
STD3 599 大橋 徹 神奈川県
STD3 600 岡田 靖久 東京都
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STD3 601 岡本 篤志 千葉県
STD3 602 岡本 浩一郎 神奈川県
STD3 603 岡本 俊介 神奈川県
STD3 604 岡本 祥太 東京都
STD3 605 岡谷 尚洋 千葉県
STD3 606 小川 猛効 千葉県
STD3 607 荻野 喜恵 福島県
STD3 608 奥井 伸雄 神奈川県
STD3 609 奥原 一男 千葉県
STD3 610 尾崎 正宏 埼玉県
STD3 611 小澤 和仁 神奈川県
STD3 612 落合 広志 千葉県
STD3 613 小野 裕規 千葉県
STD3 614 尾端 樹 東京都
STD3 615 小柳津 伸哉 千葉県
STD3 616 折口 友樹 神奈川県
STD3 617 海瀬 隆太郎 東京都
STD3 618 影山 健二 千葉県
STD3 619 風間 智之 神奈川県
STD3 620 柏倉 将斗 愛知県
STD3 621 加瀬 孝也 千葉県
STD3 622 片岡 恭平 東京都
STD3 623 桂川 佳津範 東京都
STD3 624 加藤 順也 東京都
STD3 625 加藤 丈博 北海道
STD3 626 加藤 雄章 東京都
STD3 627 加藤 義則 神奈川県
STD3 628 金丸 俊一 千葉県
STD3 629 金山 洋三 東京都
STD3 630 金子 聖 千葉県
STD3 631 金田 浩一郎 東京都
STD3 632 上村 良介 東京都
STD3 633 加茂前 佳男 神奈川県
STD3 634 萱沼 宏行 静岡県
STD3 635 唐澤 俊一 千葉県
STD3 636 唐澤 伸郎 東京都
STD3 637 Enrico Gallus 千葉県
STD3 638 川口 博貴 千葉県
STD3 639 川崎 弘樹 東京都
STD3 640 川島 隆伸 埼玉県
STD3 641 川島 俊嗣 神奈川県
STD3 642 河田 哲 神奈川県
STD3 643 河西 崇智 東京都
STD3 644 河野 雅之 東京都
STD3 645 川野辺 慎吾 神奈川県
STD3 646 川原 広美 千葉県
STD3 647 川俣 光一 神奈川県
STD3 648 川村 一徳 神奈川県
STD3 649 川村 亮介 東京都
STD3 650 木内 誉律 千葉県

STD3 651 岸野 雅之 千葉県
STD3 652 北垣戸 淳 東京都
STD3 653 北川 喜淳 神奈川県
STD3 654 北田 誠 千葉県
STD3 655 北村 辰男 千葉県
STD3 656 橘川 正徳 東京都
STD3 657 木戸 茂貴 群馬県
STD3 658 木ノ内 一壮 東京都
STD3 659 木村 俊威 東京都
STD3 660 木本 慧 栃木県
STD3 661 日下部 朋久 千葉県
STD3 662 楠田 明浩 埼玉県
STD3 663 楠本 寛斎 千葉県
STD3 664 國廣 総一郎 東京都
STD3 665 熊木 敏 東京都
STD3 666 倉島 勝治 神奈川県
STD3 667 栗原 義明 長野県
STD3 668 来栖 槙一郎 東京都
STD3 669 黒木 湧 千葉県
STD3 670 黒田 康正 東京都
STD3 671 小池 拓生 埼玉県
STD3 672 小池 紀洋 千葉県
STD3 673 小泉 比呂充 神奈川県
STD3 674 小出 雄太 東京都
STD3 675 公平 誠 東京都
STD3 676 高武 俊平 東京都
STD3 677 上月 晃 千葉県
STD3 678 小鹿 文彦 千葉県
STD3 679 小島 大輔 千葉県
STD3 680 小島 拓也 長野県
STD3 681 後藤 栄太 東京都
STD3 682 後藤 幸起 千葉県
STD3 683 後藤 大輔 千葉県
STD3 684 後藤 建也 千葉県
STD3 685 後藤 剛 埼玉県
STD3 686 小林 栄治 東京都
STD3 687 小林 丈浩 千葉県
STD3 688 小林 哲朗 神奈川県
STD3 689 小林 輝之 東京都
STD3 690 小渕 貴裕 神奈川県
STD3 691 古宮 聡 千葉県
STD3 692 小谷野 慶徳 東京都
STD3 693 小山 智 東京都
STD3 694 近藤 久人 東京都
STD3 695 近藤 正典 東京都
STD3 696 紺野 浩嗣 東京都
STD3 697 佐長 功 東京都
STD3 698 佐伯 洋一 千葉県
STD3 699 齋藤 克俊 神奈川県
STD3 700 斉藤 賢一 千葉県
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STD3 701 齋藤 直哉 東京都
STD3 702 酒井 健 千葉県
STD3 703 酒井 幸男 千葉県
STD3 704 坂田 守彦 東京都
STD3 705 酒見 大輔 千葉県
STD3 706 佐久間 亨 愛知県
STD3 707 佐々木 博史 千葉県
STD3 708 佐藤 瑛雄 千葉県
STD3 709 佐藤 敦 千葉県
STD3 710 佐藤 修三 東京都
STD3 711 佐藤 武 千葉県
STD3 712 佐藤 平太 茨城県
STD3 713 佐藤 護 千葉県
STD3 714 佐藤 道人 神奈川県
STD3 715 佐藤 安雄 千葉県
STD3 716 佐藤 義則 神奈川県
STD3 717 里見 憲一 東京都
STD3 718 佐野 真 東京都
STD3 719 座間 陽一郎 神奈川県
STD3 720 猿田 晋也 千葉県
STD3 721 澤田 貴司 東京都
STD3 722 澤村 章雄 東京都
STD3 723 塩田 和之 千葉県
STD3 724 塩塚 大之 東京都
STD3 725 重松 翔吾 神奈川県
STD3 726 宍戸 慎一郎 千葉県
STD3 727 篠村 英明 東京都
STD3 728 柴田 俊一 東京都
STD3 729 渋井 信治 埼玉県
STD3 730 島 弘士 千葉県
STD3 731 島崎 洋太郎 東京都
STD3 732 島田 祐希 千葉県
STD3 733 清水 太陽 東京都
STD3 734 清水 達也 千葉県
STD3 735 下田 健吾 東京都
STD3 736 下村 康文 東京都
STD3 737 庄司 功 千葉県
STD3 738 鄭 甲植 千葉県
STD3 739 白井 幸男 千葉県
STD3 740 白石 裕章 東京都
STD3 741 新貝 一郎 埼玉県
STD3 742 菅谷 敏克 茨城県
STD3 743 杉浦 葵 愛知県
STD3 744 杉山 輝光 静岡県
STD3 745 杉山 英輝 神奈川県
STD3 746 杉山 龍之介 千葉県
STD3 747 助川 大 東京都
STD3 748 鈴木 説澄 東京都
STD3 749 鈴木 英一 茨城県
STD3 750 鈴木 協一郎 東京都

STD3 751 鈴木 健一 神奈川県
STD3 752 鈴木 仁 東京都
STD3 753 鈴木 隆之 千葉県
STD3 754 鈴木 隆行 千葉県
STD3 755 鈴木 博之 埼玉県
STD3 756 鈴木 優吾 神奈川県
STD3 757 須藤 祐哉 東京都
STD3 758 関口 陽介 千葉県
STD3 759 関根 健一 神奈川県
STD3 760 泉対 信賢 千葉県
STD3 761 高階 清彰 東京都
STD3 762 高嶋 晋 埼玉県
STD3 763 高嶋 宣秀 東京都
STD3 764 高梨 繁 東京都
STD3 765 高野 朋也 千葉県
STD3 766 高橋 明博 神奈川県
STD3 767 高橋 宏哲 千葉県
STD3 768 高橋 竜司 千葉県
STD3 769 高本 直彰 埼玉県
STD3 770 高山 文治 神奈川県
STD3 771 瀧 康太郎 神奈川県
STD3 772 滝 重幸 千葉県
STD3 773 滝澤 雅人 埼玉県
STD3 774 滝本 智丹 千葉県
STD3 775 竹内 淳 神奈川県
STD3 776 竹迫 実 東京都
STD3 777 武居 功二 千葉県
STD3 778 竹田 東 東京都
STD3 779 武田 豊三 宮城県
STD3 780 田崎 勉 埼玉県
STD3 781 田島 康成 千葉県
STD3 782 田代 修久 東京都
STD3 783 多田 和弘 神奈川県
STD3 784 多田 義政 千葉県
STD3 785 立花 敬悟 千葉県
STD3 786 田中 啓一 神奈川県
STD3 787 田中 謙一郎 神奈川県
STD3 788 田中 孝一 千葉県
STD3 789 田中 毅 千葉県
STD3 790 田中 哲也 東京都
STD3 791 田中 章夫 高知県
STD3 792 田中 範弘 広島県
STD3 793 田中 遼平 東京都
STD3 794 田邉 統 東京都
STD3 795 田邊 秀洋 東京都
STD3 796 谷本 俊一 神奈川県
STD3 797 玉井 敏雄 千葉県
STD3 798 田前 正博 神奈川県
STD3 799 千々松 陽成 茨城県
STD3 800 塚田 重城 東京都

スタートグループ No. 名前 都道府県スタートグループ No. 名前 都道府県



26

STD3 801 塚本 将季 神奈川県
STD3 802 辻 慶雄 神奈川県
STD3 803 筒井 秀明 千葉県
STD3 804 手塚 拓身 東京都
STD3 805 唐司 寿一 東京都
STD3 806 遠山 渉 山梨県
STD3 807 床枝 悟 埼玉県
STD3 808 轟 健一郎 東京都
STD3 809 冨沢 聡 千葉県
STD3 810 永井 啓介 神奈川県
STD3 811 中川 倫夫 千葉県
STD3 812 長崎 和馬 千葉県
STD3 813 中重 雄史 神奈川県
STD3 814 中島 哲 東京都
STD3 815 中嶋 和宏 東京都
STD3 816 中島 敏彦 埼玉県
STD3 817 中島 尚樹 神奈川県
STD3 818 長島 亮 東京都
STD3 819 仲宗根 一郎 神奈川県
STD3 820 仲宗根 航大 神奈川県
STD3 821 永松 聡一郎 石川県
STD3 822 中村 建吾 東京都
STD3 823 仲村 隆 東京都
STD3 824 中村 隆弥 東京都
STD3 825 中村 武 千葉県
STD3 826 中村 太郎 千葉県
STD3 827 中村 年宏 千葉県
STD3 828 永持 徹也 東京都
STD3 829 中山 周一郎 東京都
STD3 830 中山 航 神奈川県
STD3 831 名倉 和希 千葉県
STD3 832 名倉 大貴 群馬県
STD3 833 名越 亮太 東京都
STD3 834 並木 規充 東京都
STD3 835 二階堂 洋史 東京都
STD3 836 仁木 良祐 千葉県
STD3 837 西 葵生 東京都
STD3 838 西澤 数泰 千葉県
STD3 839 西谷 康昌 千葉県
STD3 840 西谷 禎啓 東京都
STD3 841 西成田 彰 千葉県
STD3 842 西村 政樹 東京都
STD3 843 西村 匡司 埼玉県
STD3 844 沼田 真一 群馬県
STD3 845 野口 俊也 東京都
STD3 846 野崎 悠太 東京都
STD3 847 野田 朋芳 東京都
STD3 848 野頭 雄一郎 東京都
STD3 849 野村 守 神奈川県
STD3 850 箱井 昭夫 東京都

STD3 851 橋本 諭 神奈川県
STD3 852 長谷 健一 東京都
STD3 853 長谷川 正哉 千葉県
STD3 854 畑 英一郎 東京都
STD3 855 波多野 寛朗 東京都
STD3 856 籏野 弘昭 東京都
STD3 857 蜂谷 宗久 千葉県
STD3 858 馬場 悠太 東京都
STD3 859 早川 大介 神奈川県
STD3 860 林 大貴 埼玉県
STD3 861 林 祐次郎 千葉県
STD3 862 林 豊 千葉県
STD3 863 原内 俊典 東京都
STD3 864 原科 純一 東京都
STD3 865 ハリス ジョージキム 神奈川県
STD3 866 樋貝 真治 神奈川県
STD3 867 曵田 遼輔 神奈川県
STD3 868 樋口 翔悟 愛知県
STD3 869 樋口 大輔 三重県
STD3 870 樋口 孝雄 神奈川県
STD3 871 日沼 雄也 東京都
STD3 872 日野 隆良 千葉県
STD3 873 日野林 譲二 東京都
STD3 874 平泉 裕 東京都
STD3 875 平野 崇之 千葉県
STD3 876 平野 龍一 東京都
STD3 877 比留間 進 東京都
STD3 878 ファンデルフリート ペーター 東京都
STD3 879 深澤 賛光 東京都
STD3 880 福田 真也 千葉県
STD3 881 福田 利之 千葉県
STD3 882 福地 康正 栃木県
STD3 883 藤井 章 千葉県
STD3 884 藤井 雄三 千葉県
STD3 885 藤崎 徳弘 千葉県
STD3 886 藤澤 和史 神奈川県
STD3 887 藤田 一夫 東京都
STD3 888 藤田 守宏 千葉県
STD3 889 二木 明彦 東京都
STD3 890 北南 幹夫 千葉県
STD3 891 保住 広太 東京都
STD3 892 細谷 浩司 東京都
STD3 893 堀内 浩司 東京都
STD3 894 堀江 優之 千葉県
STD3 895 本城 和義 東京都
STD3 896 本多 悟郎 千葉県
STD3 897 前田 勝彦 千葉県
STD3 898 前田 君彦 千葉県
STD3 899 間下 英一郎 千葉県
STD3 900 松井 仁 東京都
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STD3 901 松浦 昇平 東京都
STD3 902 松清 大 東京都
STD3 903 松崎 充宏 東京都
STD3 904 松下 泰男 神奈川県
STD3 905 松田 健一 東京都
STD3 906 松田 慈永 東京都
STD3 907 松田 史雄 東京都
STD3 908 松永 博 千葉県
STD3 909 松本 啓太 東京都
STD3 910 松本 健太郎 千葉県
STD3 911 松本 潤一 群馬県
STD3 912 眞鍋 俊彦 東京都
STD3 913 三浦 翔太 東京都
STD3 914 三浦 孝之 東京都
STD3 915 三浦 太郎 千葉県
STD3 916 三上 大輔 千葉県
STD3 917 三河 賢文 千葉県
STD3 918 水谷 耕久 埼玉県
STD3 919 溝内 達也 東京都
STD3 920 見田 和仁 東京都
STD3 921 三苫 真実 神奈川県
STD3 922 南 勇希 東京都
STD3 923 三村 賢司 茨城県
STD3 924 宮崎 雅大 東京都
STD3 925 宮澤 勲 東京都
STD3 926 宮元 孝智 東京都
STD3 927 三好 裕介 東京都
STD3 928 美和 太郎 滋賀県
STD3 929 武藤 龍平 東京都
STD3 930 村上 功 東京都
STD3 931 村上 京輔 東京都
STD3 932 村木 茂大 東京都
STD3 933 村越 光展 東京都
STD3 934 村瀬 秀也 千葉県
STD3 935 村松 俊輔 千葉県
STD3 936 村山 友宏 神奈川県
STD3 937 目崎 匠 東京都
STD3 938 モタラ 俊 東京都
STD3 939 望月 秀直 静岡県
STD3 940 本山 亮 神奈川県
STD3 941 森崎 龍二 東京都
STD3 942 森下 智 東京都
STD3 943 森田 剛志 神奈川県
STD3 944 諸橋 峰雄 東京都
STD3 945 矢崎 竜之介 千葉県
STD3 946 矢嶋 元 埼玉県
STD3 947 安田 光司 東京都
STD3 948 安田 真也 東京都
STD3 949 安田 博治 千葉県
STD3 950 安田 昌泰 千葉県

STD3 951 八田 広治 東京都
STD3 952 柳井 栄司 千葉県
STD3 953 柳澤 正実 千葉県
STD3 954 矢野 裕和 千葉県
STD3 955 矢野 雅之 東京都
STD3 956 矢野 悠貴 東京都
STD3 957 山上 陽平 埼玉県
STD3 958 山口 牧人 千葉県
STD3 959 山口 征啓 福岡県
STD3 960 山崎 晶 埼玉県
STD3 961 山下 恭一 埼玉県
STD3 962 山田 伸大 東京都
STD3 963 山野 雅史 東京都
STD3 964 山本 泉 東京都
STD3 965 山元 賢次郎 東京都
STD3 966 山本 聡 千葉県
STD3 967 山本 真也 東京都
STD3 968 尤 波 千葉県
STD3 969 横田 智之 千葉県
STD3 970 吉岡 謙二 東京都
STD3 971 吉岡 学 東京都
STD3 972 吉田 昌平 東京都
STD3 973 吉田 剛士 千葉県
STD3 974 吉田 稔 千葉県
STD3 975 吉田 亮介 東京都
STD3 976 吉本 隆司 広島県
STD3 977 米森 秀一 千葉県
STD3 978 陸田 典志 埼玉県
STD3 979 脇屋 博幸 東京都
STD3 980 涌井 研二 東京都
STD3 981 和田 雅幸 埼玉県
STD3 982 渡邉 一臣 千葉県
STD3 983 渡邊 純一 千葉県
STD3 984 渡邉 貴之 東京都
STD3 985 渡邊 毅大 東京都
STD3 986 渡辺 吏 東京都
STD3 987 渡辺 徹 東京都
STD3 988 渡辺 人支 千葉県
STD3 989 綿貫 茂 東京都
STD3 990 渡部 望 神奈川県
STD3 991 三浦 健二 東京都
STD3 991GUIDE 吉野 功哉
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STD2 111 C-Trident 50‘s 山根 勝彦
小笠原 治
上田 慎悟

千葉県
千葉県
千葉県

STD2 112 鳩ノ巣 瀬戸 孟
川澄 大祐
小泉 学

東京都
東京都
東京都

STD2 113 プロジェクト T 渡部 祥平
佐久間 雅明
田所 政毅

東京都
東京都
東京都

STD2 114 もの改三バカ 大口 真彗
清水 慎一
小白井 護

千葉県
千葉県
千葉県

STD2 115 チーム松山まなか 名取 和正
鈴木 篤志
松山 まなか

神奈川県
神奈川県
神奈川県

STD2 116 GLT チーム A 柳田 厚志
坂口 誠
原田 和秀

神奈川県
神奈川県
神奈川県

STD2 117 こんにゃくパーク 山田 吉彦
勝呂 卓

千葉県
千葉県

STD2 118 はるにゃんず 尾崎 友彦
内海 隆司
高川 華瑠奈

東京都
東京都
東京都

STD2 119 GLT Mix 2 松井 洋子
成松 恭多
飯田 志知

東京都
東京都
東京都

STD2 120 GLT 混合チーム A（W ２G） 大串 豊
渡辺 康介
渡辺 由美子

東京都
東京都
東京都

STD2 121 すずめ号 皆川 紗恵子
皆川 昭久

東京都
東京都

STD2 122 チームメルセデス &Keiki 渡邊 美由紀
魚住 武敏
漆原 桂樹

東京都
東京都
東京都

STD2 123 ドラえもんず 横山 美穂
左近田 悠樹
左近田 崇仁

神奈川県
神奈川県
神奈川県

STD2 124 リンダリンダゴリラ 道端 カレン
中村 順子
笠原 直子

千葉県
千葉県
千葉県

STD2 125 裏球会 2 戸倉 和哉
石井 一義
宮尾 諒

千葉県
千葉県
千葉県

STD2 126 急ごしらえ即席乾麺 三浦 理紗子
佐藤 大介
三國 寿幸

千葉県
千葉県
千葉県

STD2 127 Team MURB 加茂 基香
松村 泰充
宮川 ゆり子

東京都
東京都
東京都

STD2 128 幸ヶ谷おやじトライアスロン 高津 徹
須藤 大輔

神奈川県
神奈川県

STD2 129 GLT 初代　会社員マスカット 2016 箭内 隆道
佐藤 寅彦
石川 哲史

東京都
東京都
東京都

グループ名 No. チーム名 名前 都道府県
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SP1 2106 江沢 優駿 東京都
SP1 2107 江畑 俊行 東京都
SP1 2108 大町 優太 千葉県
SP1 2109 奥山 楓也 千葉県
SP1 2110 笠井 健司 千葉県
SP1 2111 加藤 勲 神奈川県
SP1 2112 川嶋 秀樹 東京都
SP1 2113 草間 大輔 千葉県
SP1 2114 小井戸 亮太 東京都
SP1 2115 河野 泰憲 千葉県
SP1 2116 小久保 太陽 埼玉県
SP1 2117 小山 真男 埼玉県
SP1 2118 齋藤 友宏 埼玉県
SP1 2119 齋藤 太志 神奈川県
SP1 2120 佐藤 宏則 栃木県
SP1 2121 佐藤 雄祐 千葉県
SP1 2122 ジョシュア シュローダー 東京都
SP1 2123 ジラルディ 起丈 東京都
SP1 2124 鈴木 厚史 千葉県
SP1 2125 鈴木 秀人 千葉県
SP1 2126 清和 直紀 千葉県
SP1 2127 関吉 大亮 千葉県
SP1 2128 高橋 寛人 千葉県
SP1 2129 CHEN XIAO 東京都
SP1 2130 中原 乾哲 神奈川県
SP1 2131 生田目 歩 千葉県
SP1 2132 能登 一徳 東京都
SP1 2133 野村 和司 千葉県
SP1 2134 ハウランド グレゴリー 東京都
SP1 2135 長谷川 幸佑 埼玉県
SP1 2136 林 琉聖 福島県
SP1 2137 原 維吹樹 東京都
SP1 2138 原島 悟 東京都
SP1 2139 布川 昊 千葉県
SP1 2140 堀池 航 東京都
SP1 2141 堀内 亮平 東京都
SP1 2142 本間 央将 栃木県
SP1 2143 水城 惇弥 千葉県
SP1 2144 森 誉海 東京都
SP1 2145 山口 大貴 千葉県
SP1 2146 山口 祐介 千葉県
SP1 2147 山下 龍 東京都
SP1 2148 山田 壮流 愛知県
SP1 2149 山田 龍明 千葉県
SP1 2150 山田 裕大 神奈川県
SP1 2151 山本 璃空 千葉県
SP2 2201 茜ヶ久保 公二 東京都
SP2 2202 秋山 繁 東京都
SP2 2203 浅沼 健一 千葉県
SP2 2204 浅沼 哲雄 神奈川県

エイジスプリント

SP1 2001 青木 志穂 埼玉県
SP1 2002 天野 萌子 東京都
SP1 2003 伊藤 日菜子 千葉県
SP1 2004 岩井 志寿香 千葉県
SP1 2005 岩崎 舞雪 東京都
SP1 2006 岩澤 好恵 東京都
SP1 2007 打越 三紀恵 東京都
SP1 2008 大住 真希子 千葉県
SP1 2009 大辻 恵 東京都
SP1 2010 小田 智子 東京都
SP1 2011 川上 いづみ 千葉県
SP1 2012 川上 由利恵 千葉県
SP1 2013 孔 祥アイ 千葉県
SP1 2014 小坂 さとみ 千葉県
SP1 2015 小林 佳織 千葉県
SP1 2016 小林 美紀 東京都
SP1 2017 佐藤 精恵 東京都
SP1 2018 柴田 由希 東京都
SP1 2019 島崎 茉央 東京都
SP1 2020 清水 佳穂 東京都
SP1 2021 鈴木 幸恵 千葉県
SP1 2022 鷲見 真喜子 千葉県
SP1 2023 鷹橋 梢 東京都
SP1 2024 高橋 みつ紀 埼玉県
SP1 2025 高橋 実結 東京都
SP1 2026 田尻 麻衣子 千葉県
SP1 2027 田中 明世 千葉県
SP1 2028 田渕 文美 東京都
SP1 2029 鶴岡 彩 神奈川県
SP1 2030 泊野 可奈 千葉県
SP1 2031 友野 由香 東京都
SP1 2032 中嶋 千秋 茨城県
SP1 2033 中塚 智香子 東京都
SP1 2034 長谷川 恵美子 神奈川県
SP1 2035 馬場 温子 千葉県
SP1 2036 ひらた ゆいこ 千葉県
SP1 2037 松尾 薫 神奈川県
SP1 2038 薬師 かれん 鹿児島県
SP1 2039 谷津 麻耶 神奈川県
SP1 2040 油橋 由美 千葉県
SP1 2041 横田 美和子 千葉県
SP1 2042 吉岡 憲子 東京都
SP1 2043 若崎 真奈美 東京都
SP1 2044 渡部 祥子 千葉県
SP1 2101 旭 洋太 東京都
SP1 2102 畔柳 大樹 千葉県
SP1 2103 石橋 亮一 千葉県
SP1 2104 伊東 文仁 千葉県
SP1 2105 梅澤 慶太郎 千葉県
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SP2 2205 阿部 正 千葉県
SP2 2206 天野 裕貴 東京都
SP2 2207 家住 英樹 東京都
SP2 2208 池田 勝次 神奈川県
SP2 2209 石井 陽太郎 東京都
SP2 2210 石田 雅彦 東京都
SP2 2211 石田 仁樹 千葉県
SP2 2212 市来 寛志 千葉県
SP2 2213 井戸 覚道 東京都
SP2 2214 伊藤 英治 茨城県
SP2 2215 伊藤 裕之 千葉県
SP2 2216 稲田 里樹 神奈川県
SP2 2217 今井 英大 埼玉県
SP2 2218 今永 雅人 大阪府
SP2 2219 岩崎 博 千葉県
SP2 2220 岩波 守 東京都
SP2 2221 植松 崇 東京都
SP2 2222 海老 治成 千葉県
SP2 2223 大石 教博 神奈川県
SP2 2224 大川 将彦 千葉県
SP2 2225 大熊 和夫 千葉県
SP2 2226 大原 隆司 千葉県
SP2 2227 岡田 隆一 東京都
SP2 2228 岡野 竜太 東京都
SP2 2229 岡部 稔 東京都
SP2 2230 小川 智之 東京都
SP2 2231 沖 一匡 千葉県
SP2 2232 沖村 政則 東京都
SP2 2233 奥野 幸男 神奈川県
SP2 2234 小倉 慎太郎 神奈川県
SP2 2235 柿沼 正弘 東京都
SP2 2236 影山 孝一 千葉県
SP2 2237 加藤 浩一 千葉県
SP2 2238 加藤 正都 東京都
SP2 2239 川合 達雄 千葉県
SP2 2240 川崎 潔 大阪府
SP2 2241 川崎 孝康 茨城県
SP2 2242 河瀬 賢介 東京都
SP2 2243 川西 正人 千葉県
SP2 2244 北島 明生 神奈川県
SP2 2245 北村 伸哉 千葉県
SP2 2246 北山 毅 千葉県
SP2 2247 木村 和孝 埼玉県
SP2 2248 チャールズ グリーン 千葉県
SP2 2249 栗原 義英 千葉県
SP2 2250 桑野 一郎 埼玉県
SP2 2251 呉 英仁 東京都
SP2 2252 幸村 秀生 千葉県
SP2 2253 コバート クリストファー 東京都
SP2 2254 小林 理 神奈川県

SP2 2255 小林 貴大 千葉県
SP2 2256 小松 拓也 千葉県
SP2 2257 小森谷 功 神奈川県
SP2 2258 齋藤 修 栃木県
SP2 2259 齋藤 健介 千葉県
SP2 2260 斉藤 親 茨城県
SP2 2261 境 勉 東京都
SP2 2262 境 広志 東京都
SP2 2263 坂口 宗一郎 千葉県
SP2 2264 鮫島 正光 千葉県
SP2 2265 篠江 洋人 東京都
SP2 2266 清水 壮一 千葉県
SP2 2267 下野 貴史 東京都
SP2 2268 進士 誉夫 千葉県
SP2 2269 須澤 寛 神奈川県
SP2 2270 鈴木 淳一郎 神奈川県
SP2 2271 鈴木 忠 秋田県
SP2 2272 鈴木 仁志 千葉県
SP2 2273 須田 哲矢 埼玉県
SP2 2274 染谷 要一 茨城県
SP2 2275 多賀 孝尚 千葉県
SP2 2276 高木 裕二 埼玉県
SP2 2277 高島 修 千葉県
SP2 2278 高野 英祐 埼玉県
SP2 2279 高山 晋 東京都
SP2 2280 田所 浩一 千葉県
SP2 2281 田中 積 千葉県
SP2 2282 田中 淑之 東京都
SP2 2283 棚瀬 武志 千葉県
SP2 2284 辻岡 徹 富山県
SP2 2285 鶴岡 敏彦 千葉県
SP2 2286 東條 光紀 千葉県
SP2 2287 富岡 聡文 神奈川県
SP2 2288 冨田 直哉 東京都
SP2 2289 内藤 雅弘 千葉県
SP2 2290 永岡 太郎 神奈川県
SP2 2291 長田 浩史 千葉県
SP2 2292 中野 伸一 神奈川県
SP2 2293 中野 力 東京都
SP2 2294 芳賀 俊夫 神奈川県
SP2 2295 橋本 芳樹 千葉県
SP2 2296 長谷川 陽一 神奈川県
SP2 2297 初見 俊明 東京都
SP2 2298 原武 哲郎 千葉県
SP2 2299 人見 克哉 埼玉県
SP2 2300 平山 経政 神奈川県
SP2 2301 プストック フランソワ 東京都
SP2 2302 渕上 昭男 千葉県
SP2 2303 古屋 健吾 千葉県
SP2 2304 別府 興一 東京都
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SP2 2305 北條 茂樹 東京都
SP2 2306 前田 幸司 千葉県
SP2 2307 前田 秀敏 東京都
SP2 2308 正村 浩三 千葉県
SP2 2309 三宅 竜太郎 千葉県
SP2 2310 村上 篤哉 東京都
SP2 2311 罍 孝司 東京都
SP2 2312 森 弘志 東京都
SP2 2313 森田 昌敏 千葉県
SP2 2314 森本 正法 東京都
SP2 2315 矢口 照彦 神奈川県
SP2 2316 山口 清 愛知県
SP2 2317 山崎 貴史 神奈川県
SP2 2318 山路 真一郎 東京都
SP2 2319 山階 光将 東京都
SP2 2320 山田 寛之 大阪府
SP2 2321 山本 泰資 静岡県
SP2 2322 山本 英永 神奈川県
SP2 2323 鎗田 哲夫 千葉県
SP2 2324 吉岡 朋昭 東京都
SP2 2325 吉田 雄介 千葉県
SP2 2326 來村 昌紀 千葉県
SP2 2327 林宝 謙治 埼玉県
SP2 2328 渡部 康郎 千葉県
SP2 2329 藁谷 卓也 埼玉県

パラスプリント

PS-TRI2 3001 長原 宏樹 千葉県
PS-TRI2 3002 日高 恒仁 大阪府
PS-TRI2 3003 安井 正文 広島県
PS-TRI3 3004 多田 尚史 東京都
PS-TRI4 3005 安藤 匠海 千葉県
PS-TRI4 3006 金子 慶也 千葉県
PS-TRI6 3007 秋葉 慈朗 千葉県
PS-TRI6 3007GUIDE 松丸 真幸
PS-TRI5 3008 小釜 莉代 宮城県
PS-TRI6 3009 鹿沼 由理恵 東京都
PS-TRI6 3009GUIDE 脇真由美
PS-TRI6 3010 杉田 好士郎 千葉県
PS-TRI6 3010GUIDE 小野 瑛之
PS-TRI6 3011 米岡 聡 東京都
PS-TRI6 3011GUIDE 西崎 昌宏

ビギナー

BG1 1 石黒 圭 東京都
BG1 2 發田 さら 千葉県
BG1 3 奥山 瑠桜 千葉県
BG1 4 岩田 俊之介 東京都
BG1 5 佐野 輝 東京都
BG1 6 市来 優希 千葉県
BG1 7 徐 悠陽 東京都
BG1 8 服部 悠河 東京都
BG1 9 山田 航平 千葉県
BG1 10 藤井 開人 東京都
BG1 11 小谷野 廉士 東京都
BG1 12 河崎 研志 神奈川県
BG1 13 野村 吏玖 東京都
BG1 14 吉越 乙矢 千葉県
BG1 15 鈴木 新 神奈川県
BG1 16 田中 南帆 千葉県
BG1 17 田村 松太朗 東京都
BG1 18 井上 晃輔 神奈川県
BG2 21 原田 龍一 群馬県
BG2 22 若林 諒 千葉県
BG2 23 大川 和希 千葉県
BG2 24 天野 五揮 東京都
BG2 25 風間 修羽 神奈川県
BG2 26 山口 一路 千葉県
BG2 27 亀井 健新 神奈川県
BG2 28 ABSOUS Matthieu 東京都
BG2 29 和智 柊斗 神奈川県
BG2 30 秋本 航 千葉県
BG2 31 田中 心乃 千葉県
BG2 32 日比野 光里 東京都
BG2 33 加藤 碧 千葉県
BG2 34 藤中 瑠斗 東京都
BG2 35 山田 遥平 千葉県
BG2 36 小田島 寛奈 東京都
BG2 37 冨永 一慶 千葉県
BG2 38 関 優来 東京都
BG2 39 高嶋 夏歩 埼玉県
BG2 40 坂本 悠 東京都
BG2 41 亀井 さくら 神奈川県
BG2 42 吉越 大真 千葉県
BG3 51 赤尾杉 夏斗 東京都
BG3 52 ABSOUS CLEMENT 東京都
BG3 53 石井 淳子 神奈川県
BG3 54 鵜川 直美 神奈川県
BG3 55 内田 広輝 千葉県
BG3 56 江原 潤 東京都
BG3 57 大江 千穂 千葉県
BG3 58 大住 煌華 千葉県
BG3 59 小川 康一 千葉県
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BG3 60 小幡 恵子 東京都
BG3 61 小幡 二郎 東京都
BG1 62 影山 もあ 千葉県
BG3 63 影山 ゆあ 千葉県
BG3 64 風間 結犀 神奈川県
BG3 65 加藤 丈峰 東京都
BG3 66 加藤 雄己 東京都
BG3 67 金井 洋平 東京都
BG3 68 金丸 康誠 千葉県
BG3 69 川崎 正夫 神奈川県
BG3 70 川下 直人 千葉県
BG3 71 倉沢 祥貴 神奈川県
BG3 72 倉持 達哉 茨城県
BG3 73 黒河 武 千葉県
BG3 74 小出 麻紀子 千葉県
BG3 75 小林 弘典 千葉県
BG3 76 佐藤 加代 愛知県
BG3 77 佐藤 武皇 愛知県
BG3 78 椎名 秀和 茨城県
BG3 79 荘司 丈之 千葉県
BG3 80 陣野 ポタモ 東京都
BG3 81 杉田 浩一 千葉県
BG3 82 鈴木 洋平 神奈川県
BG3 83 筒井 正明 千葉県
BG3 84 出羽 明雄 埼玉県
BG3 85 中川 成一郎 茨城県
BG3 86 長野 友香 千葉県
BG3 87 西山 悠生 東京都
BG3 88 服部 大輔 東京都
BG3 89 花岡 和美 千葉県
BG3 90 早崎 幸太郎 千葉県
BG3 91 原 正浩 埼玉県
BG3 92 原田 和心 群馬県
BG3 93 藤川 裕三 千葉県
BG3 94 細谷 優太 千葉県
BG3 95 前田 玲子 千葉県
BG3 96 村田 祐子 東京都
BG3 97 山崎 心菜 千葉県
BG3 98 山田 達也 愛知県
BG3 99 横濱 慶 千葉県
BG3 100 吉野 勇介 千葉県
BG3 101 吉本 昇矢 広島県
BG3 102 米澤 隆洋 東京都
BG3 103 若林 かずき 千葉県

ビギナーリレー

BG3 104 あおっち 藤中 宏二 東京都
BG3 104 あおっち 森崎 雄介 東京都
BG3 104 あおっち 藤中 碧 東京都
BG3 105 T2 前田 忠雄 千葉県
BG3 105 T2 前田 鉄平 千葉県

パラビギナーリレー

PB 107 エンジョイラン 砂長谷 直美 千葉県
PB 107 エンジョイラン 砂長谷 浩一 千葉県
PB 107 エンジョイラン 砂長谷 走楽 千葉県

パラビギナー

PB 106 藍原 渚 千葉県
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2022 千葉シティトライアスロン　組織体制

大会役員

実行委員会委員

（いずれも順不同・敬称略）

名誉会長	 (公社)	日本トライアスロン連合会長	 岩城　光英
名誉副会長	 千葉市トライアスロン協会　最高顧問	 林　昇志
会長	 千葉市長	 神谷　俊一
副会長	 千葉市トライアスロン協会　会長	 茂手木　直忠
副会長	 (一社)	千葉県トライアスロン連合	副会長	 天野　行雄
副会長	 千葉市議	（美浜区)	 鷲見　隆仁
副会長	 	 小川　智之

実行委員長	 (一社)	千葉県トライアスロン連合	名誉会長	 臼井　正一
副会長	 (公社)	日本トライアスロン連合	副会長	 仲井　公哉
副実行委員長	 (一社)	千葉県トライアスロン連合	理事長	 小室　博之

委員	 (公社)	日本トライアスロン連合	理事	 園川　峰紀
委員	 (一社)千葉県トライアスロン連合　技術委員	 浦邉　憲之
委員	 (一社)千葉県トライアスロン連合　パラトライアスロン委員	 中原　宏
委員	 (一社)千葉県トライアスロン連合　普及・強化委員長	 松沼　能伸
委員	 千葉市トライアスロン協会　理事長	 長谷川　満彦
委員	 千葉市トライアスロン協会　副理事長	 野畑　潤
委員	 千葉市トライアスロン協会　理事	 石井　なおみ
委員	 地域力創生機構	 石田　辰雄
委員	 千葉市第29地区町内自治会連絡協議会	会長	 鈴木　孝子

監事	 (一社)千葉県トライアスロン連合　監事	 黒川　千明
監事	 千葉市トライアスロン協会　監事	 近藤　常治



メカキットや電動空気入れなど、自転車のメンテ

ナンスに必要な道具を取り揃えています。

自転車を持ち込めるのが、サイクルコテージ最大の

魅力。盗難の心配などもなく安心してご宿泊頂けます。

サイクル好きな仲間ととことん楽しみたい。

そんな方のためのコテージをご用意しております。

100 万坪の広大な敷地に広がる “Sport & Do Resort リソルの森”

私たちも利用しています！

天井高もある広々としたリビングは開放感があり、

トレーニング後はロッジ内に広がる木の香りに

癒されながらゆっくりと過ごすことができました。

上田　藍  選手

リソルの森での合宿でいつもお世話になって

おり、素晴らしい環境で充実したトレーニン

グをさせて頂いております。

岸本　新菜  選手

詳しくはこちら

リソルの森での楽しみ方は色々…自分だけの過ごし方を見つけに来てみませんか。

「おすすめスポット」

平地が広がる北総、起伏に富んだ中房総、

暖かく走りやすい南房総。すべてのエリアに

アクセスできるリソルの森から、房総半島を

お楽しみください。



展示バイクがすべて試乗可能！

O P E N 1 周 年を機に、店 内 展 示 バイクは
すべて試乗車となりました。全てのジャン
ルの代表車種が揃っておりますので、実
際に体験してじっくりとお気に入りの1台
をお選びいただけます。

■バイク選び・メンテナンスのご相談、来店・試乗・フィッティングのご予約など、お気軽にお問合せください。

ベイエリアならではの心地よい潮風と広い空、綺麗な街並みの幕張を思う存分に楽しめるバイク
をご用意し、ライディングレッスンとバイクフィッティングというサービスと共に、お一人お一人に
最適な乗りこなしを提案いたします。お気に入りの一台と共に、一緒に走り出しましょう！

■〒261-0021 千葉市美浜区ひび野1-4-3　■Tel：043-307-8840　■HP：https://endurelife.co.jp
■営業時間：平日12:00～20:00／土日11:00～19:00　■定休日：水・木曜日（祝日は除く）

公式 LINEから
ご相談・ご予約はこちら

Googleフォームから
ご相談・ご予約はこちら

Twitter
twitter.com/ss_makuhari

Instagram
instagram.com/specialized_makuhari

Google map
「スペシャライズド幕張」はこちら

Facebook
facebook.com/specialized.makuhari

ロングライドやレース参戦も！

房総半島をめぐるロングライドや、トライ
アスロン、MTBレースにスタッフと一緒に
参 戦するなど、チャレンジングな機 会 が
多数。初心者でも楽しめる幕張ランニン
グも定期的に開催しています。

ライドイベント多数開催！

バイクの乗り方レッスンや、近隣オフロー
ドパークを利用した体験イベントなど、ス
ポーツバイクを安全に楽しめるようにな
る機会や、非日常体験まで幅広い機会を
提供しています。



医院案内

轟クリニック（旧轟診療所）は創立７０周年を迎え、轟健康クリニックと合併し２０１９年７月１６日より開院しています。

診療と人間ドック、健康診断を施設内で行っております。健康に関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

理事長 茂手木直忠 副理事長 井上宏美

医療法人社 団直心会

轟クリニック
（旧轟診療所・旧轟健康クリニック）

月月 火火 水水 木木 金金 土土

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

○○ ○○ ○○ ○○

午午前前９９：：００００～～１１２２：：００００

午午後後１１３３：：００００～～１１６６：：００００

ACCESS

診療時間

お問合せ
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