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競技日程  

 

 開催日 令和元年 9月 8日（日） 

 場所  吹田市立北千里市民プール内及びその周辺 

 受付  7:30 ～ 8:２0 (時間厳守） 

 開会式 8:３0 

 

スタート時刻 と 表彰式 

アクアスロン 小学生５/６年 9:00 

アクアスロン 小学生３/４年 9:10 

アクアスロン 小学生１/２年 9:20 

トライアスロン マスターズ/一般女子、中学生男/女、 9:30 

アクアスロン 一般男/女、中学生 男/女の部、 

マスターズ男/女、 

10:00 

トライアスロン マスターズ男子 11:15 

トライアスロン 一般男子 12:30 

ロングディスタンス 

スイム 

ロングディスタンススイム 男/女 13:00 

 競技終了 表彰 14:00 

 

主催：吹田市・吹田市教育委員会・吹田市体育協会トライアスロン連盟 

主管：吹田市トライアスロン連盟 

後援：大阪府トライアスロン協会 
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競技内容  

 小学生アクアスロン 
  1 & 2年 スイム 50m  ラン 1.4km （1周） 
  3 & 4年 スイム 125m ラン 1.4km （1周） 
  5 & 6年 スイム 125m ラン 1.4km （1周） 
 
 中学生・一般アクアスロン 
  スイム 500m（4周） ラン 2.8km（2周） 
 
 中学生トライアスロン 
  スイム500m（4周） バイク10km ラン 2.8km（2周） 
 
 一般・マスターズトライアスロン 
  スイム 750m（6周） バイク20km ラン 5.6km（4周） 

 

ロングディスタンススイム  1500ｍ （12周） 

表彰  

小学生各学年男女、中学生男女、一般は・30歳以下・31～40・41～50・51歳以上の各

部門３位まで吹田市長杯として表彰します。 

競技規則 
 スイム 

1. プールサイドで立ち止まり休憩しても良いが、歩いて移動してはいけ

ません。   

2. ウエットスーツの着用を許可します。 

3. ビート板浮き輪の使用は可能です。 

 バイク 

1. スピードメーターのスタートは各自が責任を持って行ってください 

2. 競技中ローラー台のトラブルがあった時は速やかに係員まで申告して

ください。ロスタイムは最終時間から差し引き総合順位とします。 

3. 競技進行に影響を及ぼすと判断した場合、中断をお願いする場合があ

ります。 

4. バイク競技エリアには安全の為に選手と役員以外は立ち入り禁止です。 

5. 汗ふきのタオルと水分補給のためのボトルは各自準備してください。 

6. 熱中症対策に冷水タオルを競技中配布しますのでタオルが必要です。 

 ラン   

1. ランコースは右側通行です。 

2. レースナンバーは前後２枚付けてください。 

3. 周回は公園南入口の折り返し地点でゴムバンドを渡しますので、各自

でカウントしてください。 

その他 
    昼食は各自準備して来てください(周辺に売店はありません) 
 落雷などの天候の急変により競技を中止することがあります。 
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注意事項 
 

• 受付時間は８時２０分までとなっています。競技の円滑な進行のため、時間

までに受付を済ませてください。 

• バイク競技中競技エリア内へは安全性確保のため選手・審判員・係員以外の

立ち入りを禁止します。 

• プールサイドは土足禁止です。変形プールサイドは立ち入り禁止です。 

• レースナンバーは前後に２枚付けてください。 

• 競技に使用しない自転車は自転車駐輪場に置いてください。 

 

バイクスピードセンサーについてのお願い 
 

バイクローラーでの走行距離計測は後輪のスピードセン

サーで行います。センサーを後輪に移動できる方はでき

るだけ事前に対応をお願いいたします。 
 

 

 

吹田市トライアスロン教室のホームページ: 

https://www.suita-triathlon.org/ 

 

メールによるお問い合わせ： 

Admin777@suita-triathlon.org 

 

https://www.suita-triathlon.org/
mailto:Admin777@suita-triathlon.org
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レース 

名前 ふりがな 年齢 性別 参加種目 

バイク 

ナンバー レンタル 

9:00 

アクアスロン小学生 5・6年 

1 安井 陽菜 ヤスイ ハルナ 10 女 アクアスロン 小学 5年   

2 麻田 幸志朗 アサダ コウシロウ 10 男 アクアスロン 小学 5年   

3 鈴木 鼓太郎 スズキ コタロウ 11 男 アクアスロン 小学 5年   

4 荒川 奈那 アラカワ ナナ 11 女 アクアスロン 小学 5年   

5 宇野 里歌子 ウノリカコ 11 女 アクアスロン 小学 5年   

6 中島 大晴 ナカシマ タイセイ 11 男 アクアスロン 小学 5年   

7 中村 環太 ナカムラ カンタ 10 男 アクアスロン 小学 5年   

8 泰江 陽翔 ヤスエ ハルト 12 男 アクアスロン 小学 6年   

9 岸 煌馬 キシ コウマ 12 男 アクアスロン 小学 6年   

10 神谷 知沙 カミタニ チサ 12 女 アクアスロン 小学 6年   

11 井手 勘太 イデ カンタ 11 男 アクアスロン 小学 6年   

              

9:10 

アクアスロン小学生 3・4年 

21 岸 舜介 キシ シュンスケ 9 男 アクアスロン 小学 3年   

22 浅野 魁仁 アサノ カイト 9 男 アクアスロン 小学 3年   

23 峰岸 壮真 ミネギシ ソウマ 9 男 アクアスロン 小学 3年   

24 大田 真 オオタ マコト 8 男 アクアスロン 小学 3年   

25 汐田 彩乃 シオタ アヤノ 9 女 アクアスロン 小学 3年   

26 中村 恵麻 ナカムラ エマ 9 女 アクアスロン 小学 3年   

27 鈴木 麻歩 スズキ マホ 8 女 アクアスロン 小学 3年   

28 国政 愛実 クニマサ メグミ 8 女 アクアスロン 小学 3年   

29 藤澤 あおい フジサワ アオイ 8 女 アクアスロン 小学 3年   

30 中島 碧彩 ナカシマ アサ 8 女 アクアスロン 小学 3年   

31 入谷 あさひ イリタニ アサヒ 9 女 アクアスロン 小学 4年   

32 堀内 陽太 ホリウチ ヨウタ 9 男 アクアスロン 小学 4年   
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33 池上 奏汰 イケガミ ソウタ 10 男 アクアスロン 小学 4年   

34 寺西 蒼生 テラニシ アオイ 9 男 アクアスロン 小学 4年   

35 畠 凛果 ハタケ リンカ 9 女 アクアスロン 小学 4年   

              

              

9:20 

アクアスロン小学生 1・2年 

41 西山 夢乃 ニシヤマ ユメノ 7 女 アクアスロン 小学 1年   

42 ナカイ 柚希 ナカイ ユズキ 7 女 アクアスロン 小学 2年   

43 森本 貴汐 モリモト キセキ 8 男 アクアスロン 小学 2年   

44 麻田 壮一朗 アサダ ソウイチロウ 8 男 アクアスロン 小学 2年   

              

              

9:30 

トライアスロン  一般・マスターズ 女子/中学男女 

              

102 何 泰帆 ホウ タイホウ 13 男 トライアスロン 中学生 1 

103 武藤 遥斗 ムトウ ハルト 13 男 トライアスロン 中学生 1 

104 広田 咲彩 ヒロタ サアヤ 14 女 トライアスロン 中学生 1 

105 宇田 千晃 ウダ チアキ 13 女 トライアスロン 中学生   

111 貝塚 満江 カイヅカ ミツエ 63 女 トライアスロン マスターズ女子 1 

112 小杉 智英子 コスギ チエコ 64 女 トライアスロン マスターズ女子   

113 男全 由美 オマタ ユミ 56 女 トライアスロン マスターズ女子   

114 山野 直子 ヤマノ ナオコ 55 女 トライアスロン マスターズ女子 1 

115 櫻井 ひとみ サクライ ヒトミ 50 女 トライアスロン マスターズ女子   

116 神野 あゆみ カミノ アユミ 50 女 トライアスロン マスターズ女子   

117 吉住 雅美 ヨシズミ マサミ 49 女 トライアスロン マスターズ女子 1 

118 永田 由美子 ナガタ ユミコ 46 女 トライアスロン マスターズ女子   

119 小路 晶 ショウジ アキ 41 女 トライアスロン マスターズ女子   

120 藤澤 美樹 フジサワ ミキ 42 女 トライアスロン マスターズ女子 1 
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122 林 宏美 ハヤシ ヒロミ 41 女 トライアスロン マスターズ女子   

131 松山 朋代 マツヤマ トモヨ 39 女 トライアスロン 一般女子 1 

132 木田 春早 キダ ハルサ 32 女 トライアスロン 一般女子 1 

133 寺川 舞 テラカワ マイ 31 女 トライアスロン 一般女子 1 

134 牧 しづか マキ シヅカ 28 女 トライアスロン 一般女子 1 

135 静岡 実咲 シズオカ ミサキ 25 女 トライアスロン 一般女子 1 

136 アマディ オリエ アマディ オリエ 22 女 トライアスロン 一般女子 1 

137    
  

 

138 岩城 花鈴 イワキ カリン 17 女 トライアスロン 一般女子 1 

              

            15 

10:00 

アクアスロン マスターズ 男女（40歳以上） 

51 植田 あす香 ウエダ アスカ 13 女 アクアスロン 中学生   

52 塩田 大智 シオタ ダイチ 13 男 アクアスロン 中学生   

53 鳥枝 瀬里亜 トリエダ セリア 14 女 アクアスロン 中学生   

54 内片 明日椛 ウチカタ アスカ 14 女 アクアスロン 中学生   

55 大和田 みのり オオワダ ミノリ 14 女 アクアスロン 中学生   

61 前田 優衣 マエダ ユイ 25 女 アクアスロン 一般女子   

62 入谷 ゆかり イリタニ ユカリ 34 女 アクアスロン 一般女子   

63 内片 碧海 ウチカタ アオイ 16 女 アクアスロン 一般女子   

64 井内 けいと イウチ ケイト 17 女 アクアスロン 一般女子   

65 鳥枝 樹里亜 トリエダ ジュリア 15 女 アクアスロン 一般女子   

66 向田 万輝 ムカエダ マキ 18 女 アクアスロン 一般女子   

67 根本 和子 ネモト カズコ 64 女 アクアスロン マスターズ女子   

68 木谷 友未子 キタニ ユミコ 40 女 アクアスロン マスターズ女子   

69 鷹屋 由美 タカヤ ユミ 53 女 アクアスロン マスターズ女子   

70 柳谷 千代 ヤナギタニ チヨ 51 女 アクアスロン マスターズ女子   

71 井上 葉子 イノウエ ヨウコ 50 女 アクアスロン マスターズ女子   
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81 西村 大地 ニシムラ ダイチ 27 男 アクアスロン 一般男子   

82 畠 敦志 ハタケ アツシ 38 男 アクアスロン 一般男子   

83 小早川 理 コバヤカワ マサル 29 男 アクアスロン 一般男子   

84    
     

85 中島 慎介 ナカシマ シンスケ 42 男 アクアスロン 一般男子   

86 上田 健太 ウエダ ケンタ 30 男 アクアスロン 一般男子   

87 池田 佑平 イケダ ユウヘイ 29 男 アクアスロン 一般男子   

88 宗正 久志 ムネマサ ヒサシ 37 男 アクアスロン 一般男子   

89 宮崎 義浩 ミヤザキ ヨシヒロ 52 男 アクアスロン マスターズ男子   

90 田中 一正 タナカ カズマサ 52 男 アクアスロン マスターズ男子   

91 西山 新 ニシヤマ アラタ 40 男 アクアスロン マスターズ男子   

92 小松 義弘 コマツ ヨシヒロ 53 男 アクアスロン マスターズ男子   

93 岡田 功 オカダ コウ 55 男 アクアスロン マスターズ男子   

94 吉田 文彦 ヨシダ フミヒコ 55 男 アクアスロン マスターズ男子   

95 米田 勢司 ヨネダ セイジ 73 男 アクアスロン マスターズ男子   

96 中野 力 ナカノ チカラ 46 男 アクアスロン マスターズ男子   

97 伊吹 亮一 イブキ リョウイチ 42 男 アクアスロン マスターズ男子   

98 久保田 泉 クボタ イズミ 42 男 アクアスロン マスターズ男子   

99 朝日 啓介 アサヒ ケイスケ 82 男 アクアスロン マスターズ男子   

              

              

11:00 

トライアスロン マスターズ男子 

141 川﨑 潔 カワサキ キヨシ 66 男 トライアスロン マスターズ男子   

142 川口 明男 カワグチ アキオ 64 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

143 馬場 博史 ババ ヒロシ 62 男 トライアスロン マスターズ男子   

144 林 寛 ハヤシ ヒロシ 59 男 トライアスロン マスターズ男子   

145 奥山 満夫 オクヤマ ミツオ 56 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

146 林 三樹夫 ハヤシ ミキオ 54 男 トライアスロン マスターズ男子   

147 大谷 恒聡 オオタニ ノブアキ 53 男 トライアスロン マスターズ男子   
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148 財津 拓哉 ザイツ タクヤ 54 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

149 原山 拓也 ハラヤマ タクヤ 52 男 トライアスロン マスターズ男子   

150 角張 勲 カクハリ イサオ 52 男 トライアスロン マスターズ男子   

151 高橋 健一郎 タカハシ ケンイチロウ 51 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

152 上野山 努 ウエノヤマ ツトム 50 男 トライアスロン マスターズ男子   

153 吉野 隆志 ヨシノ タカシ 51 男 トライアスロン マスターズ男子   

154 赤松 久仁 アカマツ ヒサト 49 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

155 西田 昌明 ニシダ ヒサアキ 49 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

156 野村 健一郎 ノムラ ケンイチロウ 47 男 トライアスロン マスターズ男子   

157 富樫 祥ニ トガシ ショウジ 47 男 トライアスロン マスターズ男子   

158 岸 淳裕 キシ アツヒロ 47 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

159 泰江 直樹 ヤスエ ナオキ 45 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

160 清水 幸治 シミズ コウジ 46 男 トライアスロン マスターズ男子   

161 麻田 雄嗣 アサダ ユウジ 44 男 トライアスロン マスターズ男子   

162 吉田 良治 ヨシダ ヨシハル 45 男 トライアスロン マスターズ男子   

163 藤本 宜史 フジモト タカシ 45 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

164 中村 大輔 ナカムラ ダイスケ 44 男 トライアスロン マスターズ男子   

165 藤原 広満 フジワラ ヒロミツ 44 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

166 恒岡 清文 ツネオカ キヨフミ 43 男 トライアスロン マスターズ男子   

167 山崎 貴峰 ヤマザキ タカネ 43 男 トライアスロン マスターズ男子   

168 一ツ屋 直樹 ヒトツヤ ナオキ 42 男 トライアスロン マスターズ男子   

              

170 網島 博史 アミジマ ヒロシ 50 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

              

            11 

12:30 

トライアスロン 一般男子 

171 荒川 卓俊 アラカワ タカトシ 40 男 トライアスロン マスターズ男子   

172 森下 尚 モリシタ タカシ 40 男 トライアスロン マスターズ男子 1 

180 磯江 貴史 イソエ タカシ 39 男 トライアスロン 一般男子   
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181 池上 貴久 イケガミ タカヒサ 39 男 トライアスロン 一般男子   

182 寺西 宏一 テラニシ コウイチ 38 男 トライアスロン 一般男子 1 

183 堀江 亮太 ホリエ リョウタ 38 男 トライアスロン 一般男子   

184 中井 駿 ナカイ スグル 37 男 トライアスロン 一般男子 1 

185 森井 良太 モリイ リョウタ 35 男 トライアスロン 一般男子 1 

186 樽井 俊晴 タルイ トシハル 36 男 トライアスロン 一般男子 1 

187 帆足 尚浩 ホアシ ナオヒロ 36 男 トライアスロン 一般男子 1 

188 新田 隼也 ニッタ ジュンヤ 36 男 トライアスロン 一般男子 1 

189 清水 桂 シミズ ケイ 35 男 トライアスロン 一般男子   

190 吉川 大明 ヨシカワ ヒロアキ 35 男 トライアスロン 一般男子 1 

191 岡本 竜平 オカモト リュウヘイ 34 男 トライアスロン 一般男子   

192 和佐 憲治 ワサ ケンジ 31 男 トライアスロン 一般男子 1 

193 齋藤 槙吾 サイトウ シンゴ 31 男 トライアスロン 一般男子   

194 上田 剛士 ウエダ ツヨシ 30 男 トライアスロン 一般男子   

195 渡辺 拓也 ワタナベ タクヤ 29 男 トライアスロン 一般男子   

196 吉岡 高徳 ヨシオカ タカノリ 29 男 トライアスロン 一般男子   

197 高田 郁哉 タカダ イクヤ 27 男 トライアスロン 一般男子 1 

198 高木 雄貴 タカギ ユウキ 27 男 トライアスロン 一般男子 1 

199 松江 浩平 マツエ コウヘイ 26 男 トライアスロン 一般男子   

200 山下 幸範 ヤマシタ ユキノリ 32 男 トライアスロン 一般男子   

201 山本 由仁 ヤマモト ユウジン 23 男 トライアスロン 一般男子 1 

202 林 友樹 ハヤシ ユウキ 22 男 トライアスロン 一般男子   

203 山口 翔平 ヤマグチ ショウヘイ 22 男 トライアスロン 一般男子   

204 大西 健太 オオニシ ケンタ 22 男 トライアスロン 一般男子   

205 林 拓樹 ハヤシ ヒロキ 20 男 トライアスロン 一般男子   

206 真木  雅 マキ ミヤビ 17 男 トライアスロン 一般男子   

207 須藤 健介 スドウ ケンスケ 15 男 トライアスロン 一般男子 1 
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ロングディスタンス スイム 

  大田 圭 オオタニ ケイ 44 男 ロングディスタンススイム   

  麻田 雄嗣 アサダ ユウジ 44 男 ロングディスタンススイム   

  永田 由美子 ナガタ ユミコ 46 女 ロングディスタンススイム   

  男全 由美 オマタ ユミ 56 女 ロングディスタンススイム   

  安武 稜夏 ヤスタケ リョウカ 16 男 ロングディスタンススイム   

  山本 結仁 ヤマモトユウジン 16 男 ロングディスタンススイム   

  佐々木 輝 ササキ テル 26 男 ロングディスタンススイム   

 


