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ようこそ、加西市へ。

「グリーンパークトライアスロン in 加西～デュアスロン～」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で、日常生活の制限及び様々なイベントが中止とな

り、このグリーンパークトライアスロンin加西もその対象となりました。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、感染症対策を十分に

講じた上、様々な工夫を施し実施することを決意いたしました。

このような時だからこそ、私たちは前を向いて進んでいかなければなりません。

―――「もっと先へ、その先のスタートラインへ」

足を止めるのではなく、進み続けながらゴールを目指していきましょう。そして、この大きな

壁を乗り越えたとき、その先に見える景色を共に喜び合いましょう。

本大会の開催が、市民の皆さまに元気と勇気を与え、希望の光となることを期待しています。

参加される選手の皆さまには、日頃のトレーニングの成果を遺憾なく発揮され、各々の目標を

達成されますよう心から祈念いたします。

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

願っているグリーンパークトライアスロン in 加西～デュアスロン～大会が、第 33 回兵庫県トラ

イアスロン選手権を兼ね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お祝いを

申し上げます。

昨年 9 月に世界選手権がハンブルグで開催されたことを皮切りに、国内でも 11 月に日本選手

権が各種工夫を施した上で開催されました。「レースに戻れて幸せです」と異口同音に発した選

手たちが、スポーツができる喜びを伝えてくれました。

そして、今夏、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会が 1 年の延期を経て開催さ

れました。トライアスロン競技では、世界のトップ選手たちが白熱したレース展開する中、日本

代表選手たちも高いレベルで競り合う姿を見せてくれました。

＜社会の発展のためにスポーツ界は何ができるのか＞、私たちにとって永遠のテーマです。今

やトライアスロンは、小中学生から 80 歳を越える選手までと老若男女が親しむスポーツに育ち、

一昨年、日本の稲田弘選手が、最高齢でアイアンマンを完走してギネスブックに登録されるとい

う快挙がありました。私たちの願いは、この競技が、生活の一部として健康を促進する国民スポー

ツとなることです。

持続可能な大会運営に取り組み、グリーントライアスロンを促進することで、地域社会や一般

市民により親しまれるよう、社会に調和した健康スポーツ・トライアスロンの魅力をともに打ち

出してまいりましょう。

結びに、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役立てるよう、関係者の皆様

のご支援をお願いし、安全な大会の実施と成功をお祈りいたします。

「グリーンパークトライアスロン in 加西 ～デュアスロン～ 大会」、並びに「第 33 回兵庫県ト

ライアスロン選手権」への御参加の皆様方に対し、心より歓迎の意を表します。

昨年は、コロナ禍により開催を断念せざるをえませんでしたが、本年度は加西市をはじめ、実

行委員会の皆様方のご英断により、万全の感染症対策を講じた上でのデュアスロン開催の運びと

なりました。未だ大会数が限定される中、エイジグループのアスリートにこのような機会を御提

供いただきましたことに心から御礼申し上げます。併せて、大会開催にご理解をいただいている

地元住民の皆様や、運営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厚く御礼申

し上げます。

今夏、2019 年の前回大会にて選手宣誓を行った円尾敦子選手（日本オラクル・グンゼスポー

ツ / 兵庫 /PTVI）が東京 2020 パラリンピック競技大会トライアスロン競技日本代表選手として

出場されました。大変喜ばしいことです。

また、2020 東京オリンピック・パラリンピックにおいては、国際審判員やフィールドキャス

ト（競技ボランティア）として当協会会員も多数参加し、困難な中での大会運営に陰ながら貢献

をいたしました。

参加選手におかれましては、今年はデュアスロンにて、日頃のトレーニングの成果を存分に発

揮していただければ幸いです。

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

宮本　悦子

西村　  治

増本　  徹

濱本　泰秀

宮本　宗明

稲岡　  進

西岡　義信

前田　太蔵

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

尾崎　安博

須崎　孝次

竹中　義貴

藤浦　福巳

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　

  　

加西市観光まちづくり協会会長

兵庫県トライアスロン協会事務局長（技術代表）

加西市陸上競技協会会長

  

加西市区長会会長／賀茂地区代表区長

下里地区代表区長

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

北条鉄道株式会社総務企画部長

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審判・指導者委員長

兵庫県トライアスロン協会メディカル委員長

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
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大会概要

デュアスロン　48.5km

パラデュアスロン（PTS/PTVI）　24.2km

パラデュアスロン（PTWC）　24.2km

名 称

開 催 場 所

主 催

競 技 主 管

協賛・協力

開 催 日

グリーンパークトライアスロン in 加西～デュアスロン～

善防中学校（善防中学校周辺特設コース）

グリーンパークトライアスロン in 加西実行委員会

兵庫県トライアスロン協会

加西市医師会、北はりま消防組合、コカ ･ コーラボトラーズジャパン ( 株 )、 ( 株 ) トライスポー

ツ、播州加西あばれ太鼓、兵庫県立北条高等学校、兵庫みらい農協善防支店、フォト・アイ、

北条鉄道 ( 株 )、( 株 ) ポリスター製作所、まねき食品 ( 株 )、丸中製菓 ( 株 )、NTT 西日本（50

音順）

令和 3 年 9 月 26 日（日）

競技内容 / 競技種目　デュアスロン /48.5km　パラデュアスロン /24.2km

競技クラス　　　　　18 歳以上

種目 距　　離 制限時間 コース

ラ　ン
2.9km

（2.9km × 1 周回）
スタートから 　　  30 分

加西市善防中学校及び皿池・
善防池周辺特設コース

バイク
36km

（9km × 4 周回）
スタートから 2 時間 30 分

加西市戸田井町・西長町・東剣坂町・
岸呂町・西横田町周辺特設コース

ラ　ン
9.6km

（2.4km × 4 周回）
スタートから 3 時間 30 分 

加西市善防中学校及び皿池・
善防池周辺特設コース

種目 距　　離 制限時間 コース

ラ　ン
1.4km

（1.4km × 1 周回）
スタートから 　　  30 分

加西市善防中学校及び皿池・
善防池周辺特設コース

バイク
18km

（9km × 2 周回）
スタートから 1 時間 40 分

加西市戸田井町・西長町・東剣坂町・
岸呂町・西横田町周辺特設コース

ラ　ン
4.8km

（2.4km × 2 周回）
スタートから 2 時間 20 分 

加西市善防中学校及び皿池・
善防池周辺特設コース

種目 距　　離 制限時間 コース

ラ　ン
1.4km

（1.4km × 1 周回）
スタートから 　　  30 分

加西市善防中学校及び
善防公民館周辺特設コース

バイク
18km

（9km × 2 周回）
スタートから 1 時間 30 分

加西市戸田井町・西長町・東剣坂町・
岸呂町・西横田町周辺特設コース

ラン※
4.8km

（4.8km × 1 周回）
スタートから 1 時間 45 分 加西市西長町・東剣坂町周辺特設コース

※ PTWC（車いすで出場）部門の方に関しては、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、

車椅子を使用の選手
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輪の車いすレーサーで走る。

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こぎ、走る。またスティッ
ク（杖）を使って走る。（重度２～軽度５）

PTVI 視覚障がい ガイドと共に２人で競技
ガイドとロープで繋がって走る。自転車は２人乗
りのタンデムバイクを使用

表 彰 デュアスロン

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

パラデュアスロン

 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（HTA 登録会員に限る）

大会スケジュール

9/26
(SUN)

Ａグループ受付  アンクルバンド配布 6:30 ～ 7:30 善防中学校トランジションオープン

Ｂグループ受付  アンクルバンド配布 7:30 ～ 8:30 善防中学校トランジションオープン

競 技 ス タ ー ト   ローリングスタート 

・デュアスロン　全グループ・リレー

・パラデュアスロン（PTS/PTVI）

・パラデュアスロン（PTWC）

 8:50 ～

10:00 ～

10:30 ～

善防中学校

善防中学校

善防中学校

競技終了 12:30

トランジションオープン 13:00 ～ 15:00

※開会式・閉会式・表彰式は行いません。



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

善防中学校 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

善防公民館

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 10 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ので、その際は下里小学校より

　シャトルバスを利用してください。P12 参照

N

皿　池

救護テント

Bike

Run

計測

計測

デュアスロン
トランジション

大会本部

善防中学校

フィニッシャーズ

エイド

FINISH

更衣テント

パラトランジション

物販

警察

BIKE

折返

RUN1

第1ラン

Run

RUN2

第2ラン

START

5

大会メイン会場マップ概要

アクセスマップ



北

条

鉄

道

善防池

皿池善防中学校

賀茂小

善防
公民館

ぜんぼう
グリーン
パーク

大会関係者
駐車場

古 法 華 自 然 公 園

長
駅

播
磨
下
里
駅

BIKE

折返

段下

王子

剣坂

RUN2

N

踏切

BIKE ×4Laps

播
磨
横
田
駅
田
駅

北

長
駅

段下下段下

踏切

30m

3
0
mコース誘導看板

コース誘導看板

右折

左折

Bike

Run

Run 2.9km

2.9km×1周回

9.6km

2.4km×4周回

36km

9km×4周回

3
0
m

走路矢印表示
ラインマーカー

コース誘導看板

折返

播磨横田駅

BIKE

折返

P

P

観戦者駐車場

観戦者駐車場

FINISH

START

×4Laps

RUN1
×1Laps

ランエイド

ランエイド

選手駐車場

2回目

1回目

6

競技コースマップ デュアスロン（個人・リレーの部）



北

条

鉄

道

善防池

皿池善防中学校

賀茂小

善防
公民館

大会関係者
駐車場

古法華自然公園

長
駅

播
磨
下
里
駅

BIKE

折返

段下

王子

剣坂

RUN2

N

踏切

BIKE ×2Laps

播
磨
横
田
駅
田
駅

北

長
駅

段下下段下

踏切

ランエイド

ランエイド

30m

3
0
mコース誘導看板

コース誘導看板

右折

左折

Bike

Run

Run 1.4km

1.4km×1周回

4.8km

2.4km×2周回

18km

9km×2周回

3
0
m

走路矢印表示
ラインマーカー

コース誘導看板

折返

播磨横田駅

BIKE

折返

P

P

観戦者駐車場

観戦者駐車場

FINISH

×2Laps

ぜんぼう
グリーン
パーク

START

R
UN1

×1Laps

選手駐車場

1回目

2回目
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競技コースマップ パラデュアスロン（PTS/PTVI）



北

条

鉄

道

善防池

皿池善防中学校

賀茂小

善防
公民館

大会関係者
駐車場

古法華自然公園

長
駅

播
磨
下
里
駅

BIKE

折返

段下

王子

剣坂

N

踏切

BIKE ×2Laps

播
磨
横
田
駅
田
駅

北

長
駅

段下下段下

踏切

30m

3
0
mコース誘導看板

コース誘導看板

右折

左折

Bike

Run

Run 1.4km

1.4km×1周回

4.8km

4.8km×1周回

18km

9km×2周回

3
0
m

走路矢印表示
ラインマーカー

コース誘導看板

折返

播磨横田駅

BIKE

折返

P

P

観戦者駐車場

観戦者駐車場

FINISH

RUN2 ×1Laps

RUN1 ×1Laps

START

ぜんぼう
グリーン
パーク

ランエイド

ランエイド

選手駐車場

1回目

2回目

※PTWC(車いすで参加)の選手は、

　ランコースの幅員が狭いため、

　バイクコースにてラン種目を行います。

8

競技コースマップ パラデュアスロン（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 嵜本 晃次 男 40 兵庫県 芦屋市

102 前田 大輔 男 32 兵庫県 宍粟市

103 立岩 佑介 男 35 兵庫県 姫路市

104 吉田 燎平 男 23 京都府 京田辺市

105 浅井 教夫 男 45 鳥取県 鳥取市

106 木村 翔真 男 21 京都府 京都市左京区

107 岡田 俊介 男 20 広島県 東広島市

108 大槻 恒太 男 28 兵庫県 神戸市垂水区

109 小西 明伸 男 43 大阪府 茨木市

110 松下 哲尚 男 47 大阪府 大阪狭山市

111 清水 靖士 男 54 岡山県 真庭市

112 井手 力 男 49 兵庫県 明石市

113 竹内 宏樹 男 50 兵庫県 加西市

114 河内 秀行 男 50 兵庫県 西宮市

115 金涌 徳之 男 52 兵庫県 尼崎市

116 河合 健一 男 53 兵庫県 芦屋市

117 万庭 浄 男 65 兵庫県 明石市

118 平岡 章宏 男 35 兵庫県 尼崎市

119 Oram Dale 男 26 香川県 高松市

120 井上 守 男 46 大阪府 高石市

121 丸山 勇介 男 35 大阪府 吹田市

122 杉浦 貴之 男 27 兵庫県 姫路市

123 三枝 竜輔 男 18 広島県 東広島市

124 西尾 昇悟 男 21 兵庫県 姫路市

125 佐々木 俊景 男 39 京都府 京都市中京区杉屋町

126 松井 宏典 男 45 大阪府 堺市北区

127 大塚 倫生 男 56 兵庫県 宝塚市

128 笠原 健 男 43 兵庫県 神戸市須磨区

129 小川 高志 男 42 兵庫県 姫路市

130 多田 悟大 男 39 兵庫県 加古川市

131 今井 雄輝 男 39 兵庫県 加古郡稲美町

132 三木 誠也 男 47 兵庫県 姫路市

133 福永 恵一 男 50 兵庫県 姫路市

134 金森 顕真 男 26 愛知県 名古屋市北区

135 小川 秀貴 男 42 兵庫県 三木市

136 西川 智 男 42 兵庫県 明石市

137 野中 修 男 68 兵庫県 小野市

138 石川 修二 男 58 兵庫県 西宮市

139 出雲 一士 男 46 兵庫県 宍粟市

140 池川 大喜 男 32 大阪府 堺市西区

141 青葉 洋明 男 38 兵庫県 神戸市灘区

142 井地 浩文 男 59 大阪府 吹田市

143 内山 達彦 男 46 広島県 広島市東区

144 大西 良夫 男 51 岡山県 岡山市北区

145 蓬莱 竜洋 男 50 兵庫県 加西市

146 金井 洋平 男 40 兵庫県 丹波市

147 松本 崇志 男 40 兵庫県 宍粟市

148 岩永 優斗 男 26 京都府 舞鶴市

149 関谷 正明 男 49 兵庫県 姫路市

150 島﨑 拓 男 21 岐阜県 岐阜市

151 藤木 好行 男 45 兵庫県 宍粟市

152 増田 和資 男 52 兵庫県 明石市

153 小谷 和弘 男 56 京都府 亀岡市

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

154 阿江 克彦 男 56 兵庫県 加東市

155 田中 基之 男 42 兵庫県 神戸市西区

156 三木 康彰 男 62 大阪府 大阪市住之江区

157 中谷 裕司 男 54 兵庫県 姫路市

158 谷口 進也 男 48 兵庫県 神戸市西区

159 三木 琢矢 男 51 兵庫県 たつの市

160 中山 翼 男 25 大阪府 大阪市都島区

161 村尾 裕二 男 52 広島県 福山市

162 柘植 葵 男 23 兵庫県 高砂市

163 井阪 裕貴 男 36 奈良県 奈良市

164 石原 康之 男 52 大阪府 大阪市鶴見区

165 内藤 賢二 男 49 京都府 京都市北区

166 杉 大輔 男 45 兵庫県 神戸市西区

167 田中 和也 男 47 兵庫県 小野市大島町

168 藤川 睦雄 男 50 兵庫県 姫路市

169 阿部 亮太 男 34 大阪府 高槻市

170 足立 英昭 男 59 兵庫県 姫路市

171 本田 大洋 男 20 京都府 京都市左京区

172 藤原 稔 男 50 兵庫県 姫路市

173 小林 信昭 男 42 大阪府 吹田市

174 大西 哲存 男 50 兵庫県 神戸市灘区

175 岡村 誠司 男 55 兵庫県 加西市

176 青島 一欽 男 42 兵庫県 赤穂郡上郡町

177 宮本 隆至 男 42 兵庫県 姫路市

178 池谷 猶純 男 56 兵庫県 加古川市

179 岩佐 陽介 男 49 兵庫県 加西市

180 佐藤 大樹 男 34 兵庫県 三木市

181 曽根 謙一 男 52 大阪府 貝塚市

182 大塚 真司 男 37 兵庫県 姫路市

183 與口 修 男 48 兵庫県 西宮市

184 赤松 昭一 男 50 兵庫県 姫路市

185 高井 寛文 男 55 兵庫県 加西市

186 柘植 康成 男 54 兵庫県 高砂市

187 藤原 廣司 男 69 兵庫県 朝来市

188 馬場 真樹 男 24 兵庫県 高砂市

189 山本 仁樹 男 50 兵庫県 姫路市

190 中辻 智貴 男 35 大阪府 茨木市

191 荒木 利郎 男 75 兵庫県 加西市

192 別府 恭佑 男 28 大阪府 大阪市西区

193 登内 隆宏 男 35 徳島県 徳島市

194 中尾 和生 男 50 兵庫県 加古川市

201 森川 雅樹 男 35 東京都 江東区

203 栗山 和之 男 45 兵庫県 加西市

204 中村 大和 男 22 大阪府 池田市

205 林 耕平 男 38 兵庫県 姫路市

206 高橋 泰夫 男 54 岡山県 倉敷市

207 川内 淳郎 男 36 兵庫県 尼崎市

209 岡本 浩一 男 39 兵庫県 姫路市

210 伊藤 駿 男 31 東京都 調布市

211 赤松 大輝 男 26 京都府 京都市左京区

212 谷口 和博 男 50 大阪府 泉佐野市

213 岸原 知也 男 34 大阪府 池田市

214 山田 正人 男 53 兵庫県 神戸市東灘区

デュアスロン　個人　スタート 8時 50 分
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レース No. 氏名 性別 年齢 住所

215 平出 優人 男 34 大阪府 大阪狭山市

216 苗村 知樹 男 33 滋賀県 大津市

217 大石 敏夫 男 44 兵庫県 揖保郡太子町

218 新林 和樹 男 34 兵庫県 姫路市

221 塩入 雄佑 男 42 兵庫県 神戸市中央区

223 船岡 洋 男 50 兵庫県 芦屋市

224 中田 知紀 男 50 大阪府 池田市

227 廣田 省吾 男 56 兵庫県 尼崎市

229 長谷部 竜祐 男 36 大阪府 東大阪市

231 矢野 知章 男 46 兵庫県 明石市

235 合田 和法 男 49 兵庫県 神戸市須磨区

236 三木 健 男 53 岡山県 岡山市北区

237 真下 忠久 男 52 京都府 舞鶴市

238 光高 茂樹 男 46 兵庫県 川西市

239 吉本 康匡 男 39 兵庫県 神戸市須磨区

240 浅野 学司 男 40 岡山県 総社市

241 井上 航太 男 26 愛知県 岡崎市

242 井池 隆太 男 21 京都府 京都市西京区

243 嶋岡 淳 男 62 兵庫県 高砂市

244 野中 和喜 男 63 兵庫県 加古川市

245 金村 論益 男 49 大阪府 大阪市東成区

247 水野 眞行 男 52 大阪府 茨木市

248 倉光 善之 男 58 兵庫県 西宮市

249 佐竹 秀和 男 52 兵庫県 神戸市垂水区

250 植山 楓馬 男 22 兵庫県 多可郡多可町

251 西村 賢造 男 70 兵庫県 加西市

253 村上 拓生 男 49 兵庫県 明石市

254 谷川 浩隆 男 61 大阪府 大阪市旭区

255 長谷川 和人 男 49 兵庫県 三木市

256 白神 昭 男 54 兵庫県 三田市

257 中野 哲雄 男 62 大阪府 高石市

258 山本 義夫 男 59 岡山県 倉敷市

259 本村 章二 男 53 大阪府 茨木市

260 赤瀬 伸 男 52 兵庫県 加東市

261 大田 隼也 男 39 兵庫県 加西市

262 原 一男 男 51 徳島県 板野郡北島町

265 中川 豪 男 47 大阪府 大阪市阿倍野区

266 岡本 知也 男 47 徳島県 小松島市

267 中川 隆二 男 77 兵庫県 宝塚市

268 片山 明 男 46 大阪府 堺市北区

269 大谷 啓尊 男 36 兵庫県 明石市

270 池田 慶三 男 53 大阪府 枚方市

271 福田 章典 男 61 滋賀県 大津市

272 三寶 秀光 男 53 京都府 京都市右京区

275 宮本 忠広 男 60 岡山県 岡山市北区

276 江本 和夫 男 67 兵庫県 三木市

277 岩橋 裕一郎 男 43 兵庫県 西宮市

279 小松 照幸 男 39 大阪府 大阪市東淀川区

280 松島 順也 男 56 大阪府 大阪市旭区

283 合田 和彦 男 56 香川県 高松市

285 田中 俊行 男 41 兵庫県 加古川市

287 新屋 一彦 男 52 兵庫県 神戸市灘区

288 林 忍 男 52 大阪府 八尾市

289 赤木 政春 男 57 大阪府 吹田市

293 岩瀬 操 男 48 兵庫県 神戸市長田区

294 岸本 啓司 男 48 京都府 京都市右京区

301 久山 司 男 24 大阪府 吹田市

303 小澤 悠 男 31 兵庫県 西宮市

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

304 水谷 浩志 男 33 兵庫県 尼崎市

305 加納 侑士 男 28 福岡県 北九州市門司区

306 梅谷 安雄 男 39 兵庫県 神戸市灘区

307 平野 蓮太郎 男 22 兵庫県 神戸市須磨区

308 狩野 剛史 男 42 大阪府 茨木市

309 栗山 哲也 男 31 大阪府 大阪市住之江区

311 大熊 隆太 男 53 京都府 京都市右京区

312 安松 健太郎 男 42 兵庫県 西宮市

313 丸尾 倫一 男 43 兵庫県 加古郡稲美町

314 大木本 保久 男 55 滋賀県 大津市

315 古野 裕一 男 44 神奈川県 横浜市鶴見区

316 本井 慶一 男 56 岡山県 岡山市北区

319 青野 豪 男 45 東京都 品川区

320 川口 遼 男 28 大阪府 大阪市東淀川区

321 矢田 洋平 男 50 京都府 相楽郡精華町

322 法田 哲 男 40 兵庫県 加古川市

323 馬場 正輝 男 39 兵庫県 加古川市

324 高田 耕平 男 47 大阪府 吹田市

325 山下 健人 男 33 兵庫県 神戸市東灘区

326 竹田 龍平 男 32 兵庫県 芦屋市

329 吉田 有佑 男 29 千葉県 柏市

330 藤田 直也 男 58 大阪府 藤井寺市

331 清水 浩企 男 58 兵庫県 南あわじ市

332 田嶋 正一 男 50 兵庫県 神戸市灘区

333 馬島 寿和 男 47 兵庫県 神戸市西区

334 北村 友 男 46 大阪府 大東市

337 桂 大輔 男 36 兵庫県 洲本市

338 山田 明弘 男 43 兵庫県 加西市

339 別府 明彦 男 36 兵庫県 加古川市

340 小西 英央 男 54 京都府 京都市左京区静市市原町

341 二井 裕平 男 38 大阪府 豊中市

343 原 光洋 男 28 大阪府 大阪市天王寺区

344 桶谷 亮輔 男 22 大阪府 池田市

345 野村 典宏 男 51 兵庫県 宝塚市

347 森 祐司 男 49 大阪府 豊中市

348 吉澤 峰青 男 51 兵庫県 川西市

349 小田 哲靖 男 60 奈良県 奈良市

350 小村 哲哉 男 35 兵庫県 明石市

351 嶋岡 裕史 男 43 大阪府 大阪市中央区

353 揖場 裕 男 71 兵庫県 姫路市

354 木村 光広 男 66 広島県 広島市安佐南区

357 武井 孝平 男 37 大阪府 八尾市

358 吉本 賢一 男 70 兵庫県 神戸市西区

359 大西 正美 男 65 兵庫県 加西市

360 兼光 三郎 男 35 大阪府 茨木市

361 平井 哲典 男 71 奈良県 奈良市

362 山嵜 清張 男 57 兵庫県 神戸市西区

363 埜田 潤 男 22 大阪府 羽曳野市

364 栗岡 耕治 男 57 兵庫県 揖保郡太子町

365 石橋 康夫 男 53 兵庫県 神戸市灘区

366 松居 哲央 男 45 京都府 長岡京市

367 南部 浩一 男 55 兵庫県 高砂市

368 藤井 芳晴 男 57 兵庫県 三木市

373 小浦 一朗 男 36 大阪府 東大阪市

374 山本 義博 男 69 兵庫県 西脇市

375 中嶋 章好 男 59 兵庫県 神戸市西区

377 今井 豊 男 48 兵庫県 明石市

378 島崎 泰二 男 46 岡山県 倉敷市
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レース No. 氏名 性別 年齢 住所

501 中崎 美幸 女 51 大阪府 大阪市東淀川区

502 円尾 敦子 女 47 兵庫県 伊丹市

503 樫木 亮太 男 32 大阪府 大阪市城東区

504 中蔦 麻希 女 28 兵庫県 神戸市西区

601 原田 涼平 男 22 宮崎県 都城市

602 永野 雅博 男 34 京都府 京都市上京区

603 長瀬 亜衣 女 34 大阪府 大東市

604 福田 拓哉 男 27 兵庫県 西宮市

レース No. チーム名 住所 第 1ラン氏名 バイク氏名 第 2 ラン氏名

202 日触 AC × soleil × 日新 AC 兵庫県 宍粟市 池田 拓海 小林 亮 山本 真也

208 安田小サーカス 兵庫県 加西市 田中 隼介 安田 修 青木 由美

222 チーム山の駅 兵庫県 川辺郡猪名川町 畑中 陽介 寺島 義尚 畑中 陽介

228 川崎医療福祉大学・Garlic 岡山県 倉敷市 築山 信哉 築山 信哉 民部 晏基

230
アラフォーハッスルズ～集え
GP2021 ～

兵庫県 加西市 谷口 成俊 藤末 淳史 久斗 健太郎

232 K 本重 KA 兵庫県 高砂市 林田 誠史 柴山 祐也 林田 誠史

246 ゴットハン 兵庫県 加西市 西村 和平 永良 丈晴 前田 晃

252 やまこう 岡山県 倉敷市 四ツ田 大地 小原 弓佳 四ツ田 大地

278 GINGER 岡山県 倉敷市 辻岡 拓斗 松本 源輝 辻岡 拓斗

284 播州恐妻組合 兵庫県 加西市 富阪 賢一 中谷 誠宏 中西 壯介

286 わさび 岡山県 倉敷市 藤岩 秀斗 藤岩 秀斗 藤原 郁也

302 Katasei Compagno 鳥取県 米子市 深田 誠 片岡 敏一 深田 誠

310 蒲鉾 RUN 部 兵庫県 神戸市灘区 松田 康之 鈴木 敏郎 川下 史博

342 藤川家 徳島県 徳島市 藤川 有紀 藤川 和也 藤川 昴生

346 横尾 栄寿 兵庫県 加西市 濱本 泰秀 藤部 昌也 山本 浩通

352 食工 LeGenD 大阪府 箕面市 藤原 拓貴 上野 和隆 日比谷 潤

376 おいふぃ～会。 兵庫県 加西市 伊藤 哲也 大西 真 藤田 篤

380 IWAGATUO 兵庫県 加西市 田中 雅也 山岡 和宏 岩野 裕之

382 バーダック 兵庫県 西脇市 三木 章広 迫田 直人 遠藤 寛人

384 ヒロセフーフ 兵庫県 神戸市中央区 廣瀬 真理 廣瀬 徹也 廣瀬 真理

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

605 円尾 智彦 男 53 兵庫県 伊丹市

606 安井 正文 男 64 広島県 廿日市市

607 長原 宏樹 男 37 大阪府 大阪市西区

701 樋栄 聖 男 48 大阪府 茨木市

702 村田 成謙 男 37 大阪府 寝屋川市

デュアスロン　リレー　スタート 8時 50 分

パラデュアスロン　スタート 10時 00 分

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

379 小田 俊明 男 45 兵庫県 加東市

381 埜田 芳弘 男 60 大阪府 羽曳野市

383 東條 進 男 53 兵庫県 神戸市長田区

385 庄 直哉 男 56 兵庫県 宝塚市

386 White. Norman. 男 54 香川県 高松市

387 向 敏史 男 56 兵庫県 神戸市北区

388 山上 達也 男 51 兵庫県 神戸市東灘区

389 今田 厚 男 64 兵庫県 神戸市垂水区

393 宗田 滋夫 男 80 大阪府 箕面市

219 牛塚 諒子 女 33 大阪府 大阪市北区

220 畑中 杏香 女 22 大阪府 茨木市

225 谷口 彩香 女 41 兵庫県 加西市

226 仲里 加奈子 女 23 京都府 京都市左京区

233 内田 典子 女 40 兵庫県 西宮市

234 吉本 雪音 女 28 兵庫県 神戸市須磨区

263 保田 紗里 女 22 大阪府 茨木市

264 小坂 規子 女 60 兵庫県 川辺郡猪名川町

273 藤田 尚子 女 42 兵庫県 西宮市

274 福政 佳奈 女 20 兵庫県 神戸市垂水区

281 香山 佳世 女 40 大阪府 大阪市東淀川区

レース No. 氏名 性別 年齢 住所

282 塩本 礼子 女 51 香川県 高松市

290 市川 光代 女 50 奈良県 奈良市

291 宗徳 実歌子 女 53 奈良県 奈良市

292 岡留 今日子 女 51 兵庫県 川西市

317 高橋 佳那 女 30 大阪府 豊中市

318 重成 かおり 女 45 大阪府 堺市南区

327 丸山 由子 女 39 大阪府 吹田市

328 井口 由美 女 52 兵庫県 川西市

335 内田 牧子 女 42 兵庫県 西宮市

336 高見 圭子 女 52 兵庫県 加西市

355 松村 美雪 女 39 大阪府 大東市

356 山本 弘美 女 48 兵庫県 神戸市西区

369 金田 實代 女 48 兵庫県 西宮市

370 岩松 温子 女 64 兵庫県 神戸市中央区

371 Bach Jennifer 女 30 香川県 高松市

372 児玉 智恵子 女 51 兵庫県 神戸市灘区

390 森田 亜紀 女 61 奈良県 奈良市

391 戸田 まゆみ 女 55 奈良県 生駒市

392
ディンティトゥ 
チャン

女 31 兵庫県 姫路市



交通規制・駐車場のお知らせ
グリーンパークトライアスロン in 加西 ~ デュアスロン ~ 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3年９月26日（日）8:30～12:30通行止

駐車場 選手・関係者以外が会場及び
コース上に立入ることはできません。

播磨横田駅・岸呂町集出荷施設・JA 善防支店

ぜんぼうグリーンパーク

善防中学校

播州東洋
ゴルフ倶楽部

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

(8:30~13:00 入出庫不可） 注意

12
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 ース前は必ず
ヘルスチェックを

受付や準備には
余裕をもとう

オンライン受付や
説明会を活用しよう

スイム・バイク・ラン・ウォーミングアップ
いつでもソーシャルディスタンス

ペットボトルや紙コップは
ゴミ箱へ

健闘は気持ちで
たたえあおう 応援は拍手でおくろう 行き・帰り・宿泊先でも

注意と配慮を忘れずに

 
6
. 
°

 
付

 m以上

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

 ��� ����������



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

https://www.facebook.com/gptkasai/


