
 

  

 

主   旨 : １．広域から参加者を募集し延岡市の主点的推進エリアである「ひむか遊パークうみウララ」を

認知していただき、全国への効果的な魅力につなげる。 

２．地域住民も深く関わり、参加者と交流して地域活性を目指す。 

３．トライアスロン競技者のシーズンはじまりの練習会として開催し、競技者の交流を行う。 

４．参加者に対して、地元のふるまいを行うことで、延岡市が有する魅力ある食資源の PRに努

める。 

主   催 ： すみ江 ecoアクアスロン実行委員会 

後   援 ： 延岡市、須美江家族旅行村 

期   日 ： ２０１７年３月１８日（土曜日） 

会   場 ： 延岡市須美江家族旅行村周辺 

種   目 ： アクアスロン（ソロ、リレー） 

スケジュール ：【受付】         １２：００～ 

【競技説明】       １３：３０～ 

【競技開始】       １４：００～ 

        【表彰式】        １６：００～ 随時 

        【ふるまい】 競技終了後に温かいふるまいをご用意いたします。 

募集部門：  

№ カテゴリー スイム（km） ラン（km） 備考 

①  一般 2 10 swim500m/4周+run2km×5周 

②  チャレンジ 0.5 4 swim500m/1周+run2km×2周 

③  リレー 2 10 swim500m/4周+run2km×5周 

参加資格：  ソロの部 

 競技運営の支障とならない健康な身体を有し、率先して競技規則を順守する者。 

 公式日程に定める受付登録・競技説明会に出席できる者。 

 開催当日に年齢に達しているもの 

 中学生以上 

リレーの部 

 中学生以上の２名で構成 

支  給  物： ゼッケン、競技中の飲料・補給食、食事、記録証 （スイムキャップはご持参ください） 

表    彰： ソロの部   各カテゴリー 男女１～６位（３０歳未満、３０歳代、４０歳代、５０歳以上） 

        リレーの部         １～３位 ※参加が３チーム以下の部門は１位のみ表彰。 

※完走された方全員に完走証をリザルト確定後に発行。 

注意事項：    ①貴重品、荷物の管理は各人、各チームでお願いします。 

         ②当日は応急手当以上の責任は負いかねます。体調を整えてご参加下さい。 

       ③本イベントは記録会です。参加者各自の責任においてご参加ください。事務局は一切の責任 

を負いかねます。 

④スイムキャップは各自持参いただき、ウェットスーツ着用義務でお願いします。 

       ⑤申込後における参加料の返金はいたしません。（過剰入金、重複入金等含む） 

       ⑥防寒防雨対策は各自お願いします。 

開催要項 



第1回すみ江ecoアクアスロン 参加者名簿 平成29年3月18日開催

Ｎｏ 部門 区分 氏名 所属

1 一般 29歳以下　女子 黒木 李紅 宮崎トライアスロン

2 一般 29歳以下　男子 合庭 俊二 宮崎大学

3 一般 29歳以下　男子 内栫 将司 アルゴ

4 一般 29歳以下　男子 高崎 太朗 　

5 一般 30歳代　男子 井上 敦雄 　

6 一般 30歳代　男子 磯見 洋一 　

7 一般 30歳代　男子 谷山 慶太 　

8 一般 30歳代　男子 新地 義昭 トライアスロンチームかぼす

9 一般 30歳代　男子 有澤 知輝 セントラルスポーツ

10 一般 30歳代　女子 米田 はる 宮崎トライアスロン

11 一般 30歳代　女子 新増 奈央 チームちどり 宮崎トライアスロン

12 一般 30歳代　女子 小野 英子 藤田塾

13 一般 40歳代　男子 横山 浩二 　

14 一般 40歳代　男子 米田 浩之 宮崎トライアスロン

15 一般 40歳代　男子 加藤 修一郎 宮崎トライアスロン

16 一般 40歳代　男子 吉見 雅博 宮崎トライアスロン

17 一般 40歳代　男子 荒 力 ホンダアスリート

18 一般 40歳代　男子 仲村 圭佐 　

19 一般 40歳代　女子 津江 友紀 チームちどり 宮崎トライアスロン

20 一般 40歳代　男子 野元 靖史 グレイス

21 一般 40歳代　男子 長友 一郎 grace

22 一般 40歳代　男子 中村 郁亮 ハリーズ

23 一般 40歳代　男子 池田 徳郎 Team Ikeda

24 一般 40歳代　男子 西應 和伸 さくら塾

25 一般 40歳代　男子 大西 浩幸 グレイス

26 一般 40歳代　男子 富田 靖生 トライセラトップス

27 一般 50歳以上　男子 黒木 亮臣 宮崎トライアスロン

28 一般 50歳以上　男子 光田 隆司 　

29 一般 50歳以上　男子 今津 文孝 藤田塾

Ｎｏ 部門 区分 氏名 所属

30 チャレンジ 30歳代　男子 矢山 憲一郎 延岡マラソンクラブ

31 チャレンジ 30歳代　男子 瓜生 敬博 　

32 チャレンジ 30歳代　男子 神田 悠司 　

33 チャレンジ 30歳代　男子 井上 康治 きーよーじ

34 チャレンジ 40歳代　男子 山口 幹夫 　

35 チャレンジ 40歳代　男子 蒲池 健嗣 　

36 チャレンジ 40歳代　男子 東岡 芳幸 　

37 チャレンジ 50歳以上　女子 林田 小枝子 藤田塾

38 チャレンジ 50歳以上　男子 鮫島 雄一 藤田塾

39 チャレンジ 50歳以上　男子 野崎 清美 　

40 チャレンジ 50歳以上　男子 小野 正勝 藤田塾

Ｎｏ 部門 区分 氏名 チーム名

41 リレー リレー 阿萬 忠一/山崎 洋 旭化成OB

チャレンジの部

リレーの部

一般の部



スイムコース 



ランコース 

トランジッションエリア 

ゴール 




