
 

 

 

 

第２1 回 

渋谷区民アクアスロン大会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

令和 4 年９月 19 日（月・祝） 

渋谷区スポーツセンター 
 

 

主 催 ：一般社団法人渋谷区体育協会／渋谷区トライアスロン連合 

共 催 ：渋谷区教育委員会／一般社団法人東京都トライアスロン連合／ 

城南アクアスロンシリーズ実行委員会 

 

飲料提供：  

 

特別協賛：東急グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

大会スケジュール（予定） 
 
8:15～8:40  選手受付（スポーツセンター入口） 
 
8:45～9:10  更衣（更衣室）・ウォーミングアップ（プール） 
 
9:15～9:35  開会式・競技説明（プールサイド） 
 

9:45～     第１ウェーブスタート 
                （一般男子 39 才以下の部 №1～12） 

9:55～     第２ウェーブスタート 
                （一般男子 39 才以下の部 №13～24） 

10:05～    第 3 ウェーブスタート 
                （一般男子 40-49 才の部 №25～38） 

10:15～    第 4 ウェーブスタート 
                （一般男子 40-49 才の部 №39～51） 

10:25～    第 5 ウェーブスタート 
                （一般男子５０才以上の部 №52～66） 

10:35～    第 6 ウェーブスタート 
                （一般男子５０才以上の部 №67～80） 

10:45～    第 7 ウェーブスタート 
               （一般女子39才以下の部 №101～112） 

10:55～    第 8 ウェーブスタート 

         （一般女子 40-49 才・50 才以上の部 №113～123） 

11:05～    第 9 ウェーブスタート 
                  （中学生 男子の部 №201～208） 

11:10～    第 10 ウェーブスタート 

                  （中学生 女子の部 №209～218） 

11:15～    第 11 ウェーブスタート 
              （小学生 高学年 男子の部 №301～323） 

11:20～    第 12 ウェーブスタート 
              （小学生 高学年 女子の部 №324～342） 

11:25～    第 13 ウェーブスタート 
               （小学生 低学年 男子の部 №401～421） 

11:30～    第 14 ウェーブスタート 
               （小学生 低学年 女子の部 №422～440） 

 
11:45～    お楽しみ抽選会（グラウンド） 
 
12:00～    表彰式（グラウンド） 
 



 

 

参加者の皆さんに守っていただきたい事項 
新型コロナウイルスの感染を最大限に防止しながら大会を運営するためには、参加
者の皆さんの理解と協力が必要です。残念ながら感染のリスクは 0(ゼロ)ではあり
ません。ひとり一人が自覚と責任をもって自己防衛することが重要です。自己防衛
は、家族や仲間を守ることにもつながります。「自分は大丈夫」の考えは捨て、大
会に係わるすべての人が新型コロナウイルスの特性を正しく理解し、感染防止に努
めてください。 
 
【大会前】 
1). 大会前 2週間において以下のいずれかの事項に該当する場合は参加を見合わせ
ること 
・発熱(37.5°C 以上)を認める。 
・だるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)、風邪の症状がある。 
・嗅覚や味覚の異常がある。 
・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる。 
・参加 14 日前までに渡航歴がある、または該当者との濃厚接触歴がある。 
2). 指定の「健康チェックシート兼参加同意書」に大会当日と 5 日前からの健康記
録を記入すること。 
 
【健康チェックシート兼参加同意書について】 
1). 健康チェックシート兼参加同意書を記入下さい。 
2). 記載に不備がある場合は、大会の出場または会場への入場を許可しない場合が
あります。 
3). 健康チェックシートは新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的に、参加者
の健康状態の確認、来場可否の判断および必要な連絡のために利用します。健康チ
ェックシートに記入いただいた個人情報は、厳正なる管理のもとに取り扱うものと
し、健康状態の把握、参加可否の判断および必要な連絡にのみ利用します。但し、
アクアスロン大会参加者の中から、感染が判明した方がいる場合に必要な範囲で保
健所等に提供することがあります。健康チェックシートにご記入していただいた時
点で情報提供に同意していただいたものとみなします。 
 
【大会当日】 
1). 体調不良となった場合は参加を見合わせて下さい。 
2). 会場内で体調不良となった場合は、近くの大会スタッフに申告し、移動せずに
その場で指示を待ってください。 
3). 対人距離をできるだけ２ｍ以上とり、会話は控えること。 
4). 施設内及び更衣室・プール場内では、入水時を除きマスクを着用し、会話・応
援は控えること。レース直前は、スタッフの指示があるまでマスクを外さないで下
さい。 
5). マスクを外した時は、各自ご持参いただいた専用のケースまたはポケット等に
収納すること。また、マスクを外している間は会話を控える。不要になったマスク
は、大会が準備をしている所定のごみ箱に捨てること。 
6). ごみは必ず持ち帰ること。 
7). 大会主催者・施設管理者が定めたその他の措置・指示に従うこと。 
 
【大会後】 
大会後 2 週間以内に「新型コロナウイルス感染症」を発症した場合、またはその疑
いが生じた場合は、速やかに渋谷区トライアスロン連合に報告すること。  
 
問合せ 一般社団法人渋谷区体育協会    Tel：03-3468-8721 

渋谷区トライアスロン連合・伊藤  Tel：090-3914-0343 
※感染者が発生した場合の接触者追跡のためご協力をお願いします。 
 



 

 

大会の流れ・注意事項 
 

選手受付 

①  ８時 15 分からスポーツセンター入口にて行います。健康チェックシート兼参
加同意書を提出して下さい。 

②  大会プログラムなどが入ったバッグとナンバーカードをお渡しします。ボディ
ーマーキングを左手の甲にレースナンバーを記入します。 

 

更 衣 

① プールの更衣室を使用して下さい。空いていないときは１階更衣室（階段降り
て左側）も使用いただけます。なお、１階更衣室を使用する方は、服を着ての移
動をお願いいたします。（水着・上半身裸などでの移動はおやめください。） 

② 貴重品は貴重品ボックスを利用するか各自で保管して下さい。紛失・盗難等事
故に関して主催者は一切責任を負いません。 

③  ロッカーのカギはロッカーご使用後、元のまま（ロッカーに挿したまま）にし
て下さい。 

 

レース準備・ウォーミングアップ 

① 更衣終了後すみやかにランニングの用意（シューズ・シャツ等）をトランジシ
ョンエリア（ランニングへの着替え場所）の指定されたところに置きプールに入
場して下さい。 

② 8:45～9:10 までウォーミングアップ可能です。（反時計回りで） 
③ 屋内外で暑さが予想されます。選手・応援の方共に充分な水分補給を行い、熱
中症にお気を付け下さい。 

 

開会式 

 開会式と競技上の諸注意・説明をプールサイドにて行います。競技については
HP に事前掲載しているパンフレット等を熟読してご参加して下さい。 
 
 

選手招集 

 各ウェーブスタート１０分前にプールサイド（観客席反対側）で選手の招集をか
けます。選手は自分のレース時間を確認の上、集合して下さい。招集時にいない選
手はリタイアしたものとみなします。召集時にラン周回確認用の輪ゴムをお渡しし
ますので、そのまま腕または手首にはめてスタートして下さい。 
 

スイム 

① スタート前は各ウェーブごとにプールの中で待機します。前のウェーブのスイ
ムが終了してからスタート 1 分前までウォームアップができます。係員の指示に
従って下さい。 

② スタートは各ウェーブ別の一斉スタートとなります。最初は手足がぶつかり大
変泳ぎにくくなりますので、泳力に自信のない方は後方からゆっくりスタートし
て下さい。 

③ 小学生低学年は１周、高学年２周、中学生４周、一般６周となります。トップ
選手が最終ラップに入る際、鐘を鳴らしますが、周回の確認は自分自身で責任を
持って行って下さい。周回を間違えると失格になります。 

④ プールサイドでの一時休憩は認めます。プールサイドは危険ですから、絶対に



 

 

走らないで下さい。 
⑤ 中学生、一般の選手はプール内を歩いて進んだり底を蹴って進む事を禁止しま
す。 

 

トランジション 

①  スイムキャップ、ゴーグルをトランジションエリアに置き、ランニングウェア、
ナンバーカードは腰の前面に着用の上、ランニングシューズを持ってランコース
に向かって下さい。 
スイムエリア内では走らず歩いてください。 

②  室内プールを出てからシューズを履き、ランコースへ出て下さい。プールサイ
ドは土足厳禁です。 

③ トランジションエリアからランコースまでは段差等、障害物もありますので十
分注意して下さい。 

 

ランニング 

① スポーツセンターグラウンドがランコースとなります。小学生低学年の部１
周、小学生高学年の部２周、中学生・一般の部はそれぞれ３周します。 

② 周回確認は周回ごとに輪ゴムを 1 個ずつ所定の箱に入れて下さい。腕に輪ゴム
がなくなったら次は最終周回です！ 

③ 上下ワンピースのウェアや女性の水着はそのままランに移ってもかまいませ
ん。上半身裸で走る事は禁止します。 

 

フィニッシュ 

①  フィニッシュ後は前の選手を追い抜かないで下さい。そのまま着順判定係まで
進みレースナンバーを見せて下さい。ゼッケンに書かれた QR コードを係員に
読み取ってもらったら終了となります。（読み取ってもらわないとフィニッシュ
したことになりませんのでご注意ください。） 

② フィニッシュ後に飲料をお配りしますが、グラウンドを出てからお飲み下さ
い。（グラウンド内は、水のみ飲むことができます。水以外は不可。） 

③ 競技終了後はすみやかに着替えを済ませてトランジションエリア･ロッカーを
空けて下さい。一般の利用者が控えています。 

 

選手・応援の方へ 

① 屋内プールとグラウンドの行き来は、観覧席横の扉をご利用下さい。競技コー
スの出口は利用できません。（なお、裸足でグラウンドへ出ることは厳禁） 

② 屋内プールに入る際は、土を充分に落としてから、靴を持って入室下さい。通
行の邪魔になりますので扉の近くには靴を置かないで下さい。 

 

お楽しみ抽選会 

 協賛企業、渋谷区トライアスロン連合役員からの寄付に景品が集まりました。参
加選手は、ふるってご参加下さい。 
 

表彰式・閉会式 

①  表彰は各部門男女別１位～３位です。 
②  完走者全員のタイムは集計終了後本部テント近くに張り出します。 
③  表彰式終了後、直ちに閉会式を行います。最後までご参加お願いします。 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆　出場者名簿　☆

第１ウェーブ 第４ウェーブ 第７ウェーブ

1 阿久津　将 39 手島　知之 101 桑田　恵梨子
2 朝倉　泰臣 40 中野　力 102 齋藤　一葉
3 石川　忠男 41 長野　隆二 103 立石　康子
4 稲田　雅彦 42 橋本　一郎 104 辻村　リリ世
5 井上　碧 43 服部　雅司 105 寺澤　三奈子
6 枝窪　拓郎 44 原　知継 106 中野　咲桜
7 加賀　翔太 45 福島　唯実 107 原　里沙
8 勝又　慶 46 星　徳光 108 松下　理央
9 川向　裕之 47 前田　浩之 109 森　友里恵
10 川村　俊介 48 松岡　大樹 110 山田　理美
11 小林　拓人 49 森　和保 111 湯本　雅江
12 ザン　愁真アレックス 50 横田　裕弘 112 吉村　麻衣

51 吉永　竜太郎

第２ウェーブ 第５ウェーブ 第８ウェーブ

13 下村　康文 52 石原　学
14 高瀬　歩武 53 上田　慎悟 113 荒木　雅子
15 武田　空我 54 梅田　逸朗 114 伊藤　恵里華
16 田中　航大 55 大西　隆宏 115 加藤　裕子
17 深澤　渓 56 小笠原　治 116 加藤　裕紀子
18 藤田　大翔 57 狩野　雅晴 117 忽那　麻衣子
19 星川　健夫 58 河田　寛人 118 白井　伸枝
20 細木　啓司 59 木崎　英樹 119 綱川　さえ美
21 三ツ本　涼太 60 今　広道 120 中條　史穂
22 本木　蔵人 61 坂上　裕二 121 ヤサ　祐子
23 山川　颯斗 62 佐々木　英治 122 山辺　恵美子
24 山下　龍 63 渋谷　和弘 123 吉永　牧子

64 津森　敦
65 寺田　茂則
66 遁所　克文

第３ウェーブ 第６ウェーブ 第９ウェーブ
　（中学生　男子）

25 青柳　泰貴 67 生井　和平 201 赤尾杉　夏斗
26 五十畑　正信 68 野口　徹 202 ABSOUS　CLEMENT
27 牛尾　充志 69 早川　靖郎 203 ヴァンセヴレン　輝生
28 エルピュート　ロホン 70 人見　克哉 204 加藤　優和
29 川口　輝彦 71 松井　聡 205 佐藤　圭悟
30 國谷　智宏 72 松岡　政信 206 平　松太
31 越塚　岳広 73 松下　実 207 油井　得人
32 小林　一茂 74 山口　勝之 208 吉田　遼太朗
33 鈴木　努 75 山田　哲也
34 諏訪　隆丸 76 山根　勝彦
35 平　宏介 77 余　航 第１０ウェーブ
36 竹之内　良郎 78 横山　徹太郎 　（中学生　女子）

37 築地　美純 79 和田　耕一 209 礒崎　璃美花
38 土田　泰人 80 渡邉　武 210 小林　愛音

211 孫　俐娜
212 孫　伶娜
213 高橋　ひかり
214 築地　真帆
215 常見　那凪
216 中澤　美佳
217 糠谷　知佳
218 藤田　向日葵

（一般男子４０－４９才）

（一般男子５０才以上）

（一般男子５０才以上）

 （一般女子５０才以上）

（一般男子３９才以下） （一般男子４０－４９才） （一般女子３９才以下）

 （一般女子４０-４９才）（一般男子３９才以下）



☆　出場者名簿　☆

第１１ウェーブ 第１３ウェーブ
　（小学生　高学年　男子） 　（小学生　低学年　男子）

301 阿部　祥太 401 安齋　誠馬
302 甘利　泰雅 402 上野　檀
303 安齋　颯也 403 上村　春蘭
304 伊澤　歩生 404 大野　夏太郎
305 礒崎　丈瑠 405 岡　範俊
306 伊藤　明斗 406 加賀谷　恭輔
307 牛尾　隼清 407 加藤　文士
308 大島　幸輝 408 河合　優吾
309 大西　元樹 409 國吉　凌太朗
310 大西　隆雄 410 近藤　那由太
311 小川　隼矢 411 白井　翔大
312 加藤　人和 412 杉山　隼
313 加藤　佑真 413 鈴木　芽登
314 齋田　航 414 對馬　京太朗
315 佐藤　有悟 415 鶴岡　紘大
316 白井　雄大 416 鶴岡　将大
317 杉山　翼 417 中司　章博
318 孫　逸林 418 永沼　文太
319 高柳　永 419 伏谷　柊汰
320 武田　祐一郎 420 牧田　湊平
321 舘野　晴成 421 丸山　慎司
322 深谷　尚史
323 渡邊　瑛史

第１２ウェーブ 第１４ウェーブ
　（小学生　高学年　女子） 　（小学生　低学年　女子）

324 大川　愛陽 422 赤坂　杏夏
325 黒須　悠 423 新井　向葵
326 小柳　蘭 424 片岡　美月
327 櫻庭　稟子 425 北川　季
328 猿田　倫 426 崎村　栞 乃
329 寺澤　結那 427 讃井　里
330 横田　はな 428 長井　えま
331 吉田　梨々奈 429 花田　舞桜
332 孫　佳娜 430 原　結菜
333 平　詩織 431 原田　莉歩
334 山本　舞彩 432 東辻　美音
335 工藤　梓 433 東出　珠乃
336 小林　花音 434 平田　杏あんず
337 図師　美緒 435 布瀬川　遥
338 瀧澤　薫月 436 向　璃子
339 手島　千尋 437 山田　夏凛
340 長田　美海 438 山本　花帆
341 長田　美空 439 山本　環希
342 信長　咲希 440 吉田　桧奈々



1-11-6 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001

Open 11:00 - 20:00

www.laforet.ne.jp 

@laforet_h @Laforet_H





～ 人と建物にやさしいプロのサービスを ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ビルの維持管理・お住まいの家のメンテナンスで 

お困りのことはありませんか。 

創業 61 年の当社がその悩み、解決のお手伝いをします。 

 

◎ 日常清掃・定期清掃・特別清掃等清掃業務 

◎ 避雷設備点検・消防設備点検等各種設備点検業務 

◎ 空気環境測定・害虫駆除等環境衛生管理 

◎ 抗菌コーティング 

◎ 施設保安警備 

◎ 特定信書便業務 

◎ 除草、剪定作業・外壁塗装・防水塗装・リフォーム 

● 建築物環境衛生総合管理業・医療関連サービスマーク認定 

建築物ねずみ・こん虫等防除業・特定信書便業・警備業 

● ISO14001、プライバシーマーク認証取得企業 

   

  

 

抗菌コーティング 

部分施工もご相談ください！ 

 

株式会社サンセイ 
 

150-0047 

東京都渋谷区神山町 5-19 

神山町 HS ビル 

 

TEL 3481-7541 

FAX 3481-7544 

FREE.D 0120-126-371 

http://www.sansei-inc.com 







株式会社エース・コーポレーション

不動産開発／再生／売買

港区北青山2丁目7番18号 第一真砂ビル

TEL：03-3408-0523／FAX：03-3408-0521

https://www.acecorp.co.jp

株式会社ツインズプランニング

不動産賃貸／管理／募集／店舗事務所の仲介

渋谷区桜丘町24番2号 第３富士商事ビル1階

TEL：03-5459-8655／FAX：03-5459-8656

http://www.twins-p.co.jp/





 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“私たちは、賛助会員として一般社団法人渋谷区体育協会を 

支援しています。” 

 

東  急(株)       (株)東急百貨店      小田急電鉄(株)      東急建設(株)    

高宮学園代々木ゼミナール    西武信用金庫        きらぼし銀行    (株)ゴールドウイン  

(株 )アキバ徽章販売   (有 )ヒーロースポーツ  笹塚ボウル    (一社 )渋谷青色申告会        

(公社)渋谷法人会     サンデースポーツ   (株)野口成功堂  東京渋谷中央ライオンズクラブ     

(株)朋 栄    コカ・コーラボトラーズジャパン(株)   (株)共 楽    京王重機整備(株)    

茗溪塾・茗溪予備校     (有)勇 杜    笹塚地区体育会         唐橋卓球(株)       

サッポロビール(株)    (一財)本多流生弓会   東急不動産(株)   渋谷区太極拳連盟    

(株)日立サンロッカーズ   (株)東急レクリエーション   あいおいニッセイ同和損害保険(株)   

(株) SUBARU        渋谷区バレーボール協会    SHIBUYA CITY FC 

渋谷区ソフトボール協会    アルバルク東京      (有)カースクウェア 

（加盟順） 


