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STANDARD SPONSORS

thanks to all sponsor & partners
GOLD SPONSER

SILVER SPONSORS

OFFICIAL DRONE PARTNER

BOOTH SPONSORS

OFFICIAL SUPPLIER

MECHANIC SPONSORS

SPECIAL THANKS

BRONZE SPONSORS

SDF PARTNERS  &  LOCAL PARTNERS

Thanks to everyone who supports us !

大会を個人で支えていただいたみなさん

大会にご理解を示していただいた志賀島のみなさん

全てに感謝いたします。
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　「福岡トライアスロン 2022」が、盛大に開催されますことをお祝い申し上げ

ますとともに、福岡市にお越しいただいた選手、関係者の皆さまを、心から歓

迎いたします。

　本大会が福岡市で開催されますことは、トライアスロン競技の普及のみなら

ず、市民スポーツ全体の振興に寄与するものと期待しており、開催に向けてご

尽力いただいた組織委員会や地元の方々をはじめ、関係者の皆さまに、心より

感謝申し上げます。

　会場である志賀島は、国宝である金印が発見され、歴史ある志賀海神社や万

葉歌碑などの史跡も多く、青く美しい海に囲まれた、福岡を代表する眺望景観

を堪能いただける地域です。

　選手の皆さまには、魅力あふれるコースを体感していただき、日々の鍛錬の

成果を発揮され、白熱したレースが展開されますことを期待しております。

福岡市では、2023 年に「世界水泳選手権福岡大会」の開催を控えており、よ

り一層スポーツの普及・振興に取り組んでまいりますので、今後とも皆さまの

お力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、選手のご健闘と本大会のご成功を祈念いたしまして、お祝いの挨拶

といたします。

TAKASHIMA  SOICHIRO 

福岡市長

福岡トライアスロン組織委員会
名誉顧問

髙島 宗一郎

　福岡トライアスロン 2022 が開催されるにあたり、トライアスロンファミリー

を代表して皆さまを歓迎申し上げます。

　福岡市内からのアクセスも良く、大自然が溢れ、美しい海と山を感じること

ができる志賀島を舞台に開催される本大会を、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、昨年は、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。

　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。福岡トライアスロン 2022 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。

IWAKI  MITSUHIDE

公益社団法人 日本トライアスロン連合 会長

福岡トライアスロン組織委員会
名誉顧問

岩城  光英
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　この度は、関係機関や関係者の多大なるご支援を賜り、3 年ぶり 3 回目とな

る「福岡トライアスロン 2022」が開催できますことを、心より御礼申し上げ

ます。

　この福岡トライアスロンは、①志賀島・西戸崎エリアの地域振興、②世代間

交流、③国際交流、④環境保全、⑤共生社会の推進などを目的に、これまで

2017 年、2019 年と大会を開催してきました。少しずつ地域の皆様にもご理解

いただき始めてきた矢先、コロナ禍で 2 年続けて開催を見送ることとなりまし

たので、今大会の開催には喜びもひとしおです。

　レースの舞台となる志賀島は、その歴史的価値はもとより、独特の地形や自

然が織りなす大変風光明媚な場所でもあります。選手の皆様には、海から、陸

から、是非その魅力を全身で堪能し、素晴らしい「記録」と「記憶」を持ち帰っ

ていただきたいと思います。そして、今度は一人のファンとして志賀島を応援

していただければ、これ以上の喜びはありません。

　トライアスロンは、ご承知のとおり大変過酷な競技ではありますが、年齢、

性別、国籍、競技歴などを問わず、幅広い層の選手が一緒に楽しむことができ

る競技でもあります。また、この大会の運営には、地域の皆様をはじめ、学生

や障害者の方にもボランティアとして数多く参加していただいています。競技

や大会運営を通じ、「ノーマライゼーションを推進する」という福岡トライアス

ロンの意義を感じていただき、様々な交流の輪が広がることを願っています。

MATSUO  SHINGO 

九州電力株式会社　特別顧問

一般社団法人九州経済連合会 名誉会長

福岡トライアスロン組織委員会
理事長

松尾  新吾

第 3 回「福岡トライアスロン 2022」がコロナの影響にも負けず、

２年越しに開催されることを心よりお祝い申し上げます。

どのような人でも参加することのできる大会を開催し続ける事は

共生社会の実現へ大きな貢献となる素晴らしいことだと思いますし、

それが福岡で開催されることに大変うれしく思います。

スイム、バイク、ランの合計距離を競うモダンなトライアスロンは、

1970 年ごろにアメリカのサンディエゴから始まっています。

在福岡米国領事館として、アメリカと福岡がスポーツでも

つながっていることに大変幸せを感じます。

スポーツは言語や文化の壁を越えることのできる素晴らしい活動です。

在福岡米国領事館はこれからも、様々な日米スポーツ交流に

積極的に取り組んで行きます。

大会での皆様のご活躍を祈念いたしますとともに、

大会の成功を心よりお祈り申し上げます。

それぞれの自己最高記録がでることを願っています！

JOHN C. TAYLOR
在福岡米国領事館 
首席領事

ジョン・C・テイラー
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　「福岡トライアスロン2022大会」開催おめでとうござ

います。私たち障がい者団体は、2019年の第2回大会の

際、「一緒に大会を盛り上げましょう」とお誘いいただき、

トライアスロンのことも知らぬまま参加しました。運営側

の皆さんも、私たち障がい者への接し方が分からない状

態での受け入れだったと思います。しかし、準備段階から

大会当日まで細かい配慮で迎え入れてもらい、その甲斐

あって、参加者から「初めての経験で心配したが、とても

楽しかった」や「障がいがあっても適切なサポートがあ

れば十分やれることを改めて感じた」等、ボランティアに

肯定的な声を多く耳にしました。

　今回、新型コロナウイルス感染症の影響で３年振り2

回目の開催となります。私たちはこの大会にボランティア

として参加することが楽しみであり、何よりも社会参加の

よい機会と考えています。

　福岡有数の景観と歴史ある志賀島で開催される大会

が、市が目指す「みんながやさしい　みんなにやさしい

ユニバーサル都市・福岡」の実現に向け、大きく寄与する

ことを願っています。共に助け合い生きていく共生社会

の実現にみんなで取り組みましょう。選手の皆さんもよ

い記録が出せるよう頑張ってください。

「福岡トライアスロン2022大会」

みんなで頑張るぞー！！

福岡市障害者関係団体協議会

福岡市身体障害者福祉協会

清水  邦之

福岡トライアスロン組織委員会

理事

SHIMIZU KUNIYUKI

　福岡トライアスロン 2022 が 3 年ぶりに開催され

るにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　本大会の開催には、警察当局をはじめ地元やスポン

サー、そして団体や大学など多くの皆様の理解と協力

があって初めて実現できるものですが、こうして開催

できることを心より嬉しく思っています。

　志賀島は自然環境に恵まれた風光明媚な場所であ

り、2000 年以上の歴史がある志賀海神社や『漢委奴

国王（かんのわのなのこくおう）』と刻印された金印

が発掘されたことでも知られています。

　選手の皆様には、こうしたコースの魅力を感じてい

ただくと共に日頃の練習の成果を充分に発揮されるこ

とを願っています。

　最後に本大会の成功と今後の益々の充実を祈念致し

まして、挨拶とさせて頂きます。

志賀島自治連合会　会長

小川  正義

福岡トライアスロン組織委員会

理事・実行委員長

OGAWA MASAYOSHI

officer

理事長

■ 松尾新吾

　 九州電力株式会社  特別顧問

　 一般社団法人 九州経済連合会  名誉会長

副理事長  

■ 大塚眞一郎

　 公益社団法人 日本トライアスロン連合 専務理事

■ 小林専司 　

　 一般社団法人 福岡県中小企業経営者協会連合会  会長

■ 津上賢治

　 中村産業学園 九州産業大学　理事長

理事 

■ 江頭和彦

　 はかた夢松原の会  理事

■ 小川正義

　 志賀島自治連合会  会長

■ 中尾厚志

　 一般社団法人 博多 21 の会  会長

■ 大野祐子

　 株式会社ビジネスリファイン  代表取締役社長

■ 岩本仁

　 福岡成蹊学園福岡外語専門学校  理事長

　 一般社団法人 福岡県専修学校各種学校協会  会長

■ 高橋彦太郎

　 高橋株式会社　代表取締役社長

■ 岩井公一

　 株式会社イワイスポーツサイクル　代表取締役

■ 岩崎正史

　 株式会社ジラボ  代表取締役 

■ 小澤利男

　 空気株式会社  代表取締役副社長  

■ 岩井堂政裕

　 セイコーメディカルブレーン株式会社  代表取締役社長

■ 後藤章夫

　 福岡市トライアスロン連合　顧問

■ 清水邦之

　 福岡市障害者関係団体協議会

　 福岡市身体障害者福祉協会

■ 入江伸

　 医療法人相生会 福岡みらい病院　理事長  

■ 山﨑浩一郎

　 株式会社テレビ西日本 専務取締役  

■ 伊藤 陽

　 西日本新聞社 取締役営業本部長

■ 西嶋聖

　 一般社団法人福岡青年会議所　理事長

■ 鈴木貴里代

　 公益社団法人 日本トライアスロン連合常務理事

■ 横田英昭

　 福岡県トライアスロン連合理事

■ 大塚貴文

　 Lifxc 株式会社

■ 高柴賢一郎

　 医療法人 竜操整形外科病院　院長

■ 井上美知子

　 株式会社 ビッグイヤーアンツ

■ 石川寛

　 医療法人相生会 福岡みらい病院

■ 黒木亮順

　 株式会社テレビ西日本 営業局次長

■ 橋本剛

　 西日本新聞社 企画事業室事業部長

■ 一ノ瀬大一

　 九州産業大学　学生係長

■ 今井亮介

　 株式会社ワンダーイヤーズ　代表
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concept

2022年大会の特徴

2022 年大会は、2019 年以来 3 度目の開催となりますが、コ

ロナ禍を経て、「新生福岡トライアスロン大会」としてリスター

トさせます。時流を捉えた新しい大会の趣旨にご理解とご協力

をぜひよろしくお願いします。

①日本トライアスロン連合（JTU）が主催にジョイン

日本で行われるトライアスロン大会を統括し、国際大会のハブ

でもある JTU が今大会から主催社として加わり大会運営・協賛

社獲得・選手への呼びかけなど多方面でサポートすることになり

ました。

②コンパクトで特徴を訴えやすいコース設計

今大会からコースを、風光明媚で歴史的な魅力もある「志賀島」

周回に変更。参加選手の満足度を維持しながら、大会運営費を

ミニマムに抑える工夫も加えました。もちろんその実現にあ

たっては、これまでの活動の積み重ねによって地元の皆さんの

ご理解が得られるようになったことが大きく影響しています。

③充実した医療体制と多様性に配慮した運営

豊富な医療サポートで「国内で最も安全な大会」を謳ってきた

本大会ですが、時節柄、医療体制についてはこれまで以上に充

実させます。

また、障がい者がパラボランティアとして運営に参加する先鞭

をつけた本大会が、昨今の時流の後押しを受け、健常者・障が

い者が共に助け合って運営するシステムをさらに磨きます。

④大会を契機にした地元インフラの整備

大会は、その初年度から開催に伴う地元インフラの整備を意識

してきました。バイクやランで使用する道路環境を大会基準に

沿うように、これまで継続的に行政に働きかけてきています。

今大会では、道路段差の修繕や傷んだグレーチングの修理・取

替を福岡市に実施いただく計画です。

●福岡市内や博多駅、空港からも約10Km 圏内というアクセスの良さ。

●コースは大自然が溢れ、美しい海と山を感じる事できる最高のロケーション！

●初心者からアスリートまで幅広く参加できるスタンダードディスタンス。

●デザイン性に優れ、おしゃれかつカジュアルな大会。

●志賀島は「漢委奴国王」の金印(国宝)の発掘場所として全国的に有名。

新コース誕生！
　　特に圧倒的な透明度とフラットな外海スイムをお楽しみください。

ポイントレースにステップアップ　
　　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大会になりました。

トライアスロン競技の前後は、開催エリアである「志賀島」の歴史的文化・郷土料理など、

”ここにしかない福岡”をご堪能いただきたいです。そして、大会終了後には、博多・天神・中洲などで、

ショッピングや福岡のご当地料理など、存分にお楽しみいただけること間違いなしです。

トライアスロンと観光を同時に楽しめるのも福岡大会の魅力です。

”志賀島完結コース” 誕生！

初心者からアスリートまで幅広く参加できる

スタンダードなトライアスロン大会です。

【本大会の特徴】

そして、2つのNEW!

012 013



日本一安全なトライアスロン大会をテーマに

今、世界が最も注目する共生社会を推進した大会に

　福岡トライアスロンでは「産・学・官・民」連携をベースに、スポーツ振興、地域振興、共生社会推進を掲げています。また、医療従事者

数で救護を行う「日本一安全なトライアスロン大会」と銘打っています。前回大会では150名もの医療従事者がレースをサポートいた

しました。

　そして世界でも唯一無二なチャレンジとして、福岡トライアスロン2019では80名の障がい者とともに総勢1000名のボランティアで

大会をサポート。障がい者の方々がパラスポーツやパライベントではなく、ボランティアスタッフとして参加するという、世界でも類をみ

ない試みとなりました。日々サポートを受ける側の障がい者の方々が、トライアスリートをサポートする。参加された方々には、生きが

いや、やりがいを感じていただくことができました。これは今後の共生社会実現へ、大きな足がかりになったと感じでおります。この活

動が福岡トライアスロンから世界へと広がっていくことを願っております。

　活力ある社会を作り出すには、障がい者も含めた全ての世代の医療、福祉、保健のほか、行政、学問、文化、産業など、さまざまな領域

の協働が必要です。

　福岡トライアスロンではスポーツ競技大会としての側面のみならず、「産・学・官・民」連携をベースに、まちづくりや教育、産業への寄

与、国際交流、差別解消など、社会問題を解決するプラットホームとなることを目指しています。特に教育という場面では、学生と社会が

直接繋がれる環境を提供しています。SDGs、ボランティア、ダイバーシティをキーワードに国際人としての感覚を養ってもらえるよう、

学びの場も提供しています。　

　参加者の皆様には、トライアスロン競技のみならず、開催エリアの食や文化など、ここにしかない福岡を大いに楽しむことができると

信じております。また、一人でも多くの人が会場を訪れ、歴史を知り、未来を感じていただけることを願っております。

福岡トライアスロンが大会を通して目指す、もう一つの側面

産・学・官・民

が連携する

運営体制

医療機関が全面

バックアップの

安全性

ダイバーシティ

の実現

パラボランティアで

世界の

モデルケースに

観光・産直

などでの

経済効果

地域住民との

コミュニケーション

人口減少・

空き家問題の

解消と環境整備

パラボランティアとは、「障がいなどの特性や能力を考慮し、公正な機会を提供するために合理的配慮を行ったボランティア」のことで

す。福岡トライアスロンは、「障がいの社会モデル」を普及するために、ボランティア部門の中にパラボランティアを創設し、「共生社会」

の実現を推進しています。

パラボランティアとは

※共生社会・・・「障害のある人が障害のない人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会を目指す」という理念です。 

教育として学生と

社会との繋がりや

学びの場を提供

わたしたちは、国連が採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に照らして、

本大会を通じた目標達成努力をコミットします。

福岡トライアスロンは、絶滅危惧種でもあるコアジサシが産卵にくるほど綺麗な志賀島近隣の海をコースに加えることにより、この海の豊かさ

と美しさをみなさまに広く知っていただき、この海を守る活動として海岸の清掃を定期的に行うことを約束します。

福岡トライアスロンは、スポーツが持つ、人々を集め、巻き込む力を使って

社会におけるスポーツの価値向上に取り組みます。

福岡トライアスロンは、志賀島を中心としたエリアの活性化や、歴史文化資産・風土に対する広く市民の理解を促し、

特に福岡都市部と東部地域のつながり強化に貢献努力をすることを約束します。

福岡トライアスロンは、産学官民が、それぞれの立場を超えて大会の成功に向け

協力しあうよう努力することを約束します。

福岡トライアスロンは、パラボランティア（障がい者と健常者が同等のスタッフとしてともに活動するボ

ランティア）を採用することにより、①障がい者とそうでない人を平等に扱うこと、②健常者が障がい者

を理解する場、障がい者が社会に求められている実感を得る場と大会を位置づけること③障がい者自

身の成長を促し雇用機会を創出すること、を約束します

S＝Shikanoshima（志賀島）、Saitozaki（西戸崎）の振興 　D＝Diversity（多様性）の推進
F＝Fukuoka Triathlon（フクトラ）の開催の３つを主な目的として活動をしている組織です。
開催地である志賀島は砂州で陸続きになった全国的にも珍しい陸繋島であり、風光明媚な景観を楽しめる場
所です。金印が出土したことでも有名ですが、古くは「古事記」や「日本書紀」にも記述があり、神話にも登場する
といった歴史的に重要な土地とされています。また、志賀海神社には「君が代」の神楽が奉納されていることか
らも、志賀島は日本の始まりを感じさせる浪漫あふれる地域といえます。
しかし、人口は減少を続けており、50年で58%減となった2021年現在の人口は1465名で、そのうち65歳以上が
約半分を占める限界集落となっています。それに伴い、市営渡船や路線バスの減便、産業の衰退、医療過疎な
ど、様々な問題が浮き彫りとなってきています。
我々SDFは、「産・学・官」と「民（市民）」が一体となったエネルギーで福岡トライアスロンを開催し、志賀島・西戸
崎地区をはじめ福岡市東区周辺及び福岡市の「地域振興」の一助となっていくことを目指します。また、パラボ
ランティア（障がい者ボランティア）とともに大会を作っており、今後は外国人やLGBTQなど、全ての人がフラッ
トである世界観を持って大会運営を行います。

一般社団法人　　　　　　　  とは・・・

hikanoshima/       aitozai ukuoka Triathloniversity

014 015



大会概要

開催概要

　2017年に初めて開催された福岡トライアスロンは、「産・学・官」と地域社会を結びつけることを主たる使命とし、

地域の皆様のご協力の下に開催することができました。また、継続開催することで地域社会の振興や競技の普及に尽力致します。

　2019年大会ではノーマライゼーションを掲げて、パラボランティアとともに「パラプロジェクト」を新たに立ち上げました。

【誰もが住み慣れた地域で， 心身ともに健康で自分らしく暮らせる，「ひと」も「まち」もどちらも幸せになれる福岡】

そして、全ての人が平等である社会の実現の一助となることを目指します。

開催趣旨 6月30日（日）　大会当日

大会名称 福岡トライアスロン2022
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

開催期日 2022年6月26日（日）　07：30～13：30　※開会式～閉会式終了まで　

開催地 福岡県福岡市東区志賀島一帯　（大会本部:志賀公民館）

競技内容 【スタンダードディスタンス：51.5㎞】  スイム：1.5km ／バイク：40km ／ラン：10km
　※スイム：750m×2 周回／バイク：志賀島×4 周回／ラン：2km×5 周回

記録・計測 ネオシステム

主催 福岡トライアスロン組織委員会（構成団体 ： SDF、福岡県トライアスロン連合、日本トライアスロン連合）

主管 福岡県トライアスロン連合

後援
福岡市、在福岡米国領事館、福岡商工会議所、九州経済連合会、博多21 の会、福岡青年会議所、
福岡県中小企業経営者協会連合会、アビスパ福岡、福岡県専修学校各種学校協会、
ＮＰＯ法人福岡市障害者関係団体協議会

協力 福岡みらい病院、九州産業大学、志賀商工会、西戸崎校区自治協議会、志賀島自治連合会、志賀島・海の中道サイクルツーリズ
ム協議会、台湾厚徳会、社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会、全国柔整鍼灸協同組合

協賛

NTT 西日本、九州電力、三和シヤッター工業、QTnet、福岡みらい病院、D-WOLF、福岡トヨタ、サニクリーン九州、ふくや、
福岡ロジテム、九州産業大学、福岡地所、アパマンショップ、福岡外語専門学校、にしけい、夢源、LIXIL、新日本製薬、
松本組、味の素、九電工、セイコーメディカルブレーン、アイ広告社、株式会社コバレイト、三好不動産、コリンジャパン、
リベラルアーツ、スリーアール、クリスマスマーケット、ミカサ、増田石油、はたなか、博多の森不動産、オーレック、
廣田商事、野間薬局、福岡クリーン産業、イシカワ、松山建設、トライアンド、西日本シティ銀行、福岡銀行、西日本鉄道、
トクスイコーポレーション、丸松セム、三幸学園、妹尾産業、未来図建設、ファインロジテック、あおやぎ、トレードモール、
篠原公認会計士事務所、桑原法律事務所、デコール、大村美容ファッション専門学校、博運社、にしで歯科医院、佐藤、
Men's Beauty Salon VEALIS、ホームラン・システムズ、NAS、HUUB、小笠原、九州旅客鉄道、西部ガス、米田建設、
米田建築工房、九州自動車リース、CASE、安恒組、バンベルク、五光建設、山本設備工業、ヤマカワ装飾、
シーサイドリアルエステート、中村学園大学、ビジネスリファイン、Cytix、メディジャパン、ピエトロ、レッドブル・ジャパン

オフィシャル
サプライヤー

クリニコ、大塚製薬工場、ニュートリー、南国フルーツ、まさごや、浜幸家、満帆荘、シャワー、食堂なぶら、勝山商店、
花屋ひより、日本ストライカー

メカニック
サポート イワイスポーツサイクル、サイクランドシライシ、正屋

スペシャル
サンクス テレビ西日本、海の家「きばらし」「丸良」「福助」

時　間 内　容 場　所

05：00 ～ 06：30 大会会場入り A・B・C ： 選手向け駐車場エリア

05：30 ～ 07：00 受付 志賀公民館

05：30 ～ 更衣室・荷物置場利用 スイムエリア（志賀島海水浴場）

05：30 ～ 07：25 トランジション準備 トランジションエリア（志賀島漁港駐車場）

06：45 ～ 07：25 入水チェック
スイムエリア（志賀島海水浴場）　

※スイムスタート計測地点

07：00 ～ 07：25 試泳 スイムエリア（志賀島海水浴場）

07：30 ～ 交通規制開始 志賀島外周道路

07：30 ～ 開会式

スイムエリア（志賀島海水浴場）07：45 ～ 07：54 レーススタート

08：30 スイムスキップリスタート

08：44 スイム制限時刻 スイムエリア/スイムフィニッシュ計測地点

08：59 バイクスタート制限時間 トランジションエリア/バイクスタート計測地点

10：25 バイク制限時間 志賀島入口計測地点

　　　　～ 11：00 交通規制解除 志賀島外周道路

12：24 ラン制限時間 フィニッシュゲート（志賀島漁港）

12：30 表彰・閉会式 スイムエリア（志賀島海水浴場）

016 017
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救護所
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横断ポイント
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SWIM start
BIKE start
RUN start

トランジション

FINISH

大会本部

救護本部

弘救護所
※弘集会所

交通規制起点
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※まさご屋

スタンダードディスタンス 51.5km
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志賀島海水浴場
750m×2周回
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志賀島漁港
特設コース
2km×5周回
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BIKE course : 40km ［志賀島外周道路  ※❶を起点に時計回りに 4 周回］ SWIM course : 1.5km ［志賀島海水浴場 750m × 2 周回］

RUN course : 10km ［志賀島漁港特設コース 2km × 5 周回］
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TRANSITION area

TRANSITION AREA
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BOOTH venue map
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プログラムAD(W80mm H118mm)

〈お問合せ〉QTne tお客さまセンター

※戸建住宅（ホームタイプ）で10ギガコースに新規
お申込みいただき、10ギガスタートキャンペーン・ギ
ガスタート割・BBIQつづけて割・九電グループまと
めてあんしん割適用の場合。別途、初期費用がかか
ります。詳細はBBIQ公式サイトをご確認ください。

2～12ヵ月目

13ヵ月目以降 6,160円/月
4,400円/月円/月※
［月額料金］ 開通月 0円

0120-86-3727ご利用中の方

0120-23-9955ご検討中の方

受付時間／9時～20時 ※12/31～1/3は9時～18時

福岡、長崎、宮崎で提供開始！ 順次エリア拡大中！ 詳しくはこちら→　

揺るがぬ信念で魅力ある街づくり、

地域づくりに取り組みます。

［FFLC］とは？

〜日本人学生、多国籍の留学生が所属する

語学・国際教育に特化した専門学校です〜

FFLC は、福岡トライアスロンを応援しています！

私たちは、「 We are a Global Family!」をコンセプトに、

学生にとって第二の家になるようなアットホームな学校を目指しています。

〒 812-0054 福岡県福岡市東区馬出 1-8-27

1-8-27 Maidashi, Higashi-ku, Fukuoka-shi, 812-0054 JAPAN

Tel:  092-631-0147  (+81-92-631-0147)

Web:  www.fflc.ac.jp

大会速報・完走証・公式 HP  ／ QR コード

公式HP
大会の様子や
地元情報など、

最新情報を随時更新！

完走証
自分のレースナンバー

を入力してweb記録証を
GET しよう！

（大会3日後の6/29から DL可能）

大会速報
選手のポイント通過
や FINISH の時間を

リアルタイムで掲載！



 volunteer T-shirt 福岡トライアスロン2022 公式ボランティア Tシャツ　イラストコラボ企画第二弾

採用案

テーマが「志賀島の魅力」でしたので、まず志賀島の

一番の特徴を探して「島である」という考えに至りまし

た。そして島である魅力として山や海もあり自然豊かで

あるということを表現しようと思いました。また、T シャ

ツを着ることでワクワクするような面白い表現方法を考

えた際に、「宝島の地図」に見立てるとワクワクするの

ではと思い、志賀島を宝の地図に記し、宝を示す印に

3 つの競技名を添えて、景色を宝に見立てました。また、

志賀島周辺に見られる生き物もデザインすることで自然

豊かさを表しました。

福岡トライアスロン2022のボランティアスタッフ

約 400人が着用するTシャツのイラストを

九州産業大学の学生さんに大募集！ たくさんの

応募の中から、今大会に採用されたのはこちら！

長野 公紀さん

九州産業大学 芸術学部

ビジュアルデザイン学科 4 年 



LTP presents  PET bottle cap art LTP企画　 ペットボトルキャップアート

　今回、コロナ禍で観客制限がある中で選手への応援を形にしたい

と思い、作成を提案しました。

　ペットボトルのキャップを使用した目的は、サスティナブル素材を

使用することで、志賀島の海を守りたいという思いがあります。また、

展示後はワクチン回収業者へ寄付する予定です。キャップ集めは九州

産業大学が中心となって頂き、全部で約2万個以上ものキャップが集

まりました。デザイン案は九州産業大学のデザイン科の学生さんが考

えてくれました。福岡トライアスロンは選手や大会関係者以外に、障

がい者・学生・一般・地域のボランティアといった、たくさんの方々に

よって支えられて開催が出来ており、それぞれがトライアスロンの魅

力を伝えたい、障がい者と健常者の共生社会を目指したい、歴史的

な魅力のある志賀島を盛り上げたいという思いを持って参加してく

れています。その思いをデザインに表現してくれました。

　キャップアートの作成を、パラボランティアと一緒に行う予定でした

が、コロナ禍であることで実現が叶わず、九州産業大学の学生さんや

教員の方が中心となりキャップ集めからキャップの清掃、デザインの

考案、作成、設置を全てボランティアにてしてくれました。

　大会当日では、たくさんの選手やボランティアスタッフが記念撮影

をする場所として利用して頂くと共に、福岡トライアスロンのもう一つ

の取り組みである社会問題についても考えてもらえたらと思います。

大勢の人たちに関わるチャンスを与えたい

福岡市から世界に「Inclusive Style」を発信します。

　Living Together Project（LTP）は、福岡トライアスロン（SDF）に附属する任意団体です。主な活動として「パラ

ボランティアの普及推進」を行なっており、これまで福岡市のイベント（福岡トライアスロンや福岡マラソン）で活動

実績があります。設立のきっかけは、私たち 福岡トライアスロン組織委員会の中から「ボランティアを通じて障がい

をめぐる問題が解決できないか」という声が挙がったことが始まりです。障がいを持つ方々をボランティアスタッフと

して迎え入れるにはどうすれば良いかを考えると、心の障壁（差別や偏見）、物理的・制度的障壁など様々な問題が

見えてきました。そこで、「大勢の交流」「楽しさ」という特徴を持つビッグイベントにおいて、あらゆる多様性を

理解し受け入れ、障がいの有無に関わらずボランティアスタッフとして一緒に活動することが問題解決の一

歩になると考えました。2019 年 6 月に開催された福岡トライアスロン 2019 では、76 名の障がい者と、一緒に活

動するボランティアスタッフ 約 100 名が大会を支え、アンケート調査では 9 割以上の満足度と、次回も参加したい

との声を頂きました。しかし、このような声がある一方で、世の中には障がい者が参画できない、参画していないイ

ベントが多くあります。障がい者の社会参画を促すだけではなく、全ての人が障がいに対する理解を深めなければな

らないと考えています。

　私たちの活動は、全ての人がお互いの存在を尊重し合い、適切なサポートが必要であることを知ってもらう機会にな

ると思います。今後、公正な環境の在り方を考える機会が増えるように、私たちはこの活動を継続、普及していきます。

オフィスビル・病院・ホテル・工場など、人々が生活するあらゆる建物の
電気設備・空調設備・換気設備・給排水衛生設備などの工事を通じて、
電気と空気、水の快適な環境はもとより、
安心と安全を提供することが私たちの仕事です。

私たちの仕事は
建物に命を吹き込む
仕事です。

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 佐 藤 尚 文

株式会社
福岡市南区那の川 1-23-35

TEL 092(523)1691　FAX 092(524)3269 

かかりつけ薬剤師は、

まちの“薬と健康”の相談員です

「かかりつけ薬局」
「かかりつけ薬剤師」
についてのご相談は

福岡市東区香椎照葉3－4－5 I.C.メディカルビル1F

～ すべては健康を願う人々のために～

セイコーメディカルブレーン株式会社

TEL：092－674－7100

アイランドシティ薬局

営業時間 9:00～18:30
※木曜   17:30まで
※土・日曜13:00まで
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RACE no. NAME AGE PREFECTURE RACE no. NAME AGE PREFECTURE RACE no. NAME AGE PREFECTURERACE no. NAME AGE PREFECTURE

107 中村 寧花 18 福岡

108 前田 理紗 19 福岡

261 久保本 楓花 20 福岡

262 福原 加珠美 21 福岡

263 井上 菜津子 21 福岡

264 鏡 鈴 21 広島

265 濱畑 月菜 22 福岡

266 長岡 珠希 26 福岡

999 山内 実優 26 佐賀

267 井手口 由佳 27 福岡

268 二宮 麻衣子 29 福岡

269 松田 菜央 29 鹿児島

354 岩下 香奈 31 福岡

355 越海 ニコール 34 大分

356 内藤 恵梨 35 長崎

357 能勢 真梨奈 36 福岡

358 河田 真奈 36 福岡

359 大久保 舞 37 福岡

360 大櫃 菜津子 38 福岡

451 西 亜紀子 41 東京

452 八木 恭子 42 佐賀

453 古賀 理恵 42 佐賀

454 白川 陽子 43 福岡

455 城田 全江 43 福岡

456 下田 しおり 43 福岡

457 小川 暁子 43 広島

458 長谷部 真美 44 東京

459 加耒 千鶴 44 福岡

859 小畑 幸子 45 福岡

860 中村 奈緒子 46 福岡

861 有木 真理 47 沖縄

862 大場 のり子 48 佐賀

863 彦田 純子 49 福岡

864 久野 奈穂子 49 愛知

564 大野 享子 50 沖縄

937 藤田 礼 55 福岡

938 松藤 章子 58 福岡

939 恵良 奈緒美 58 山口

940 寺島 香 59 福岡

631 松下 豊美 60 福岡

632 西岡 美也子 62 福岡

RACE no. NAME AGE PREFECTURE

101 松本 聡太 18 福岡

102 廣本 慎吾 19 広島

103 井上 滉基 19 福岡

104 齊藤 光志 19 福岡

105 佐藤 瑛雄 19 千葉

106 石河 誉章 19 福岡

201 草野 和人 20 広島

202 真下 友寿 20 福岡

203 相良 透羽 20 佐賀

204 藤本 涼 20 福岡

205 馬場 啓匠 20 福岡

206 野田 脩人 21 福岡

207 立花 匠 21 福岡

208 春兼 宗生 21 広島

209 吉村 峻 21 広島

210 石崎 陽来 21 福岡

211 渡守 爽太郎 21 福岡

212 清水 匠パスカル 21 福岡

213 五百蔵 春良 21 福岡

214 小林 正陽 21 福岡

215 山本 修平 22 福岡

216 松田 健伸 22 福岡

217 緒方 幹久 22 福岡

218 安田 大河 22 福岡

219 末吉 秀旭 22 福岡

220 岩尾 健吾 22 福岡

221 佐竹 陸 23 福岡

222 吉原 佑哉 23 福岡

223 北川 暁司 23 福岡

224 藤原 周平 23 長崎

225 山川 雄大 23 東京

226 森田 健志 23 福岡

227 高取 草太 23 福岡

228 東 孝太朗 23 福岡

229 黒尾丸 智拓 24 福岡

230 恵崎 拓真 24 福岡

231 松本 英悟 24 福岡

232 江口 揮房 25 佐賀

233 當麻 涼介 25 大阪

234 久保 塁 25 福岡

235 石河 稔啓 25 福岡

RACE no. NAME AGE PREFECTURE

236 宇野木 涼太 25 長崎

237 前田 龍成 25 熊本

238 合庭 俊二 26 福岡

239 黒尾丸 真季 26 福岡

240 小野 瑛之 26 神奈川

241 阿部 拓希 26 東京

242 前川 大樹 26 福岡

243 深野 雄大 27 福岡

244 向井 尚輝 27 福岡

245 井上 惇之 27 福岡

246 細田 凌矢 27 熊本

247 石河 誠司 27 埼玉

248 内栫 将司 28 熊本

249 徳永 和晃 28 福岡

250 若菜 和彦 28 福岡

251 春本 俊 28 福岡

252 白壁 大輝 28 福岡

253 多田 優輝 29 山口

254 高畑 遥 29 福岡

255 岸川 健太 29 福岡

256 阿部 幹也 29 福岡

257 早崎 悠揮 29 東京

258 加納 侑士 29 福岡

259 齊藤 雄太 29 福岡

260 中山 和哉 29 富山

301 小松 眞也 30 佐賀

302 有吉 龍太郎 30 福岡

303 宮川 裕貴 31 福岡

304 好川 竜太郎 31 京都

305 池 隆礼 31 沖縄

306 千田 恵太 31 福岡

307 田中 啓一郎 32 福岡

308 内原 悠 32 福岡

309 末永 幸洋 33 福岡

310 中崎 泰伸 33 福岡

311 木田 泰寛 33 宮崎

312 西原 和宏 33 福岡

313 宮下 純一 33 東京

314 合原 水月 33 福岡

315 井上 裕馬 33 山口

316 小松 健太 33 佐賀

317 田尾 憲司 34 福岡

318 北野 祐貴 34 福岡

319 古賀 卓也 34 福岡

320 海辺 義一 35 福岡

321 谷口 大樹 35 福岡

322 長田 裕史 35 千葉

323 野坂 直希 35 大阪

324 中原 誠 35 福岡

325 戸田 有紀 35 広島

326 大城 敦哉 35 東京

327 三澤 正太郎 36 福岡

328 浅田 晃輔 36 福岡

329 岩下 裕之 36 福岡

330 西岡 佑輔 36 福岡

331 仁井 啓介 36 福岡

332 岡村 祐 36 福岡

333 植山 一哉 36 福岡

334 景山 敏直 37 神奈川

335 安水 大介 37 東京

336 石松 宏章 37 東京

337 岩下 隼人 37 福岡

338 宮崎 太平 37 東京

339 楠 直人 37 神奈川

340 金子 翔 37 福岡

341 小田 貴文 38 大阪

342 田中 智久 38 福岡

343 庄嵜 正裕 38 福岡

344 今井 正人 38 山口

345 吉竹 陽介 38 佐賀

346 吉田 俊介 38 福岡

347 宮本 大輔 39 福岡

348 押川 博 39 福岡

349 梅田 裕也 39 沖縄

350 松山 将太 39 兵庫

351 鈴木 尊博 39 福岡

352 鬼塚 佳 39 福岡

353 岡崎 啓 39 福岡

401 小村 真孝 40 福岡

402 児島 永 40 福岡

403 坂本 亮 40 福岡

404 廣場 優一 40 福岡

405 鍵山 元輝 40 福岡

406 村山 直充 40 福岡

407 平木 康孝 40 東京

408 脇元 隆次 40 福岡

409 数田 啓二 40 広島

410 中山 周一郎 41 東京

411 松山 奨 41 東京

412 嵜本 晃次 41 兵庫

413 門司 聖 41 福岡

414 河野 雄三 41 東京

415 隅田 一徳 41 大阪

416 西野 貢平 41 石川

417 金子 大助 41 大阪

418 梁木 理史 41 福岡

419 岩本 宇嗣 41 福岡

420 辻 巨樹 42 大阪

421 荒島 康介 42 福岡

422 福岡 武 42 福岡

423 清水 綱之 42 栃木

424 後藤 謙仁 42 岐阜

425 草深 健悠介 42 大阪

426 稲見 晋平 43 福岡

427 永石 裕二 43 佐賀

428 高橋 裕紀 43 東京

429 後藤 周作 43 広島

430 田原 健一 43 福岡

431 柿本 義行 43 愛知

432 岩隈 剛士 43 福岡

433 上地 永次 43 福岡

434 北條 明宏 43 大阪

435 石井 教史 43 福岡

436 永元 幸裕 43 福岡

437 本多 哲郎 43 福岡

438 塚本 泰一 43 佐賀

439 脇屋 博幸 44 東京

440 内藤 裕紀 44 東京

441 結城 隼人 44 福岡

442 小方 壽浩 44 福岡

443 山本 典正 44 和歌山

444 瀧本 康介 44 福岡

445 山崎 文隆 44 東京

446 小林 知樹 44 福岡

447 岡本 和也 44 佐賀

448 納富 貞嘉 44 福岡

449 手嶋 努 44 佐賀

450 田中 大輔 44 福岡

998 佐藤 紘之 44 広島

801 大迫 基弘 45 福岡

802 白川 貴一 45 福岡

803 古田 英俊 45 大分

804 森本 潤 45 東京

805 渡辺 俊一 45 大阪

806 沢田 寿晴 45 北海道

807 横尾 達也 45 福岡

808 山本 博士 45 大阪

809 渡邊 康輝 45 大分

810 原 啓介 45 福岡

811 森 千尋 45 福岡

812 佐藤 勝則 45 福岡

813 辻 賢二 46 福岡

814 市場 裕樹 46 千葉

815 森上 智 46 福岡

816 渡邉 大輔 46 北海道

817 大谷 賢聡 46 大分

818 河口 純一 46 福岡

819 末松 士 46 福岡

820 高橋 英樹 46 福岡

821 首藤 真 47 福岡

822 川越 勝仁 47 鹿児島

823 冨士原 裕 47 福岡

824 吉見 雅博 47 宮崎

825 崎山 庫志 47 福岡

826 木部 匡之 47 福岡

827 木村 哲也 47 広島

828 桑野 真一 47 神奈川

829 岡本 利明 47 福岡

830 七楽 剛 47 大分

831 眞野 薫 47 東京

832 須田 将啓 48 東京

833 唐木 誠 48 福岡

834 許斐 智夫 48 福岡

835 堤 英将 48 福岡
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RACE no. NAME AGE PREFECTURE

836 鈴木 信也 48 愛知

837 米倉 孝一 48 福岡

838 松尾 晋一 48 福岡

839 岩本 涼太郎 48 福岡

840 田中 学 48 福岡

841 冨永 大介 48 佐賀

842 宮田 篤郎 48 佐賀

843 吉松 完 49 山口

844 古畑 圭一朗 49 鹿児島

845 北嶋 禎治 49 福岡

846 富田 靖生 49 宮崎

847 野仲 勝彦 49 大分

848 芹田 章博 49 福岡

849 増田 修 49 福岡

850 永椎 浩樹 49 熊本

851 中原 和浩 49 福岡

852 藤原 昭宏 49 山口

853 怡土 順治 49 福岡

854 堤 健一郎 49 福岡

855 吉松 弘樹 49 山口

856 富田 英明 49 北海道

857 飯野 宗一郎 49 神奈川

858 田中 謙一郎 49 神奈川

501 佐野 友昭 50 福岡

502 山田 康一朗 50 福岡

503 高森 強 50 福岡

504 堀江 貴文 50 東京

505 喜多 秀樹 50 福岡

506 宗 良二 50 福岡

507 古賀 崇司 50 福岡

508 白水 威彦 50 千葉

509 有光 北斗 50 福岡

510 吉武 太志 50 福岡

511 小川 佳宏 50 大阪

512 染谷 尚康 50 埼玉

513 安河内 高利 50 福岡

514 鶴田 主税 50 熊本

515 西村 久徳 50 福岡

516 井手 善彦 50 長崎

517 山本 英永 50 神奈川

518 藤中 宏二 50 東京

RACE no. NAME AGE PREFECTURE

519 福元 哲郎 50 広島

520 福田 滋 50 愛知

521 堀江 明 50 福岡

522 東郷 和彦 51 鹿児島

523 内野 慎太郎 51 福岡

524 桑原 貴洋 51 佐賀

525 真嶋 謙次 51 福岡

526 東岡 芳幸 51 福岡

527 杉山 英輝 51 神奈川

528 阿部 知史 51 沖縄

529 大嶋 豪 52 山口

530 亀井 浩 52 大分

531 伊田 正信 52 福岡

532 三浦 洋司 52 福岡

533 石井 成一郎 52 福岡

534 目野 信太郎 52 福岡

535 松本 直樹 52 佐賀

536 浜田 綱太郎 52 福岡

537 高本 勝博 52 福岡

538 上原 誠司 52 大阪

539 畠中 利弘 52 福岡

540 石山 隆通 52 福岡

541 池田 純也 52 福岡

542 渡邊 修 52 福岡

543 野田 和孝 52 山口

544 長谷川 貢一 52 福岡

545 坂口 雄一郎 53 福岡

546 土田 直樹 53 千葉

547 濱田 和宏 53 山口

548 池田 徳郎 53 宮崎

549 板谷 寛之 53 福岡

550 西村 宣久 53 福岡

551 川内 佳司 53 福岡

552 馬場 正基 53 群馬

553 山崎 良 53 福岡

554 山口 征啓 53 福岡

555 野津 幸治 54 東京

556 江越 啓一郎 54 福岡

557 宮澤 典友 54 東京

558 宮崎 幸宏 54 福岡

559 林 利之 54 長崎

RACE no. NAME AGE PREFECTURE

560 宮川 和秀 54 東京

561 伊藤 康行 54 熊本

562 渡邊 康介 54 愛知

563 谷口 泉 54 福岡

901 上田 潤一 55 福岡

902 西山 伸二 55 宮崎

903 恵崎 浩則 55 福岡

904 北垣 徹 55 兵庫

905 高橋 泰夫 55 岡山

906 溝上 雅人 55 東京

907 竹中 市朗 55 熊本

908 龍頭 正浩 55 福岡

909 愛甲 隆昭 56 鹿児島

910 西出 裕輔 56 福岡

911 古跡 寛 56 山口

912 城田 正俊 57 福岡

913 八次 浩幸 57 佐賀

914 山中 祐次 57 沖縄

915 海老原 豊 57 神奈川

916 尾崎 善一郎 57 佐賀

917 原 伸一 57 山口

918 山川 雅之 58 東京

919 道祖尾 伯史 58 長崎

920 清水 俊郎 58 福岡

921 福岡 剛 58 福岡

922 田中 孝一 58 山口

923 権藤 健市 58 福岡

924 三浦 健一 58 茨城

925 高木 宏嗣 58 福岡

926 橋爪 健太郎 58 福岡

927 小森谷 功 59 神奈川

928 小菅 猛 59 新潟

929 森上 健 59 福岡

930 平田 一雄 59 佐賀

931 千々和 崇 59 福岡

932 田村 一義 59 福岡

933 石河 勲 59 福岡

934 中村 雅和 59 福岡

935 野崎 貞正 59 福岡

936 分領 雅之 59 大阪

601 江田 勝善 60 福岡

RACE no. NAME AGE PREFECTURE

602 木村 昌幹 60 福岡

603 Yamaguchi  Ferdinand 60 東京

604 北川 浩司 60 福岡

605 岩本 正三 60 福岡

606 亀井 克之 60 大阪

607 川崎 英彦 60 福岡

608 西田 真人 60 福岡

609 浦田 誠 61 福岡

610 高木 英久 61 長崎

611 吉本 敦 61 東京

612 瀬戸 茂男 61 大阪

613 小野 弘幸 62 神奈川

614 高橋 徹 63 福岡

615 樋口 明彦 64 福岡

616 梅田 文太 64 福岡

617 菅野 了祐 64 福岡

618 金子 望 65 福岡

619 岡丸 正典 65 広島

620 内田 哲 65 福岡

621 江浦 俊文 65 熊本

622 品野 俊治 66 福岡

623 中野 義太郎 66 静岡

624 今津 文孝 67 宮崎

625 木村 光広 67 広島

626 真鍋 卓見 67 福岡

627 毛利 力 67 山口

628 上田 智 68 福岡

629 小宅 錬 69 秋田

630 平田 清巳 69 福岡

701 山道 和樹 71 福岡

702 田中 啓司 72 福岡

703 白石 直敏 74 福岡

704 濱崎 二丸 76 熊本

888 高木 茂雄 80 大阪

FUKUOKA TRIATHLON 2022  JTU Triathlon Age Group National Championship Series  = standard distance start list =

わたしたちは信じる。
スポーツのチカラを。

トライアスロン大会の開催には、
たくさんの人々の協力が必要です。

道路を封鎖することで地域住民の方々に不便をかけます。
たくさんのボランティアが無報酬で時間とからだを使います。

多くの協賛社が貴重な資金を拠出します。
警察や消防も大会のために膨大な準備を行います。

たった 1日のために、行政が、学校が、企業が、そして地域が、
それぞれに力を割くことになるのです。

いったい何のためにこの大会を開くのか。
わたしたち大会実行委員会は、

準備を含めたこの 6年間何度も自問しました。
確かな答えが今ここにあるわけではありません。

それでも大会を続ける中で、
いろいろな出来事が背中を押してくれました。

沿道で手を振ってくれる地域の方々がそこにいました。
運営スタッフとして参加した障がい者が、
役に立てて良かったと笑顔をくれました。
揃いのユニフォームを着たボランティアが

充実した顔を見せてくれました。
遠路はるばる参加してくれたアスリートが
素晴らしい環境だと握手をくれました。

そうなんだ。
スポーツは人と人をつなぐ。
スポーツは人を集める。

スポーツは地域にチカラを与える。
スポーツは人を笑顔にする。

わたしたちが大会を開くのは
きっとこのスポーツのチカラを信じているからなんだ。

2022 年夏、わたしたちは 3回目の大会を開きます。
まだまだ未熟な大会です。
でも確実に前進をしています。

企業のみなさん、行政や学校関係者のみなさん、
そして何より、地域住民のみなさん、

ぜひスポーツのチカラに、
トライアスロンのチカラに期待してください。
そして応援をよろしくお願いします。

福岡トライアスロン組織委員会




	1FT2022_01-17
	2FT2022_18-31_map&AD
	3FT2022_032-38_list



