（第１号議案）

2017 年度（平成 29 年度）ＦＴＵ活動報告
■技術委員会
１．主催・主管・後援大会審判団結成
①５月 28 日 アクアスロンＩＮシーサイドももち 2017
技術代表 長谷川奈央子
審判長
有村雅美
審判員
宮﨑 等、森 誠司、高橋哲雄、黒岩 薫、春口 哲、森 照裕
毛利啓二郎、村田邦彦、木藤康之、出口秀吉、鷲頭 修、豊村忠浩
北栄雅人、島村 健、和田 功、杉原 香、森上 智、内山聡美、金子 緑
萩尾光昭、赤嶺一夫、長岡フクヨ、山口 曜、亟々富美子、春藤裕樹
長 寿美笑、田上梨絵、松本清仁
②７月２日 福岡トライアスロン 2017
技術代表 内藤義之
審判長
松本清和
審判員
野口隆平、河波裕二、山中良晃、長谷川奈央子、有村雅美、宮﨑 等
高橋哲雄、黒岩 薫、高瀬荘一、米村 寧、森 照裕、月田 豊
毛利啓二郎、村田邦彦、出口哲章、木藤康之、出口秀吉、川原利仁
木原晴美、豊村忠浩、村山哲也、北栄雅人、平山 崇、和田 功
杉原 香、内山聡美、金子 緑、萩尾光昭、千々和 隆、赤嶺一夫
藤野善孝、直江浩史、栗島 誠、松本喜代髙、亟々富美子、吉永玲子
植田正敬、春藤裕樹、長 寿美笑、塩谷浩二、石山隆通、松本清仁
藤野信子、岩隈良弘、亀田行康、樋口玲士、香田岳之
池田龍馬、春口 哲、島村 健、藤武友喜、山口 曜、松添卓夫、嶽 昭彦
髙口 誠、木村建支、池田正人
③８月 20 日 紫川アクアスロン大会 2017
技術代表 出口哲章
審判長
萩尾光昭
プール責任者 宇都宮涼太
審判員
松本清和、野口隆平、河波裕二、有村雅美、池田龍馬、黒岩 薫
米村 寧、森 照裕、月田 豊、豊村忠浩、千々和 隆、山田康一朗
長岡フクヨ、松本喜代髙
ＭＣ解説 山中良晃
④12 月 23 日 ＪＴＵ認定記録会 2018 福岡県会場
～チャレンジトライアスロン 2020ＴＯＫＹＯ～
技術代表 野口隆平
審判長
松本清和
審判員
山中良晃、内藤義之、長谷川奈央子、黒岩 薫、有村雅美、木藤康之
平山 崇、直江浩史、春藤裕樹、樋口玲士
⑤２月 25 日 2018 ジュニアデュアスロン練習会＆競技会
技術代表 松本清和
スタッフ 野口隆平、河波裕二、山中良晃、長谷川奈央子、有村雅美、宮﨑 等
黒岩 薫、森 照裕、月田 豊、後藤章夫、出口哲章、木藤康之

２

長谷川 誠、平山 崇、杉原 香、直江浩史、松添卓夫、田上梨絵
樋口玲士
２．九州ブロック関連大会審判員派遣（要請大会）
①熊本地震復興支援第 32 回天草宝島国際トライアスロン大会
審判員
松本清和、河波裕二 内藤義之、長谷川奈央子、有村雅美、木藤康之
川原利仁
②６月 11 日 2017 五島長崎国際トライアスロン大会
審判員
高瀬荘一
③６月 18 日 第 18 回虹の松原トライアスロン in 唐津
審判員
松本清和、内藤義之、長谷川奈央子、有村雅美、宮﨑 等、黒岩 薫
春口 哲、月田 豊、村田邦彦、木原晴美、和田 功、内山聡美
藤武友喜、植田正敬、古賀崇司
技術顧問 野口隆平
ＭＣ解説 山中良晃
④７月 30 日 第 34 回佐賀トライアスロン大会
審判員
宮﨑 等、黒岩 薫、春口 哲、金子 緑
⑤11 月３日～５日 ＩＴＵトライアスロンワールドカップ（2017/宮崎）
審判員
野口隆平、松本清和、河波裕二、長谷川奈央子、有村雅美、宮﨑 等
黒岩 薫、米村 寧、月田 豊、木藤康之、森上 智、千々和 隆
長岡フクヨ、亀田行康
３．研修審判参加
①５月 12 日～５月 14 日 ＩＴＵ世界トライアスロンシリーズ・パラトライアスロン
シリーズ(2017/横浜)
ＴＯ
内藤義之
②６月 24 日～６月 25 日 ＮＴＴ ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ(2017/大坂城)
ＴＯ
河波裕二
③９月 23 日～９月 24 日 ＮＴＴ ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ(2017/村上)
ＴＯ
山中良晃
④10 月 14 日～10 月 15 日 第 23 回日本トライアスロン選手権(2017/東京・台場)
ＴＯ
内藤義之
⑤11 月３日～５日 ＩＴＵトライアスロンワールドカップ(2017/宮崎)
ＳＦＴＯ 内藤義之
４．講習会・研修会出席
○２月４日 九州ブロック協議会主催ＪＴＵ公認審判員第 1 種／第２種更新講習会
兼技術向上研修会出席（於：久留米市 久留米ビジネスプラザ）
受講者
野口隆平、松本清和（講師兼１種更新）山中良晃（講師)、貞谷良一
後藤章夫、村田邦彦、出口哲章、長谷川 誠、出口秀吉（２種更新）
宮﨑 等、木藤康之（１種新規研修)、河波裕二、内藤義之、長谷川
奈央子、有村雅美（1 種研修)、黒岩 薫、春口 哲、月田 豊、平山 崇

３

千々和 隆、栗島 誠、青木信男、長岡フクヨ、藤武友喜（２種研修)
香田岳之（３種研修）(25 名／総数 65 名中）
５．ＪＴＵ第 1 種公認審判員推薦
○２月 1 日 ＦＴＵ理事会承認
推薦者
宮﨑 等、木藤康之
６．ＪＴＵ第３種公認審判員認定講習会開催
〇６月３日
福岡市博多区博多駅前 福岡商工会議所
受講者
香田岳之、樋口玲士、岩隈良弘、池田正人、西出裕輔、中尾浩史
池田照美、田平博之、小川勝己、和栗百恵、景山敏直、島上健太郎
小林達也、恩地祥彦、上田 剛、太田恭央、城戸 純、中嶋 諭
大蔵克裕、亀田行康（20 名）
７．ＪＴＵ第２種／第３種公認審判員認定講習会開催
〇３月３日 福岡市博多区博多駅前 福岡商工会議所
第２種受講者
古賀 崇司、長 寿美笑、春藤裕樹、田上梨絵、亀田行康（５名）
第３種受講者
見月和哉、白川貴一、金髙和美、貴島順治、平山 魁、髙田芳晴
（６名）
８．審判研修会開催（第２種認定講習会に併催）
○３月３日 福岡市博多区博多駅前 福岡商工会議所
参加者
月田 豊、長谷川 誠、川原利仁、杉原 香、萩尾光昭、赤嶺一夫
松添卓夫（７名）

■強化・普及委員会
◎総 括
目標としていた日本Ｕ15・Ｕ19 トライアスロン選手権上位入賞にはまったく手が届かず、
他の地域の上位選手たちとの大きな差を感じた。これはエリート部門でも同様である。
スイムとランの優れた選手を発掘してもその受け皿がなく、拠点とする練習環境が必要なの
を強く感じた。
◎大会成績
１．４月 30 日（日）ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ（2017/スービックベイ）
女子 武友綾巳 12 位
２．６月 11 日（日）九州ブロック選手権（第 32 回天草宝島国際トライアスロン大会に併催）
女子 蒔田亜伽音(学連) 優勝、蒔田百合音(学連) ２位、 海江田ちづる ５位
石崎理沙 ７位
男子 井辺弘貴(学連) 優勝、黒尾丸真季(学連）２位、黒尾丸智拓(学連) ４位
引地勇二 ５位、藤田海人 ６位、武友 寛 ７位、古橋 翼(学連）15 位
鶴崎和広(学連）19 位、目原宏輝 20 位、野口雄一 21 位
※この大会にて井辺弘貴選手、黒尾丸真季選手、蒔田亜伽音選手は 2017 年日本選手権東
京港大会九州ブロック代表権を獲得。
武友綾巳選手はジャパンカップランキングで 2017 年日本選手権東京港大会出場権獲得。
３．６月 18 日（日）ＮＴＴ ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ（2017/蒲郡）
男子 黒尾丸智拓(学連)（セミファイナル敗退）

４

４．６月 25 日（日）ＮＴＴ ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ（2017/大阪城）
女子 蒔田亜伽音(学連) 29 位
男子 藤田海人 69 位
５．７月８日（土）ＮＴＴ ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ（2017/高松）
女子 蒔田亜伽音(学連) 27 位
男子 立花 匠 ＤＮＦ
６．８月 27 日(日) ＩＴＵ世界ロングディスタンストライアスロン選手権
男子 高濱邦晃 14 位
７．９月３日（日）第 21 回日本ロングディスタンストライアスロン選手権（2017/佐渡）
女子 田中敬子 優勝
男子 高濱邦晃 ２位
８．９月 24 日（日）ＮＴＴ ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ（2017/村上）
女子 武友綾巳 11 位
９．10 月 15 日（日）第 23 回日本トライアスロン選手権（2017/東京・台場）
女子 武友綾巳 28 位、蒔田亜伽音(学連) ＤＮＦ
男子 井辺弘貴(学連) 21 位、黒尾丸真季(学連) ＤＮＦ
10．10 月 21 日（土）ＡＳＴＣトライアスロンアジアカップ（2017/香港）
女子 武友綾巳 21 位
◆ジャパンカップランキング
女子 武友綾巳 27 位、蒔田亜伽音(学連) 44 位、
◆ＪＴＵトライアスロン・エイジグループ・ポイントランキング
女子 70～74 歳の部 北岡香代子 ４位
◎ジュニア・Ｕ２３選手成績
１．４月 23 日（日）アジア選手権Ｕ２３・ジュニアエリート日本代表選考会（2017/宮崎）
男子 黒尾丸智拓(学連) 33 位、藤田海人 43 位、相良友哉 44 位、引地勇二 46 位
２．７月２日（日）第 7 回日本Ｕ２３トライアスロン選手権（2017/仙台）
男子 黒尾丸真季(学連) ＤＮＦ
３．７月２日（日）第 19 回日本Ｕ１９トライアスロン選手権（2017/仙台）
男子 藤田海人 28 位、相良友哉 29 位、引地勇二 30 位、黒尾丸智拓(学連) 39 位
立花 匠 45 位
４．７月 30 日（日）第 19 回日本Ｕ１５ジュニアトライアスロン選手権（2017/長良川）
女子 佐川七海 26 位
男子 山中翔陽 15 位、杉尾英則 30 位、菊池健太 53 位、竹島 凛 58 位
５．2017 年度ＦＴＵジュニア強化選手成績
藤野 栞
アクアスロン IN シーサイドももち 小３女子 ２位
吉津圭悟
アクアスロン IN シーサイドももち 小４男子 優勝
山中日花里 アクアスロン IN シーサイドももち 小５女子 優勝

５

生野凱翔
山中翔陽

アクアスロン IN シーサイドももち 小５男子 ２位
アクアスロン IN シーサイドももち 中３男子 ４位

◎練習会報告
１．５月５日（金） ドラフティング講習会
２．５月 14 日（日） レースの想定と事故を防ぐための海でのスイム練習
３．７月 23 日（日） 競技力強化事業の練習会（スイム・デュアスロン練習）
４．９月３日（日） 競技力強化事業（スイム・デュアスロン練習）
５．11 月 12 日（日） 競技力強化事業（スイム・ラン練習）
６．12 月 29 日（金）競技力強化事業（シドニー・アテネオリンピック代表、関根明子氏を招い
ての講習会）
７．２月 11 日（日） 競技力強化事業（スイム・ラン練習）
◎ＪＴＵ認定記録会 2018（スイム＆ラン）九州ブロック福岡会場（12 月 23 日）
参加者 111 名
吉津圭悟、山中日花里、吉﨑美桜がＦＴＵジュニア強化選手記録を突破
◎公認指導者資格取得
１．ＪＴＵ公認中級指導者
和田 功（２月 10 日～２月 12 日、熊本会場）
２．ＪＴＵ公認初級指導者
吉田裕仁（２月 10 日～２月 11 日、熊本会場）

■広報委員会
１．ホームページの更新
①各クラブからの掲載要請事項
②ＦＴＵ主催、後援大会の開催案内及びリザルト掲載

■企画委員会
１．各種大会開催および実施協力
〇『アクアスロンＩＮシーサイドももち 2017』の開催（５月 28 日）

■会員増加委員会
１．福岡トライアスロン 2017 に向けてのバイク講習会開催
〇５月３日（水）10：30～12：30 於：宗像ユリックスプレイ広場 参加者２名
〇５月 20 日（土）10：30～12：30 於：宗像ユリックスプレイ広場 参加者１名

■福岡市トライアスロン連合（ＦＣＴＵ）
１．第 31 回福岡市市民総合スポーツ大会
①アクアスロンＩＮシーサイドももち 2017（主管）
５月 28 日（日)、シーサイドももち海浜公園
②市民総合スポーツ大会開会式
10 月９日（月・体育の日)、福岡市平和台競技場

６

２．大 会
①福岡トライアスロンフェスタ 2017（主管）（台風のため中止）
⑴ 第 28 回ジャパントライアスロンＥＫＩＤＥＮイン福岡
2017 スーパースプリント九州選手権大会
９月 17 日（日)、国営海の中道海浜公園
⑵ 第 19 回スーパーキッズトライアスロン選手権大会
９月 18 日（月)、国営海の中道海浜公園
②2018 ジュニアデュアスロン練習会＆競技会（ＦＴＵと共催）
２月 25 日（日)、国営海の中道海浜公園
３．競技力向上対策事業
○2017 年度福岡市トライアスロン連合強化練習会（スイム・ラン）
５月 27 日（土)、シーサイドももち海浜公園

■北九州市トライアスロン連合
１．大会主管
○紫川アクアスロン大会 2017
８月 20 日（日)、勝山公園特設コース

■活動助成金対象者
１．選手活動助成金（強化普及委員会）
武友綾巳、藤田海人、山中翔陽
２．ＩＴＵレベル１取得者のＩＴＵ大会出務交通費補助（技術委員会）
内藤義之、山中良晃
３．ＩＴＵトライアスロンワールドカップ(2017/宮崎)派遣審判員交通費補助
計 14 人
（技術委員会）

７

