
【1】概要 現在

● 大会名称 石垣島トライアスロン大会2022 ・予定、申請中含む

第8回八重山郡トライアスロン大会

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

● 開催日時 2022年4月17日(日)  競技スタート 8:00

● 大会会場 石垣市　南ぬ浜（ぱいぬはま）人工ビーチ他

● 主　　催 石垣島トライアスロン大会2022実行委員会

＜構成団体＞

八重山郡スポーツ協会 八重山トライアスロン協会

八重山郡陸上競技協会 八重山自転車競技連盟 石垣市スポーツ推進委員会

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）

一般社団法人沖縄県トライアスロン連合（ＯＴＵ）

● 共　　催 石垣市

● 主　　管 八重山トライアスロン協会

● 後　　援 竹富町　 与那国町 石垣市教育委員会 沖縄テレビ放送株式会社

（2021実績） 株式会社日刊スポーツ新聞社 株式会社琉球新報社 株式会社八重山毎日新聞社

株式会社八重山日報社 南山舎株式会社 石垣ケーブルテレビ株式会社

一般社団法人八重山ビジターズビューロー

● オフィシャルエアライン

日本航空株式会社（ＪＡＬ） 日本トランスオーシャン航空株式会社（ＪＴＡ）

● 協　　　賛 西日本電信電話株式会社（NTT西日本） 琉球セメント株式会社 南西海運株式会社

（順不同） 株式会社ローソン 大日本明治製糖株式会社 石垣港運株式会社

（2021実績） 味の素株式会社 株式会社ホクガン 丸尾建設株式会社

株式会社セレスポ SHURE 石垣島730COURT

ROKA 株式会社沖縄銀行 株式会社海人工房

オリオンビール株式会社 株式会社サタケ 請福酒造有限会社

株式会社りゅうせき 株式会社琉球銀行 株式会社ユーグレナ

沖縄電力株式会社 株式会社大米建設 下地島空港施設株式会社

● 協　　　力 沖縄県八重山警察署 沖縄マリンレスキューボランティア協会 株式会社ローソントラベル

（順不同） 石垣市消防本部 株式会社石垣島イーグル観光 株式会社日本旅行

（2021実績） 石垣海上保安部 株式会社かびら観光交通 海邦企画株式会社

八重山地区医師会 有限会社カリー観光　石垣営業所 ドルフィンファンタジー石垣

内閣府　石垣港湾事務所 東運輸株式会社 有限会社ぷしぃぬしま

八重山漁業協同組合 八重山観光フェリー株式会社 石垣自転車商会

石垣市自治公民館連絡協議会 石垣島ドリーム観光株式会社 沖縄輪業株式会社

八重山ジェットスポーツ連盟 有限会社安栄観光 オミノウェイズ

八重山ダイビング協会 八重山地区レンタカー連絡協議会 有限会社スポーツアシスト

石垣市商工会 沖縄県ハイヤー・タクシー協会八重山支部 ストライカージャパン株式会社

石垣市婦人連合会 八重山トラック事業協同組合 佐川急便株式会社石垣島営業所

沖縄県立八重山高等学校 株式会社エイチ・アイ・エス 沖縄ヤマト運輸石垣島支店

石垣島アスリートクラブ 株式会社ＪＴB

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 石垣市の皆様

一般社団法人沖縄県建設業協会八重山支部

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）沖縄ブロック協議会

石垣島トライアスロン大会 2022
第8回八重山郡トライアスロン大会

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

【大会概要】
2021/10/5



● 距離/制限時間

スタンダード　51.5km

● 開催部門

● 参加費

● パートナーアスリート認定

● 定員

※定員になり次第締切。ただし、他区分で定員未達の場合、未達分を割り当てる場合あり。

● 参加資格

・競技運営の支障とならない健康な身体を有する方。

・率先して大会規則を順守する方。

・大会のガイドラインを遵守する方

・国内在住者（外国籍の方を含む）

※1：2022年12月31日時点

※2：リレーの部はスイム担当者に適用。

人
リレー 80 組

八重山郡大会 70 人

ふるさと納税 30 人

石垣島大会
エイジ 900 人

1,240

年齢
エイジ リレー

18歳以上 ※1 高校生以上

地域や大会の地域貢献活動を一緒に行ってくれる大会参加アスリート

地域や大会の情報拡散を一緒に行ってくれる大会参加アスリート

公認パートナーアスリート

石垣島大会 ¥28,000

C S partner athlete  

P R partner athle

八重山郡大会※

八重山郡大会 

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対象

個人

¥25,000

○

○

 ラン 10km 4時間45分

 スイム

 バイク

エイジ リレー

○ ○石垣島大会

競技

1.5km

40km

制限時間（累計）

60分

3時間15分

距離

エイジ
リレー

¥42,000

八重山郡大会

スイムタイム※2 1.5kmを60分以内

石垣市、竹富町、与那国町　在住者

2022JTU登録 義務 推奨

※八重山郡大会は、八重山（石垣市/竹富町/与那国町）在住者限定。また、石垣島大会へも同時参加となります。

基本事項



● 表　彰

＊個人総合及び年代別表彰は、八重山郡大会出場者も含んだ順位で表彰します。

＊年代別表彰は、総合での表彰対象者を除いた、各年代上位が対象です。

★八重山郡大会参加選手対象（エントリー時、住所から自動登録）

男子総合

女子総合

あやはし県民大会参加補助

個人成績　字別上位3人の得点

※あやはし県民大会は、石垣島大会の成績に関係なく、どなたでも参加できます。

【2】スケジュール(予定)

月日 内容 場所・備考

競技説明の配信 WEBで動画を公開

試泳(予定) 南ぬ浜町人工ビーチ（スイム会場）

前日受付（レースNO等支給物配布） 石垣市市民会館（予定）

前日（個別Q＆A対応） 石垣市市民会館（予定）

トラジション　オープン

1〜4W 入場 サーモゲート通過、受付、試泳

5〜8W 入場 サーモゲート通過、受付、試泳

スタート

速報　LIVE WEB公開

フィニッシュ

リザルト配信

● 大会事務局 〒907-0024　 石垣市新川280-2 しまりぱスクエア2F

石垣島トライアスロン大会事務局

TEL  0980-87-0085 FAX  0980-87-0588 平日9:00〜17:00

E-mail info@ishigaki-triathlon.jp URL http://ishigaki-triathlon.jp/

30〜34歳男子・女子 35〜39歳男子・女子

40〜44歳男子・女子 45〜49歳男子・女子

50〜54歳男子・女子 55〜59歳男子・女子

60〜64歳男子・女子 65〜69歳男子・女子

70〜74歳男子・女子 75〜79歳男子・女子

80〜84歳男子・女子 85〜89歳男子・女子

エイジ リレー

石垣島

（八重山

含む）

エイジ

総合 男子・女子 1〜3位 1〜6位

年代別

18〜19歳男子・女子

20〜24歳男子・女子

1〜3位

25〜29歳男子・女子

1〜3位

部門 Aタイプ

エイジ

1〜3位

1〜3位

1〜5位

大会 部門

時間

3/末頃〜事前

4/16(土)

大会

8:00

10:30
4/17(日)

5:30

14:00

八重山郡

大会
字別対抗

4/15(金) 調整中


