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2011年

2月

2月11日（金）	 JTU関東ブロック認定記録会栃木会場	 関東	 栃木県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.54〜5.4km

2月11日（金）	 2010日本学生デュアスロン選手権大会	 学連	 東京都	 03-5469-5402	 www.jutu.org/	 50km

2月13日（日）	 日本デュアスロン選手権・カーフマンジャパン南関東ステージ	 関東	 神奈川県	 042-379-5201	 www.calfman.jp/	 6.8〜39.6km

2月20日（日）	 第4回三好池4時間耐久リレーマラソン	 東海	 愛知県	 0561-32-3200	 miyoshi4h.asutama.com	 −

2月26日（土）	 JTU四国ブロック認定記録会愛媛会場	 四国	 愛媛県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.54〜5.4km

2月27日（日）	 JTU近畿ブロック認定記録会京都会場	 近畿	 京都府	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.54〜5.4km

3月

3月6日（日）	 JTU東海ブロック認定記録会愛知会場	 東海	 愛知県	 052-981-1199	 www.tri-aichi.com	 −

3月6日（日）	 JTU近畿ブロック認定記録会兵庫会場	 近畿	 兵庫県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.54〜5.4km

3月13日（日）	 JTU東北ブロック認定記録会山形会場	 東北	 山形県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.45〜5km

3月13日（日）	 JTU東京ブロック認定記録会東京会場	 東京	 東京都	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.45〜5km

3月13日（日）	 JTU北陸ブロック認定記録会新潟会場	 北陸	 新潟県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.45〜5km

3月13日（日）	 JTU中国ブロック認定記録会鳥取会場	 中国	 鳥取県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.45〜5km

3月27日（日）	 JTU関東ブロック認定記録会埼玉会場	 関東	 埼玉県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.54〜5.4km

3月27日（日）	 カーフマンジャパン　デュアスロンエンデューロ大会	 東海	 岐阜県	 042-379-5201	 www.calfman.jp/	 −

3月31日（日）	 JTU関東ブロック認定記録会千葉会場	 関東	 千葉県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.54〜5.4km

3月調整中	 愛知県トライアスロン協会長距離スイム記録会	 東海	 愛知県	 090-8132-8293	 www.tri-aichi.com	 0.4〜1.5km

4月

4月3日（日）	 JTU九州ブロック認定記録会福岡会場	 九州	 福岡県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.45〜5km

4月10日（日）	 JTU東北ブロック認定記録会福島会場	 東北	 福島県	 −	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 0.45〜5km

2011年度JTU主催・共催・公認・後援・協力&
加盟団体所轄大会
 トライアスロン・デュアスロン・
関連複合競技大会
  （2011年□月□日現在）

	開催日	 大会（認定記録会）
	 ブロック	 開催	 問い合わせ先	

ホームページ
	 競技距離	 	

	 	 	（団体名）	 都道府県	 	（電話番号）	 	 	（最短〜最長）

NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント JTU 主催・共催大会凡例 JTUエイジランキング対象大会
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4月24日（日）	 第27回全日本トライアスロン宮古島大会	 九州・沖縄	 沖縄県	 0980-73-1046	 www.miyako-net.ne.jp/~strong/	 200.195km

5月

5月1日（日）	 カーフマンジャパンチャンピオンシップ	 東海	 岐阜県	 042-379-5201	 www.calfman.jp/	 −

	 第20回遊水地ふれあいトライアスロン大会兼	
5月15日（日）	 第21回群馬県選手権トライアスロン大会兼	 関東	 群馬県	 048-778-5888	 www.gunma-triathlon.com/	 25.75〜51.5km
	 第4回日本学生スプリングトライアスロン選手権大会	

5月15日（日）	
ITUトライアスロン世界選手権シリーズ・

	 関東	 神奈川県	 045-680-0380	 yokohamatriathlon.jp/index.html	 51.5km	 横浜大会

5月15日（日）	 第25回指宿トライアスロン大会スポーツフェスタ	 九州・沖縄	 鹿児島県	 099-250-0912	 ibusuki.npo-katora.net/	 51.5km

5月21日（土）	 第20回新島トライアスロン大会	 東京	 東京都	 03-5456-8504	 www.mspo.jp/island/	 51.5km

5月22日（日）	 チームケンズカップトライアスロンin彩湖道満大会	 関東	 埼玉県	 042-468-3541	 www.teamkens.co.jp/	 25.75km

5月22日（日）	 フレンドリー　デュアスロン大会	 東海	 静岡県	 0538-32-4119	 www.triathlon-sta.jp	 40km

5月22日（日）	 長良川ミドルトライアスロン2011inアクアフィールド	 東海	 岐阜県	 0584-54-7447	 −	 102km

5月28日（土）	 第22回式根島アクアスロン大会	 東京	 東京都	 03-5456-8504	 www.mspo.jp/island/	 5.75〜11.5km

5月29日（日）	 えびす・だいこく100キロマラソン	 中国	 島根県	 0853-62-5700	 www.morinoc.com/ebisu-daikoku/index.htm	 100km

6月

6月5日（日）	 JTU北海道ブロック認定記録会北海道会場	 北海道	 北海道	 www.jtu.or.jp/kyouka/11kirokukai.html	 −

開催日：4月17日（日）　開催場所（ブロック）：沖縄県石垣市（九州・沖縄）
スタート：エリート女子13:05　男子15:45　エイジ・リレー□ :□〜ウェーブスタート
距離：51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
Web：ish igaki j ima-t r iathlon . jp/　TEL（問い合わせ）：0980-82-1212

石垣島ITUトライアスロンワールドカップ／石垣島トライアスロン「Ishigaki Loves You!」／
NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント

2010Result
女子
1	 庭田　清美（アシックス・ザバス）	 2 :07 :21
2 	 リズ・ブラッチフォード（イギリス）	 2 :07 :32
3 	 崎本　智子（日本食研）	 2 :08 :11

男子
1	 バレンティン・メシュケヤコフ（ロシア）	 1 :54 :02
2 	 細田　雄一（グリーンタワー・稲毛インター）	 1 :54 :07
3 	 山本　良介（トヨタ車体）	 1 :54 :19
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6月5日（日）	 彩の国トライアスロン大会	 関東	 埼玉県	 090-7216-3528	 www.stu-triathlon.com	 25.75〜77.25km

6月5日（日）	 関東トライアスロン選手権	 関東	 埼玉県	 090-7216-3528	 www.stu-triathlon.com	 51.5km

6月5日（日）	
木曽三川トライアスロン大会／

	 東海	 岐阜県	
0584-54-7447	 gtukaizu.web.fc2.com/

	 〜51.5km	 木曽三川アクアスロン大会／東海ブロック選手権	 	 	 	（岐阜県トライアスロン連合）	

6月5日（日）	 第22回トライアスロンin上五島	 九州・沖縄	 長崎県	
088-854-5673	 www3.ocn.ne.jp/~triath/index.htm	 56km

	 	 	 	 （山口）

6月12日（日）	 日産カップ神奈川トライアスロン大会	 関東	 神奈川県	 04-2926-1831	 www.ne.jp/asahi/shake/hand/page039.html	 23.4〜51.5km

6月12日（日）	 アクアスロン・スプラッシュ&ダッシュin小野浦	 東海	 愛知県	 090-8132-8293	 homepage3.nifty.com/multisports/onoura-top.htm

6月19日（日）	
第1回U23日本選手権酒田大会／

	 東北	 山形県	 0234-24-2131	 www.osin-triathlon.com/	 51.5km	 第26回みなと酒田トライアスロンおしんレース	

6月19日（日）	 2011幕張チャレンジトライアスロン大会	 関東	 千葉県	 090-7841-5441	 www.keiyo-isc.org/makuhari/	 25.75km

6月11日（土）	 第23回伊豆大島トライアスロン大会	 東京	 東京都	 03-5456-8504	 www.mspo.jp/island/	 25.75〜51.5km

6月19日（日）	 トライアスロンフェティバルinフォレスタヒルズ	 東海	 愛知県	 0564-48-7360	 home1.catvmics.ne.jp/~tri-station/index.html	

6月19日（日）	 グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル	 近畿	 兵庫県	 0794-83-5216	 www.greenpiamiki.com/event/triathlon.html	 15.9〜24.75km

6月19日（日）	 第3回ハワイトライアスロンin湯梨浜	 中国	 鳥取県	 0858-35-5383	 www.yurihama.jp/triathlon/	 14.375〜51.5km

6月19日（日）	 2011五島長崎国際トライアスロン大会	 九州・沖縄	 長崎県	 0959-75-0850	 gototri.com/	 226.2km
	 「第10回五島大会」

開催日：6月5日（日）　開催場所（ブロック）：熊本県天草市（九州・沖縄）
スタート：スプリント男子8:50　女子9:00
	 エリート男子9:20　女子9:40　エイジ・リレー10:10　アクアスロン10:40
距離：スプリント25.75km（スイム0.75km　バイク20km、ラン5km）
	 エリート・エイジ・リレー51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
	 アクアスロン10.75Km（スイム0.75Km、ラン10Km）
Web：www. j t u . o r . j p /amakusa/　TEL（問い合わせ）：0969-32-6783

天草ITUトライアスロンアジアカップ／
天草国際トライアスロン大会（第10回長嶋茂雄杯／九州・沖縄ブロック選手権）／
全日本男子エイジ別トライアスロン選手権／第14回九州・沖縄ブロックトライアスロン選手権2011／
第1回九州・沖縄ブロック高校生トライアスロン選手権／NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント

2010Result
女子
1	 佐藤　優香（トーシンパートナーズ・チームケンズ）	 2 :00 :47

男子
1	 細田　雄一（グリーンタワー・稲毛インター）	 1 :51 :12
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6月25日（土）	 ビギナートライアスロン教室inいわき	 東北	 福島県	 0246-24-0780	 www.triathlon-iwaki.com/top.html

6月26日（日）	 　　　　	 東北	 福島県	 0246-24-0780	 www.triathlon-iwaki.com/top.html	 51.5km

6月26日（日）	 東京・江戸前トライアスロン2011	 東京	 東京都	 0422-49-0551	 www.jtu.or.jp/tokyo-edomae/index.html	 51.5km

6月26日（日）	 第12回虹の松原トライアスロンin唐津	 九州・沖縄	 佐賀県	 090-7462-6031	 www1.bbiq.jp/niji-tri/	 51.5km

6月中旬	 加賀キッズ・トライアスロン2011	 北陸	 石川県	 076-262-2611	 www.kcs-inc.jp	 2.22〜10.81km

7月

7月3日（日）	 2011関東学生トライアスロン選手権那須塩原大会	 学連	 栃木県	 03-5469-5402	 www.jutu.org/	 51.5km

7月3日（日）	 全国チャレンジKIDSトライアスロン大会	 関東	 埼玉県	 090-7216-3528	 www.stu-triathlon.com	 3.32〜9km

	 第22回国営昭和記念公園トライアスロン大会／	
7月3日（日）	 第24回レディストライアスロン選手権	 東京	 東京都	 03-5456-8504	 −	 25.75km
	 国営昭和記念公園大会	

開催日：7 月 3 日（日）　開催場所（ブロック）：宮城県仙台市（東北）
スタート：エリート女子□ :□　男子□ :□　エイジ□ :□
距離：エリート、エイジ51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
	 スプリント25.75km（スイム0.75km、バイク20km、ラン5km）
Web：t r i a t h l on -7 .ma i n . j p　TEL（問い合わせ）：022-388-8431

仙台ベイITUトライアスロンアジアカップ／
第17回みやぎ国際トライアスロン仙台ベイ七ヶ浜大会／
NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント

2010Result
女子
1	 佐藤　優香（トーシンパートナーズ・チームケンズ）	 2 :04 :19

男子
1	 山本　良介（トヨタ車体）	 1 :51 :36

開催日：6 月 26 日（日）　開催場所（ブロック）：愛知県蒲郡市（東海）
スタート：エリート女子□ :□　男子□ :□　エイジ□ :□
距離：51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
Web：homepage3 . n i f t y . c om/mu l t i s po r t s /gamago r i - t op . h tm　TEL（問い合わせ）：090-8132-8293

蒲郡ITUトライアスロンアジアカップ／蒲郡オレンジトライアスロン／
NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント

2010Result
女子
1	 田中　敬子（チームゴーヤー）	 2 :11 :46

男子
1	 山本　良介（トヨタ車体）	 1 :57 :29
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7月3日（日）	 2011野尻湖カップトライアスロン・ジャパンオープン	 東海	 長野県	 026-255-3114	 www.town.shinanomachi.nagano.jp/triathlon	 62.5km

7月3日（日）	 びわこトライアスロン&ちびっこチャレンジin高島	 近畿	 滋賀県	 0740-32-4459	 	 5.1〜29.6km

7月3日（日）	 はつかいち縦断みやじま国際パワー	 中国	 広島県	 0829-20-0021	 www.cci201.or.jp/ta/2011top.html	 77.5km
	 トライアスロン大会2011（ウッドマン2011）

7月3日（日）	 第19回長崎西海トライアスロンin大島	 九州・沖縄	 長崎県	 0959-23-0010	 www.osy.co.jp/triathlon	 3.5〜51.5km

7月3日（日）	 第24回トライアスロンIN徳之島大会	 九州・沖縄	 鹿児島県	 0997-85-5149	 www.sports.yui-amagi.com	 100km

7月9日（土）	 トーシンパートナーズ・チームケンズカップアクアスロン	 関東	 埼玉県	 042-468-3541	 www.teamkens.co.jp/	 1.3〜4.1km
	 in西武園ゆうえんち大会

7月9日（土）	 第17回新島オープンウォータースイミング大会	 東京	 東京都	 03-5456-8504	 www.mspo.jp/island/	 1.5〜4.5km

7月9日（土）	 2011海老江海浜公園Jr.トライアスロン大会	 北陸	 富山県	 050-3588-4425	 tri2toyama.web.fct2.com/index.html	 2.325〜13.375km

7月10日（日）	 第27回長井トライアスロン大会	 東北	 山形県	 0238-84-7052	 www.e-ase.net/triathlon/	 25.5〜51.5km

7月10日（日）	 第2回館山わかしおトライアスロン大会	 関東	 千葉県	 03-5469-5121		 tate-tra.com	 25.75〜51.5km

7月10日（日）	 日野アクアスロン大会	 東京	 東京都	 042-587-5724	 www.hino-tora.com/	

7月10日（日）	 2011海老江海浜公園トライアスロン大会	 北陸	 富山県	 050-3588-4425	 tri2toyama.web.fct2.com/index.html	 25.75〜51.5km

開催日：7 月 10 日（日）　開催場所（ブロック）：大阪府大阪市（近畿）
スタート：エリート女子□ :□　男子□ :□　エイジ□ :□　
距離：51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
Web：www.osaka - t r i a t h l on . com/　TEL（問い合わせ）：090-9097-6353

2011大阪国際トライアスロン舞洲大会／
NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント

2010Result
女子
1	 中西　真知子（大阪府協会）	 2 :04 :19

男子
1	 山本良介（トヨタ車体）	 1 :51 :36



372011 JTU Magazine  Vol.1

7月10日（日）	 倉敷国際トライアスロン大会	 中国	 岡山県	 086-426-3855	 sports@city.kurashiki.okayama.jp	 51.5km

7月10日（日）	 第9回マリンパーク新居浜アクアスロン大会	 四国	 愛媛県	 090-8285-8924	 homepage.mac.com/ocean777/AQUA/index2.html	 0.625〜2.6km
	 ブランブルーカップ

7月10日（日）	 第13回宮崎シーガイアトライアスロン大会2011	 九州・沖縄	 宮崎県	 0983-42-1541	 www.seagaia-tri.tv/	 2.55〜21.34km

7月17日（日）	 第24回秋田トライアスロン芭蕉レ−ス象潟大会	 東北	 秋田県	 0184-43-6608	 www.nikaho-kanko.jp/triathlon/	 51.5km

7月17日（日）	 第14回トライアスロン芭蕉レースジュニア大会	 東北	 秋田県	 0184-43-6608	 www.nikaho-kanko.jp/triathlon/	 0.1m〜10km

7月17日（日）	 第26回温海トライアスロン大会	 東北	 山形県	 0235-43-4411	 nezugaseki.net/tri.html	 51.5km

7月17日（日）	 大井川港トライアスロン大会（静岡県選手権）	 東海	 静岡県	 054-628-8339	 www.triathlon-sta.jp	 51.5km

7月17日（日）	 レイクハマナトライアスロン大会	 東海	 静岡県	 053-594-4581	 www.triathlon-sta.jp	 25.75〜51.5km

7月17日（日）	 第12回アクアスロンくらはし大会	 中国	 広島県	 0823-50-1003	 aquathlon.dokkoisho.com/	 1.1〜20.4km

7月17日（日）	 2011第12回ひわさうみがめトライアスロン	 四国	 徳島県	 0884-77-3617	 www.nmt.ne.jp/~hiwasa/triathlon/	 51.5km

7月23日（土）	 第10回成田キッズ&ジュニアトライアスロン大会・	 関東	 千葉県	 090-7216-3528	 www.ne.jp/asahi/shake/hand	 2.77〜9.2km
	 第7回エクストラアクアスロン大会

7月24日（日）	 八王子アクアスロン大会	 東京	 東京都	 090-8450-6137	 −	 0.3〜3km

7月24日（日）	 第7回七尾湾岸トライアスロン・アクアスロン大会	 北陸	 石川県	 076-262-7613	 www7a.biglobe.ne.jp/^nanao-bay	 51.5km

7月24日（日）	 第18回いごっそう・アクアスロン・EKIDEN大会	 四国	 高知県	 0880-55-3190	 town.kuroshio.lg.jp/event/aquathlon/indexhtml?	11.5km

7月25日（月）	 市川アクアスロン教室	 関東	 千葉県	 −	 www.ichikawa.tv/ita/	 3.8km

7月29日（金）	 第10回町田市ジュニア・インドアトライアスロン大会	 東京	 東京都	 042-724-5655	 machidatri.dyndns.org/	 −

7月31日（日）	 白神杯第26回鰺ヶ沢トライアスロン大会／	 東北	 青森県	 090-5231-7845	 triathlon.ajigasawa.jp	 10.2〜51.5km
	 第8回鰺ヶ沢ジュニアトライアスロン大会

7月31日（日）	 たかはらやまトライアスロンin矢板	 関東	 栃木県	 04-2926-1831	 www.geocities.jp/takaharatriathilon/index	 25.75〜51.5km

7月31日（日）	 東京都トライアスロン渡良瀬大会	 東京	 群馬県	 0422-49-0551	 www.tmtu.or.jp	 51.5km

7月31日（日）	 第27回佐賀トライアスロン大会	 九州・沖縄	 佐賀県	 080-3952-6530	 作成中	 調整中

8月

8月6日（土）	 キッズ&ジュニアスイムランin多伎	 中国	 島根県	 0853-86-2853	 swimruntaki.com/	 0.5〜2km

8月7日（日）	 第5回大雪山忠別湖トライアスロンinひがしかわ	 北海道	 北海道	 −	 −	 −
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8月7日（日）	 第5回大雪山忠別湖トライアスロンinひがしかわ	 北海道	 北海道	 −	 −	 −

8月7日（日）	 日米親善トライアスロン厚木大会	 関東	 神奈川県	 04-2926-1831	 www.ne.jp/asahi/shake/hand/page039.html	 2.05km〜25.5km

8月7日（日）	 沼津千本浜トライアスロン・チームケンズカップ	 東海	 静岡県	 042-468-3541	 www.teamkens.co.jp/	 25.75km
	 トライアスロン駅伝大会

8月7日（日）	 第13回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会／	 東海	 岐阜県	 090-8132-8293	 homepage3.nifty.com/multisports/nagaragawa-top.htm	
	 長良川国際トライアスロン大会

ジュニア選手権A12.875km（375m：10km：2.5km）B25.75km（750m：20km：5km）／エイジ51.5km

8月7日（日）	 ファッションタウン児島倉敷ジュニアトライアスロン大会	 中国	 岡山県	 086-225-8866	 ww35.tiki.ne.jp/~okym-tri/	 1.35〜12.3km

8月7日（日）	 SWIMRUN	in	多伎	 中国	 島根県	 0853-86-2853	 swimruntaki.com/	 11.2〜23.4km

8月14日（日）	 木曽三川ジュニアトライアスロン	 東海	 岐阜県	 090-8132-8293	 homepage3.nifty.com/multisports/kisoJr-top.htm	 −

8月14日（日）	 2011おおさきサマーフェスティバル	 中国	 広島県	 0846-64-3949	 www.kamisupo.com/syokai.html	 0.58〜1.7km
	 カヌートライアスロン

8月21日（日）	 うつくしまトライアスロンinあいづ	 東北	 福島県	 −	 −	 51.5km

8月21日（日）	 第6回手賀沼トライアスロン大会	 関東	 千葉県	 080-5019-8554	 sports.geocites.jp/tegatora_2009	 51.5km

8月21日（日）	 小金井アクアスロン大会	 東京	 東京都	 042−381-6211	 −	 −

8月21日（日）	 2011墨田区アクアスロン大会	 東京	 東京都	 03-3616-6999	 −	 −

8月27日（土）	 火の山からの挑戦状　トライアスロン大会in三宅島	 東京	 東京都	 03-5456-8504	 調整中	 51.5km

8月27日（土）	 第13回ジュニアトライアスロン珠洲大会	 北陸	 石川県	 0768-82-5100	 www1.ocn.ne.jp/~suzu-tri	 10.5km

8月28日（日）	 日本学園アクアスロン大会	 東京	 東京都	 03-3322-6331	 www.nihongakuen.ed.jp/cumpus/club.php?id=18&pos=0	 −

8月28日（日）	 第22回トライアスロン珠洲大会	 北陸	 石川県	 0768-82-5100	 www1.ocn.ne.jp/~suzu-tri	 61.6〜126km

8月28日（日）	 第8回キッズトライアスロン浜寺公園大会	 近畿	 大阪府	 090-9097-6353	 www.osaka-triathlon.com/	 3.55〜12.3km

8月28日（日）	 第22回トライアスロンさぎしま大会	 中国	 広島県	 0848-64-7219	 www.jyaken.ne.jp/~sagisima/triathlon/triathlon.html	 53.5km

8月28日（日）	 2011日本学生トライアスロン選手権観音寺大会	 学連	 香川県	 03-5469-5402	 www.jutu.org/	 51.5km

8月28日（日）	 第21回姫島トライアスロン大会	 九州・沖縄	 大分県	 0978-87-2111	 23.5km

9月

9月4日（日）	 マロニエトライアスロンin井頭公園	 関東	 栃木県	 04-2926-1831	 www.ne.jp/asahi/shake/hand	 5.05〜25.75km

9月4日（日）	 川越アクアスロン・エキデン	 関東	 埼玉県	 090-7216-3528	 www.stu-triathlon.com	 1.05〜5.5km
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9月4日（日）	 第15回千葉市海浜アクアスロン大会	 関東	 千葉県	 090-7841-5441	 www.keiyo-isc.org/aquathlon/	 2.65〜6.5km

9月4日（日）	 第15回日本ロングディスタンストライアスロン	 北陸	 新潟県	 −	 −	 −
	 選手権／佐渡国際トライアスロン大会

9月4日（日）	 2011奈良まほろばアクアスロン大会in橿原運動公園	 近畿	 奈良県	 0744-29-1400	 なし	 5.05〜11.5km

9月10日（土）	 釜石はまゆりちびっこトライアスロン大会	 東北	 岩手県	 0193-22-6153	 www3.ocn.ne.jp/~hamayuri/	 4.9〜6km

9月10日（日）	
昭和記念公園トライアスロン大会チームケンズカップ／

	東京	 東京都	 042-468-3541	 www.teamkens.co.jp/	 25.75km
	 第13回全国高校生トライアスロン大会

9月11日（日）	 釜石はまゆりトライアスロン国際大会	 東北	 岩手県	 0193-22-6153	 www3.ocn.ne.jp/~hamayuri/	 51.5km

9月11日（日）	 神栖市波崎トライアスロン大会	 関東	 茨城県	 −	 −	 51.5km

9月11日（日）	
横浜シーサイドトライアスロン

	 関東	 神奈川県	−	 −	 −
	 in横浜・八景島シーパラダイス

9月11日（日）	
全国小中学生トライアスロ大会

	 東京	 東京都	 −	 −	 −
	 国営昭和記念公園大会

9月11日（日）	 トライアスロン伊良湖大会	 東海	 愛知県	 0531-33-1616	 www.city.tahara.aichi.jp/	 61.1〜84.7km

9月11日（日）	 チャレンジアクアスロンinフォレスタヒルズ	 東海	 愛知県	 0561-32-3200	 aqua-foresta.asutama.com/index.htm	 0.8〜6km

9月11日（日）	 第13回ビギナーズトライアスロンINグリーンピア	 中国	 広島県	 0823-84-2248	 www.cicli-tamatsu.com/	 1.275〜14.4km

9月11日（日）	 第3回宝島トライアスロンin宇久	 九州・沖縄	 長崎県	 0956-38-4536	 sasebota.web.fc2.com/index.html	 51.5km

9月17日（土）	 渋谷区アクアスロン大会	 東京	 東京都	 03-3409-4971	 sibutora.hp.infoseek.co.jp/main.htm	 −

9月18日（日）	 木更津トライアスロン大会〜赤い橋の伝説〜	 関東	 千葉県	 −	 −	 51.5km

9月18日（日）	 大磯ロングビーチ・ファミリートライアスロン大会	 関東	 神奈川県	 04-2926-1831	 www.ne.jp/asahi/shake/hand/page039.html	 0.665〜12.4km
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9月18日（日）	 アイアンマン70.3セントレア常滑ジャパン	 東海	 愛知県	 −	 http://ironman703.jp/	 113km

9月23日（金・祝）	富士っ子トライアスロン大会	 東海	 静岡県	 0545-63-7755	 www.triathlon-sta.jp	 2.225〜6.9km

9月23日（金・祝）	全国小中学生トライアスロ大会国営昭和記念公園大会	 東京	 東京都	 03-5456-8504	 	

9月24日（土）	 サンポート高松トライアスロン	 四国	 香川県	 −	 −	 25.75km

9月25日（日）	 第13回町田市トライアスロン練習大会	 東京	 東京都	 042-724-5655	 machidatri.dyndns.org/	 51.5km

9月25日（日）	 サンライズイワタ　トライアスロン大会	 東海	 静岡県	 0538-32-4119	 www.triathlon-sta.jp	 47〜92km

9月25日（日）	 2011KOMATSU全日本鉄人レース	 北陸	 石川県	 0761-22-1923	 www2.ocn.ne.jp/~tetsujin/index.htm	

9月中旬	 第62回杉並区民体育祭　第13回アクアスロン大会	 東京	 東京都03-3399-3659	 www016.upp.so-net.ne.jp/friend-leopard/	 −

9月下旬	 安芸太田しわいマラソン2011	 中国	 広島県	 0826-22-2126	 www.shiwai-m.com	 88km

開催日：9 月 25 日（日）　開催場所（ブロック）：新潟県村上市（北陸）
スタート：エリート女子□ :□　男子□ :□　エイジ□ :□
距離：51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
Web：www. iwa fune . ne . j p / ~ t r i a t h l on/　TEL（問い合わせ）：0254-53-3399

村上・笹川流れ国際トライアスロン大会／全日本女子エイジ別トライアスロン選手権／
NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント

2010Result
女子
1	 崎本　智子（日本食研）	 2 :04 :11

男子
1	 山本　良介（トヨタ車体）	 1 :50 :26
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10月

10月2日（日）	 川崎港トライアスロンin東扇島	 関東	 神奈川県	 04-2926-1831	 www.ne.jp/asahi/shake/hand/page039.html	2〜51.5km

10月2日（日）	 キッズトライアスロンinモリコロパーク	 東海	 愛知県	 090-8132-8293	 homepage3.nifty.com/multisports/morikoro-top.htm

10月3日（月）	
2011日本学生スプリントトライアスロン選手権兼

	 学連	 群馬県03-5469-5402	 www.jutu.org/	 25.75km
	 トライアスロン・チームタイムトライアル選手権大会

10月9日（日）	 銚子マリーナ国際トライアスロン大会	 関東	 千葉県	 −	 −	 51.5km

10月9日（日）	
チームケンズカップトライアスロンin長良川大会／

	 東海	 岐阜県	 042-468-3541	 www.teamkens.co.jp/	 18〜33.5km	 日本消防トライアスロン大会

10月9日（日）	 2011上浦トライアスロン大会	 九州・沖縄	 大分県	 0972-22-6543	 8km

10月15日（日）	 東京アクアスロン2011	 東京	 東京都	 −	 −	 −

男子
1	 山本　良介（トヨタ車体）	 1 :46 :10
2 	 田山　寛豪（NTT 東日本・NTT 西日本／流通経済大学職員）	1 :46 :32
3 	 細田　雄一（グリーンタワー・稲毛インター）	 1 :47 :11

開催日：1 0 月 16 日（日）　開催場所（ブロック）：東京都港区（東京）
スタート：エリート女子□ :□　男子□ :□
距離：51.5km（スイム1.5km、バイク40km、ラン10km）
Web：www. j t u . o r . j p　TEL（問い合わせ）：03-5469-5401

第17回日本トライアスロン選手権東京港大会／
NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント最終戦

2010Result
女子
1	 崎本　智子（日本食研）	 1 :56 :00
2 	 上田　　藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター）	 1 :56 :17
3 	 足立真梨子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）	1 :56 :29

歴代日本選手権チャンピオン
	 女子	 男子
1995	 小林美智子（チームニコス）	 田村　嘉規（西京味噌）
1996	 小梅川雪絵（三田工業）	 山口　博久（埼玉県連合）
1997	 中西真知子（チームNTT）	 星野　健一（千葉県連合）
1998	 枇杷田深雪（大阪信愛女学院短大）	 星野　健一（千葉県連合）
1999	 小梅川雪絵（チームテイケイ）	 小原　　工（チームテイケイ）
2000	 小梅川雪絵（チームテイケイ）	 斎藤　大輝（アラコ）
2001	 関根　明子（NTT	東日本・NTT	西日本）	 田山　寛豪（流通経済大学）
2002	 中西真知子（NTT	東日本・NTT	西日本）	 福井　英郎（シャクリー・稲毛 ITC）
2003	 庭田　清美（アシックス・ザバス）	 西内　洋行（チームテイケイ）
2004	 関根　明子（NTT	東日本・NTT	西日本）	 田山　寛豪（チームテイケイ）
2005	 庭田　清美（アシックス・ザバス）	 平野　　司（関西大学）
2006	 庭田　清美（アシックス・ザバス）	 田山　寛豪（チームテイケイ）
2007	 上田　　藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター）	 田山　寛豪（チームテイケイ）
2008	 井出　樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）	 田山　寛豪（流通経済大学・チームブレイブ）
2009	 井出　樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）	 田山　寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）
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10月23日（日）	 第18回庄内デュアスロンIN酒田	 東北	 山形県	 0234-24-2131	 www.osin-triathlon.com/duathlon.htm	 5km×2〜30km

10月30日（日）	
チームケンズカップ紅葉チャレンジトライアスロン・

	 関東	 埼玉県	 042-468-3541	 www.teamkens.co.jp/	 16.3〜35.6km	 デュアスロンフェスティバルin北川辺大会

10月中旬	 EKトライアスロン・デュアスロン大会	 東京	 東京都	 090-3088-0912	 www.s-taikai.jp	 −

11月

11月3日（木・祝）	国立市アクアスロン大会	 東京	 東京都	 042-577-0286	 −	 −

11月6日（日）	 バナナカップデュアスロン・ヒロシマ2011	 中国	 広島県	 080-3888-9870	 www.h-ta.com/	 46.9km

11月23日（水）	 2011CTUデュアスロンinフレンドリーパーク下総	 関東	 千葉県	 090-7216-3528	 www.ne.jp/asahi/shake/hand	 5〜26.5km


