
平成28年1月29日現在
ブロック 開催日 大会名称 開催地 種目 競技距離区分 競技距離詳細・年齢制限 参加費（円） 備考（参加実績・表彰等）

5月17日 第19回帯広の森アクアスロン大会 北海道・鹿追町 アクアスロン その他 S1500m-R12.7km 4,000 2015　ロング：1名参加
6月6・7日 第56回札幌市民体育大会トライアスロン大会 北海道・札幌市 トライアスロン その他 S800m－B20.16km-R5km 8,000 二日間に分けて実施

8月2日 第9回大雪山忠別湖トライアスロンin東川 北海道・東川町 トライアスロン スタンダード スタンダード 13,000
7月26日 第19回苫小牧ハスカップトライアスロン大会 北海道・苫小牧市 トライアスロン スタンダード　 スタンダード　 15,000 2015　1名参加
8月9日 第29回ビホロ100㎞デュアスロン大会 北海道・美幌市 デュアスロン その他 ①R10㎞－B980㎞－②R10㎞ 12,000 2015　2名（男女各１）参加

9月13日 小樽築港アクアスロン大会 北海道・小樽市 アクアスロン その他 S1.5km-R10km 5,000 JTU会員500円割引
6月28日 みなと酒田トライアスロンおしんレース 山形県酒田市 トライアスロン・アクアスロン その他 トライアスロンS400mB13.3㎞、R3.4㎞　アクアスロンS200mM→R2㎞ TRI:1.3〜1.4万円　AQU:3〜4,000 2016年は6月12日開催、アクアスロンは6/11開催　JTU登録義務無し
7月5日 第21回みやぎ国際トライアスロン大会仙台ベイ七ガ浜大会 宮城県・七ヶ浜町 トライアスロン スプリント スプリント 15,000 制限時間120分

7月12日 第31回長井トライアスロン大会 山形県・長井市 トライアスロン スタンダード・スプリント スタンダード・スプリント 11,000/7,000
7月19日 第28回秋田トライアスロン芭蕉レース象潟大会 秋田県・にかほ市 トライアスロン スタンダード スタンダード 10,000 2015年1名参加
7月31日 鰺ヶ沢トライアスロン大会 青森県・鰺ヶ沢町 トライアスロン スタンダード S1.5、B40、R10 21,000 2016年は平川アクアスロン大会を7月上旬に予定。参加費1000円
8月2日 釜石はまゆりトライアスロン国際大会 岩手県釜石市 トライアスロン その他 エイジ・リレーの部とも高校生参加可能。S1.5㎞、B10㎞、R10㎞ エイジ：15,000円、リレー：18,000円 2016年大会は無し

8月23日 第17回うつくしまトライアスロンinあいず 福島県・猪苗代湖 トライアスロン スタンダード スタンダード　18歳以上 20,000
11月8日 2015あずまデュアスロン大会in福島 福島県・福島市 デュアスロン その他 ①R 2.5km-B10km-②R2.5㎞ 高校生以上 5,000 JTU登録無し

11月29日 カーフマンジャパン太平洋いわきステージNISSANいわき工場大会 福島県・いわき市 デュアスロン その他 ①5㎞－B30㎞‐②R5km 6,300 高校生割引。JTU登録義務有り
3月8日 2015手賀沼デュアスロン大会 千葉県・柏市 デュアスロン その他 ①R5km-B40k-②R5km　18歳以上 3,500

5月31日 彩の国トライアスロン大会 埼玉県・加須市 トライアスロン スプリント スプリント 3,000 高校生部門で表彰　男１４名
6月6・7日 2015幕張チャレンジ・トライアスロンフェスタ 千葉県・千葉市 トライアスロン スプリント スプリント 12,000
6月12日 日産カップトライアスロン大会 神奈川県・横須賀市 トライアスロン スプリント スプリント U19で実施。男８名？
6月28日 2015館山わかしおトライアスロン大会 千葉県・館山市 トライアスロン スプリント スプリント　16歳以上 16,000 中学・高校別に表彰 高校男１６名、女１名。中学男８名、女３名。
6月28日 トーシンパートナーズケンズカップアクアスロンin西部ゆうえんち大会 埼玉県・所沢市 アクアスロン その他 4,800/5,800 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子7名　女子2名
7月5日 めぐろさんまアクアスロン大会 東京都・目黒区 アクアスロン その他 S300m－R3100m 1,000

7月11日 市川アクアスロン教室 千葉県・市川市 アクアスロン その他 S900,m-R3300m 3,000
7月18日 成田エクストラアクアスロン大会 千葉県・成田市 アクアスロン その他 S500m-R5km 4,000 参加実績：０

7月25・26日 お台場オーシャンスイムクリニック2015 東京都・港区 アクアスロン その他 高校生以上 3,000 参加実績　男子6名　女子1名
8月12日 めぐろジュニアトライアスロン教室 東京都・渋谷区 トライアスロン その他 小中高生の初心者対象 無料 参加実績：０

8月15・16日 お台場オーシャンスイムクリニック2015 東京都・港区 アクアスロン その他 高校生以上 3,000 高校生部門なし、参加　なし
8月16日 第1回東京辰巳アクアスロン大会 東京都・江戸川区 アクアスロン その他 S600m- R5㎞ 小学生以上同一区分、高校生11名参加
8月16日 第17回小金井アクアスロン大会 東京都・小金井市 アクアスロン その他 ①S200mーR2km ②S400m -R3km 2,500 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分一般扱い／出場実績　男8名、女2名　一般で表彰
8月23日 にちがくアクアスロン大会 東京都・世田谷区 アクアスロン その他 S300m-R1500m 1,000
8月23日 第10回手賀沼トライアスロン大会 千葉県・柏／我孫子市 トライアスロン スタンダード スタンダード　18歳以上 10,000
9月6日 第18回千葉市海浜アクアスロン大会 千葉県・千葉市 アクアスロン その他 S600m-R5km 6,500 参加実績：０

9月13日 お台場オーシャンスイムクリニック2015 東京都・港区 アクアスロン その他 高校生以上 3,000 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分一般扱い／出場実績　男5名、女1名　一般で表彰
9月20日 渋谷区民アクアスロン大会 東京都・渋谷区 アクアスロン その他 S300m-R1500m 1,000 参加実績　男子2名　女子1名
9月22日 めぐろジュニアトライアスロン教室 東京都・渋谷区 トライアスロン その他 小中高生の初心者対象 無料 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分一般扱い／出場実績　男5名、女2名　一般で表彰
9月23日 世田谷アクアスロン大会 東京都・世田谷区 アクアスロン その他 S300m-R3.1km 1,000
9月23日 大磯ロングビーチトライアスロン大会 神奈川県・大磯市 トライアスロン その他 S200mーB15㎞－R2.5㎞ 2015年4名参加
10月3日 2015鋸南アクアスロン大会 千葉県・鋸南町 アクアスロン その他 S500m-R3km/ S1.5km-R10km 2,500/5,000 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子2名　女子0名
10月4日 東京アクアスロン2015／第5回港区アクアスロ大会 東京都・港区 アクアスロン その他 ①S1.5km- R2km ②S0.5km -R2km 7,500/5,500 2015年７名参加
10月4日 第11回銚子マリーナトライアスロン大会 千葉県・銚子市 トライアスロン スタンダード スタンダード　 18,000 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子4名　女子2名

10月12日 大田区アクアスロン大会 東京都・大田区 アクアスロン その他 S300m-R1150m 1,000
10月25日 チームケンズ紅葉チャレンジトライアスロン・デュアスロンフェスティバルin北川辺大会 埼玉県・加須市 トライアスロン・デュアスロン その他 表彰あり
10月25日 第6回横浜シーサイドトライアスロン 神奈川県・横浜市 トライアスロン その他 S400m-B20km-R5km
11月23日 2015CTUデュアロンinフレンドリーパーク下総 千葉県・成田市 デュアスロン その他 ①R3㎞－B21㎞－②R3㎞他 3,000/4,000 エントリーフィーに減免措置有／高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子0名　女子0名／土曜日開催の為生徒の参加は期待薄

5月23日 第24回新島トライアスロン大会 東京都・新島村 トライアスロン スタンダード スタンダード 11,000 エントリーフィーに減免措置有／高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子0名　女子1名／土曜日開催の為生徒の参加は期待薄

6月6日 第27回伊豆大島トライアスロン大会 東京都・大島町 トライアスロン スタンダード・スプリント スタンダード・スプリント 9,000 高校生部門で表彰　男子10名
6月28日 2015東京都トライアスロン渡良瀬大会 群馬県・板倉町 トライアスロン スプリント スプリント 8,000 スプリント部門男子6名参加　高校生部門表彰設定なし
7月5日 第26回国営昭和記念公園トライアスロン大会 東京都・立川市 トライアスロン スプリント スプリント 9,000 アクアスロン部門女子2名参加　高校生部門表彰設定なし
7月5日 第28回レディズトライアスロン大会国営昭和記念公園大会 東京都・立川市 トライアスロン スプリント スプリント 9,000 エントリーフィーに減免措置有／高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子0名　女子0名／土曜日開催の為生徒の参加は期待薄

7月11日 第21回新島オープンウオータースイミング大会 東京都・新島村 オープンウォーター その他 4.5㎞　3㎞　1.5㎞ 4,000 エントリーフィーに減免措置有／高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子0名　女子0名／土曜日開催の為生徒の参加は期待薄

神津島アクアスロン大会 東京都・神津島村 アクアスロン その他 A:S1500m- R10km B:S750m -R5km 4,000 エントリーフィーに減免措置有／高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子0名　女子0名／土曜日開催の為生徒の参加は期待薄

9月5日 第1回新島アクアスロン大会 東京都・新島村 アクアスロン その他 Aタイプ:1.5km-R10km　Bタイプ;0.75㎞-5㎞ 9,000 男子５３名、女子２３名
9月12日 第17回全国高校生チャレンジトライアスロン大会 東京都・立川市 トライアスロン スプリント スプリント 8,500 高校生部門表彰あり／参加実績　男子3名
9月27日 第5回東京・江戸前トライアスロン大会2015 東京都・大田区 トライアスロン スプリント スプリント 6,000 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジG扱い）出場実績：男子2名　女子１名
11月3日 第17回国立市アクアスロン大会 東京都・国立市 アクアスロン その他 ①S300 -R3km ②S200m -R2km 1,500
3月29日 カーフマンジャパンチャンピオンシップ 岐阜県・海津市 デュアスロン その他 R5km-B30km-R5km 6,300 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジ扱い）参加実績　男子2名　女子1名
5月24日 第22回フレンドリー・デュアスロン磐田大会 静岡県・磐田市 デュアスロン その他 ①R2km -B13km-②R2km 1,500 参加区分、Mタイプ（中学生～一般）表彰一緒／参加実績あり
5月31日 キッズトライアスロンinモリコロパーク2015 愛知県・長久手町 トライアスロン その他 S300m-B9km-R2.5km 8,000 参加実績　男子1名、女子1名
6月21日 第27回蒲郡オレンジトライアスロン大会 愛知県・蒲郡市 トライアスロン スプリント スプリント　15歳以上 16,000 愛知県高校生選手権 、高校生部門表彰あり／参加実績　男子４名　女子4名
6月28日 第16回アクアスロン・スプラッシュ＆ダッシュin小野浦 愛知県・美浜町 アクアスロン その他 S1000m-R5km/S500m-R３ｋｍ 8,000/9,000 高校生は競技カテゴリー及び表彰区分も一般（エイジ扱い）　参加実績　男子2名　女子1名
6月28日 第22回トライアスロンフェスティバル㏌フォレスタヒルズ 愛知県・豊田市 トライアスロン その他 AタイプS４００m B１.２km R４㎞ BタイプS４００m B７.２km R２km 6,000 中高校生表彰1-3位／参加実績　男子0名　女子2名
7月5日 レイクはまなトライアスロン大会 静岡県・浜松市 トライアスロン スタンダード・スプリント スタンダード・スプリント 15,000/12,000 高校生表彰なし／参加実績　男子1名、女子1名
7月5日 伊勢志摩・里海トライアスロン大会 三重県・志摩市 トライアスロン スタンダード スタンダード　18歳以上 22,000 高校生表彰なし／参加実績　男子２名、女子０名

7月19日 大井川港トライアスロン大会 静岡県・焼津市 トライアスロン スタンダード スタンダード　16歳以上 16,000 高校生表彰なし／参加実績なし
7月26日 第11回木曽三川ジュニアトライアスロン大会 岐阜県・海津市 トライアスロン スプリント S750m、B20km、R5km 13,000/11,000 高校生表彰男女各1-3位／参加実績　男子2名　女子４名
8月2日 第11回チームケンズカップトライアスロン駅伝大会 静岡県・沼津市 トライアスロン その他 駅伝形式 29,000 高校生表彰なし／参加実績　年齢確認出来ず不明
8月2日 第27回沼津千本松トライアスロン大会 静岡県・沼津市 トライアスロン スプリント スプリント 9,500 大学生・高校生表彰一緒／参加実績　年齢確認出来ず不明
8月2日 第17回日本U15 /U19トライアスロン選手権（2015／長良川） 岐阜県・海津市 トライアスロン スプリント スプリント 17,000 U19で実施。参加実績　男子58名　女子27名

8月16日 第4回アクアスロンinラグーナビーチ 愛知県・蒲郡市 アクアスロン その他 S３７５ｍ－R2.5km 7,500 高校生表彰男女各1～3位／参加実績0名
9月13日 第7回チャレンジアクアスロンinフォレスタヒルズ 愛知県・豊田市 アクアスロン その他 S600m-R4㎞ 5,500 2015年度開催休止

その他 Aタイプ:S2km-B70km-R20km（18歳以上） 18,000 18歳以上、参加不可
その他 Bタイプ:S1km-B37km-R10km（16歳以上） 16,000 学生割引あり、年代別1位／参加実績０名

6月27日 のとじま里山里海トライアスロン大会 石川県・七尾市 トライアスロン スタンダード スタンダード 18,000 18歳以上。高校生の参加者なし。
7月5日 野尻湖カップトライアスロン・ジャパンオープン 長野県・信濃町 トライアスロン その他 S1.5km　B45km　R11km 19,000 18歳以上。高校生の参加者なし。

7月19日 いきいき富山トライアスロン大会 富山県・富山市 トライアスロン スタンダード スタンダード 20,000 18歳以上。高校生男子１名参加、完走。
8月23日 珠洲トライアスロン大会 石川県・珠洲市 トライアスロン その他 Ａ：S2.5B102.2R23.3、Ｂ：S1.5B51.1R10.2 A23,500/B20,500 18歳以上。高校生参加不可
9月5日 佐渡国際トライアスロン大会 新潟県・佐渡市 トライアスロン ロング ロング（Ａ：S3.8B190R42.2,B:S2B105R21) A38,000/B32,000 高校生参加不可

9月20日 村上・笹川流れ国際トライアスロン大会 新潟県・村上市 トライアスロン スタンダード スタンダード 18,000 2015年12月31日時点で18歳以上。高校生の出場者なし。
10月18日 東山アクアスロン大会 福井県・福井市 アクアスロン その他 Ａ：S350mR6.2km、Ｂ：S1050mR13.4km 中高生1,800 15歳以上。高校生3名参加
5月24日 ファインキッズトライスロン大会（第5回兵庫県高校選手権） 兵庫県・丹波市 トライアスロン その他 S400m-B20km-R5km　高校生 4,000 男子9名、女子1名参加
6月14日 びわ湖トライアスロンin近江八幡 滋賀県・近江八幡市 トライアスロン その他 S375m-B10km-R2.5km  高校生 3,000
6月28日 グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル2015 兵庫県・三木市 トライアスロン その他 S300m-B9.5km-R3km　15～18歳 7,000
6月28日 第29回グリーンピアスプリントトライアスロン 兵庫県・三木市 トライアスロン その他 S750m-B19km-R5km  高校生 10,000
6月28日 第69回兵庫県民大会トライアスロン競技 兵庫県・三木市 トライアスロン その他
7月5日 第1回京都丹波トライアスロン大会in南丹 京都府・南丹市 トライアスロン スプリント スプリント 12,000

7月12日 大阪トライアスロン舞洲大会 大阪府・此花区 トライアスロン スプリント スプリント 12,000 インドア　プール使用
7月20日 明石・時感動アクアスロン大会 兵庫県・明石市 アクアスロン その他 S500ｍ∸R5㎞高校生以上／S1000m∸R10km　高校生以上 7,000／8,000
9月6日 潮芦屋アクアスロン 兵庫県・芦屋市 アクアスロン その他 S500ｍ∸R5㎞高校生以上／S1000m∸R10km　高校生以上 7,000／8,000
9月6日 太陽が丘アクアスロン 京都府・宇治市 アクアスロン その他 S750m∸R5㎞高校生 4,000 プール使用
9月6日 平成27年吹田市長杯トライアスロン・アクアスロン大会 大阪府・吹田市 トライアスロン・アクアスロン その他 S500m-B10km-2.8kn 1,000

9月20日 LOVE　TRIATHLON　Inグリーンピア三木 兵庫県・三木市 トライアスロン その他 ①R500ｍ－S750m－B20km -②R5km 9,500
10月4日 大阪アクアスロンin泉佐野 大阪府・泉佐野市 トライアスロン・アクアスロン その他 S450m -B10km－R3km/S750m-R5km 6,900/8,900
6月14日 第5回倉敷国際トライアスロン大会 岡山県・倉敷市 トライアスロン スタンダード スタンダード 18,000 2015年大会　高校生参加（2年生）総合2位入賞実績
6月21日 第7回ハワイトライアスロンin湯梨浜大会 鳥取県・湯梨浜市 トライアスロン その他 S375m-B11.5km-R2.5km 4,000

ショート ショート：S750m-B25km-R6ｋｍ 15,000
ミドル ミドル：S2km-B64ｋｍ－R14km 22,000

5月14日 第2回室戸ジオパークトライアスロン大会 高知県・室戸市 トライアスロン スタンダード スタンダード　15歳以上（中学生除く） 20,000 リレー部門に2名参加。
7月5日 第2回いっごそうアクアスロン大会 高知県・黒潮町 アクアスロン その他 S1.5km-R10km 7,000
8月2日 第4回伊予市トライアスロン大会inふたみ 愛知県・伊予市 トライアスロン スタンダード スタンダード 10,000 2015年参加なし／2014年1名参加

11月1日 2015中土佐タッチエコトライアスロン大会 高知県・中土佐市 トライアスロン その他 S1.5ｋｍ－B40.9km-R10km 18,000
その他 チャンピオン①R5.0㎞‐B28㎞－②R5.0㎞　高校生以上・一般 高校生1,500／一般・大学生3,000 2名参加
その他 チャレンジ　①R2.0㎞－B14㎞－②R2.0㎞　中学生以上・一般 高校生1,000／一般・大学生2,000 2名参加

5月16日 第29回指宿トライアスロン大会 鹿児島県・指宿市 トライアスロン その他 Aスタンダード/A　リレー（高校生以上）/B：S400ｍ－B16km-R4.2k　中学生以上 A：18,000／B個人：10,000／B：リレー12,000 B：男子4名／女子1名参加
7月5日 第28回2015トライアスロンIN徳之島大会 鹿児島県・徳之島一円 トライアスロン その他 S1km-B75km-R21km18歳以上【2015年から】 20,000（JTU登録）22,000（未登録） 初心者　8000／2014年1名（16歳）参加

7月12日 第17回宮崎シーガイヤトライアスロン大会2015 宮崎県・宮崎市 トライアスロン スタンダード スタンダード【初心者部門あり】 15,000
9月13日 第1回南島原市アクアスロン大会 長崎県・南島原市 アクアスロン その他 高校生部門

その他 リレー：スタンダードと同じ 2名：17,000／3名：21,000 1名参加
スタンダード スタンダード：S1㎞－R12km （高校生以上） 13,000
ロング ロング：S2㎞－R20㎞（18歳以上） 16,000

沖縄 4月26日 2015豊崎トライアスロンinとみぐすく 沖縄県・豊見城市 トライアスロン スタンダード 19歳以下　スタンダード 20,000
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トライアスロン岡山県・真庭市第2回湯原温泉トライアスロン大会7月26日
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東海

トライアスロン静岡県・磐田市

近畿

第18回デュアスロンinン南さつま3月13日 鹿児島県・南さつま市 デュアスロン

九州

北海道

関東

東京

東北

北信越

10月17日 第4回こしき島アクアスロン大会 鹿児島県・薩摩川内市 アクアスロン
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