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大会概要／スケジュール

大会概要 大会公式スケジュール

2007村上・笹川流れ国際トライアスロン大会
NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント

9月29日(土)大会前日＜クリエート村上にて＞開催大会

国際部門・リレー部門
◆15:00～17:00 【選手受付】
◆17:00～17:30 【大会説明会】

エリート部門
◆15:00～17:00 【選手受付】
◆17:00～17:30 競技説明会
◆17:00～17:30 【メディア説明会】
◆17:30～18:00 【記者発表会】
・エリート部門選手のプレス発表会

2007年9月30日(日)開催期日

村上市／社団法人日本トライアスロン連合／日刊スポーツ新聞社主催

村上国際トライアスロン大会実行委員会主管

後援 新潟県／岩船地域広域事務組合／山北町／朝日村／神林村
／荒川町／関川村／粟島浦村／村上市教育委員会／
山北町教育委員会 (順不同)

9月30日(日) 大会当日＜瀬波温泉海岸スイム会場にて＞

◆07:30～09:00 スイム受付
◆09:15～開会式

・エリート部門男子 スイムスタート
・エリート部門女子 スイムスタート
・国際部門第1グループ スイムスタート
・国際部門第2グループ スイムスタート
・国際部門第3グループ スイムスタート

ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日本／アリーナ／大塚製薬協賛

JA岩船米生産対策協議会地元特別協賛

9月30日(日) 大会当日＜村上市役所前広場にて＞競技距離 51.5km
Swim:1.5km／Bike:40.0km／Run:10km
スイムコース：瀬波温泉海岸(2周回)
バイクコース：山北町桑川折り返し特設コース
ランコース ：村上市街地(1/2周回)

◆全競技終了
◆表彰式/選手・市民・ボランティアの交流パーティ/閉会式

・表彰
【エリート部門】
総合男女別1位～3位
【 国際部門】
総合男子1位～3位、女子1位～3位、年代別男女1位～3位
【リレー部門】
総合1位～3位

15:00 全日程終了

実行委員会 村上国際トライアスロン大会実行委員会
〒958-0837新潟県村上市三之町13-25 村上市体育館内
TEL.0254(53)3399 FAX.0254(53)3389
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コースマップ

Swim 1.5km
瀬波温泉海岸2周回

Bike 40km
山北町桑川折り返し特設コース

Run 10km
村上市街地1/2周回
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大会リリース①

村上大会
事前リリース

村上大会
出場募集案内

http://www.jtu.or.jp/news/2007/070911-3.htmlhttp://www.jtu.or.jp/news/2007/pdf/07MurakamiPreRelease1.pdf
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大会リリース② 大会直前情報 ＪＴＵ公式リリース
2007年9月29日発信

クリエート村上で行われた記者会見。
左端は宮本光宏JTU事業広報副委員長

左から、石井女子委員会副委員長、高橋侑子(東京ヴェルディ)、蔵本葵(東京ヴェルディ)、
佐藤村上市長、平野司(NTT東日本･NTT西日本)、高濱邦晃(福岡県連合)、鈴木国体委員長

村上大会は、昨年に続いて2度目。いい印
象をもっている。笹川流れの折り返しは、
自分の親類が住んでいるので覆えんが多
いと思う。今年でジュニアを卒業して来
年からU-23に上がるので、この51.5kmで
粘りを見せて、ぜひ明日のレースは優勝
したい。

まだ16歳であり、ジュニアのカテゴリー
でこれまでスプリントディスタンスだけ
で戦ってきた。このレースが、はじめて
の51.5kmの大会となる。私はより長い距
離のほうが得意なので、明日は優勝をね
らって頑張りたい。はじめてだからと
いって恐れずに、全力で戦いたい。

アテネオリンピック代表を逃して、北京
が目標だったが、昨年は調子をおとして
不本意な1年だった。今年は、夏から身体
をつくりなおした。残された道は、日本
選手権に優勝し、来年のアジア選手権で
優勝して代表の座を得ることだ。厳しい
チャレンジだが、やりとげたい。

昨年のチームから所属も変わって、自分
の故郷に戻った。環境も変わり、心機一
転ということで練習してきた。自分に
とって再出発の大会がこの村上大会とな
る。その意味で思い出深い大会となるだ
ろうし、そうするためには、よりいい結
果を残したい。

蔵本 葵(東京ヴェルディ)

高橋 侑子(東京ヴェルディ)

平野 司(NTT東日本･NTT西日本)

高濱邦晃(福岡県連合)

若手の精鋭中心に、男女４４名が出場
9月29日(土)、新潟県村上市クリエート村上で、翌日

開催の2007NTTトライアスロンジャパンカップ第9戦／村
上・笹川流れ国際トライアスロン大会の記者会見が行わ
れた。

出席したのは、エリート女子が蔵本葵(東京ヴェル
ディ)、高橋侑子(東京ヴェルディ)、エリート男子が平
野司(NTT東日本・NTT西日本)、高濱邦晃(福岡県連合)。
また、リレー部門で泉田裕彦新潟県知事、数藤崇元NTT
新潟支店長とチームを組む、佐藤度村上市長。さらに、
今回の全日本女子エイジグループ選手権を代表して石井
なおみJTU女子委員会副委員長、2009年の新潟国体でト
ライアスロンが公開競技となったこともあり、鈴木貴里
代JTU国体委員長が出席した。まず佐藤村上市長から、
｢今回、新潟にゆかりの両氏とチームを組む。2009年の
国体の公開競技となったこともあり、頑張りたい｣と話
された。その後、エリート選手からレースへの抱負が語
られ、どの選手優勝を目指してレースすることが話され
た。そして、石井副委員長からは、｢奄美レディースト
ライアスロン以来の女子エイジグループ選手権となった。
これを機会に、女子のエイジグループ選手権も継続した
い｣と、語られた。さらに、鈴木JTU国体委員長からは、
｢2009年の新潟国体で公開競技として採用され、正式競
技への採用まであと一歩となった。そのトライアスロン
を村上市で開催できることは大変うれしいことであり、
これを基盤に早期の正式競技採用を働きかけたい｣と、
コメントがあった。

明日9月30日(日)は、エリート男子が午前9時30分、女
子が午前9時35分にスタートし、計44名の精鋭によって
競われる。国際の部(リレーを含む)は午前9時50分のス
タート。秋の城下町村上市と名勝笹川流れを含む雄大な
コースで、日本選手権へ向けて、最後の戦いが始まる。
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会場風景①

大会本部
(村上市体育館)

スイム会場
(瀬波温泉海岸)

スタートエリア
(瀬波温泉海岸)

スイム会場本部
(瀬波温泉海岸)
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会場風景②

トランジション
エリア

フィニッシュゲート
(村上市街地)

表彰式会場
(市役所前)

トキめき国体
マスコット

「トッキッキ」
(右：きっぴー、左：とっぴー)
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会場風景③

アドバナー
ＮＴＴ東日本

アドバナー
ＮＴＴ西日本

アドバナー
大塚製薬 Ａｍｉｎｏ-Ｖａｌｕｅ

アドバナー
大塚製薬 ＳＯＹＪＯＹ
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会場風景④

アドバナー
デサントアリーナ

のぼり
ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本

ジャパンカップ

シリーズ旗
のぼり
２００９トキめき新潟国体



２００７村上・笹川流れ国際トライアスロン大会
ＮＴＴトライアスロンジャパンカップ第９戦

大会模様

P.9
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大会模様①
2007年9月29日 大会前日

競技説明会① 競技説明会②

9月29日(土)
17:00～17:30
クリエート村上

9月29日(土)
17:00～17:30
クリエート村上

記者発表会① 記者発表会②

9月29日(土)
17:30～18:00
クリエート村上

9月29日(土)
17:30～18:00
クリエート村上
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大会模様② ２００７年９月３０日 大会当日
スタート前風景

９時１５分 開会式(場所：瀬波温泉海岸スイム会場)
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大会模様③ ２００７年９月３０日 大会当日
男子スタート

男子スイムスタート
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大会模様④ ２００７年９月３０日 大会当日
女子スイムスタート

女子スイムスタート
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大会模様⑤ ２００７年９月３０日 大会当日
競技風景(スイム)
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大会模様⑥ ２００７年９月３０日 大会当日
競技風景(バイク)
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大会模様⑦ ２００７年９月３０日 大会当日
競技風景(バイク)
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大会模様⑧ ２００７年９月３０日 大会当日
競技風景(ラン)
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大会模様⑨ ２００７年９月３０日 大会当日
競技風景(ラン～フィニッシュ)

男子優勝：犬童太一(東京ヴェルディ) 女子優勝：沢田愛里(JR北海道)
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大会模様⑩ ２００７年９月３０日 大会当日
表彰式
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リリース③ 結果速報 村上・笹川流れ国際トライアスロン大会
ＪＴＵ公式リリース

スイムでなるべくい
い位置で上がるのが
課題だった。バイク
では第2集団にいた
が、第1集団との差
を少しでも詰めるよ
うに走った。ランで
は、前に誰かいるか
もしれないと思って、
トップを追うつもり
で走ったのがよかっ
た。初優勝はうれし
い。次は日本選手権
に出場する。

女子優勝
沢田 愛里 (ＪＲ北海道)

女子のバイク第1集団。左から名村、高橋、大河内、蔵本、西

女子は沢田愛里、男子は犬童太一が優勝 エリート優勝選手はともにジャ
ループで9名

パンカップ初。エイジグ
が優勝

9月30日(日)、新潟県村上市の瀬波温泉と笹川流れをめぐる特設コースで、

2007NTTトライアスロンジャパンカップ第9戦・2007村上・笹川流れ国際トライアスロ

ン大会が開催された。

水温は24度でウエットスーツは着用禁止となった。午前9時30分スタートの男子は、

平野司(NTT東日本・NTT西日本)が最初から逃げて、後続に34秒の差を付けてバイ

クへと移った。平野の後は、井上一輝(東京都連合)、外山高広(東京都連合)、高濱邦

晃(福岡県連合)らが続いた。

バイクでは、序盤は平野が独走したが、すぐにつかまり、6名の第1集団が形成され

た。しかしバイク終盤、第2集団と第3集団も追いつき、16名のトップ集団となって瀬波

温泉のトランジションに戻ってきた。ランでは、平松幸紘(愛媛県協会)とバイク第3集団

から上がってきた犬童の競り合いとなった。サイド・バイ・サイドが続くなか、残り1km
あまりの地点で犬童が満を持したスパートを成功させ、1時間53分ちょうどでジャパン

カップ初優勝を飾った。2位は平松、3位は平野。レース後犬童は、「ここ数年、村上で

は登り調子の好成績を残してきた。平野選手に勝って優勝できて嬉しい」と語った。

午前9時35分にスタートした女子は、スイムで蔵本葵(東京ヴェルディ)がリード。3秒
後ろを西麻衣子(埼玉県連合)、その3秒後ろを名村梓(明治大学)が僅差で追う。

バイクでは、上記3名に高橋侑子(東京ヴェルディ)と大河内智未(神奈川県連合)を
加えた5名が第1集団をつくった。バイク終盤には、山本奈央(愛知県立西尾高校)、平
出美雨(チームゴーヤー)、沢田愛里(JR北海道)、八代純子(SUNNY FISH)も追いつ

き、9名がトップ集団でランへと進んだ。

ランでは、沢田が快調に飛ばし、後続に1分54秒の差をつけて2時間7分25秒のタイ

ムで、犬童と同じくジャパンカップ初優勝となった。2位は山本、3位は西が入った。沢

田は、「トップで走っていることが最後まで分からなかった」と前を追った結果の勝利を

表現した。同時に行われた女子エイジグループ選手権は、15-19歳・金森三早希(宮
城県協会)、20-24歳・保坂恵理(埼玉県連合)、25-29歳・肥田野順子(新潟県連合)、
30-34歳・平松智子(愛知県協会)、35-39歳・菅沢佐智子(東京都連合)、40-44歳・小

田智子(東京都連合)、45-49歳伊藤ゆかり(秋田県協会)、50-54歳・佐藤みよ子(新潟

県連合)、55-59歳・宗田惠世子(東京都連合)が優勝した。

バイクでは第3集団
だったが、前を追っ
て、最後は第1集団
に合流した。ランに
出たとき、平松選手
や高濱選手との勝負
になると思った。平
松選手と競っていた
が、最後1kmあまり
のところで目一杯ス
パートして引き離し
た。憧れだった平野
選手に勝ててうれし
い。

男子優勝
犬童 太一 (東京ヴェルディ)

犬童（右）と平松幸紘の
ランでの競り合い
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大会公式記録

女子

多美代

智未

侑子

紀子

直美

恭恵

翔子

純子

早紀

美雨

梓

葵

麻衣子

奈央

愛里 10:36:0671:31:1951:08:52100:22:272:07:2527ＪＲ北海道沢田91
0:01:5420:38:0541:31:1441:08:4970:22:252:09:1916愛知県立西尾高校山本52
0:02:0940:39:2021:30:1431:08:4320:21:312:09:3422埼玉県連合西153
0:02:3660:39:5311:30:0811:08:4010:21:282:10:0119東京ヴェルディ蔵本14
0:02:5670:40:0431:30:1721:08:4340:21:342:10:2122学連／明治大学名村75
0:03:4350:39:5261:31:1671:09:1060:22:062:11:0819チームゴーヤー平出46
0:05:0430:38:1791:34:1291:11:20110:22:522:12:2926チームイテイケイ久保田87
0:05:5480:41:5581:31:2461:08:5880:22:262:13:1926SUNNY FISH八代108
0:06:41100:42:5251:31:1481:09:4130:21:332:14:0616東京ヴェルディ古川69
0:16:52120:44:20101:39:57101:13:27120:26:302:24:1721学連／千葉大学中原1110
0:18:28110:43:47111:42:06111:19:3990:22:272:25:5320学連／東京女子体育大学中山1411
0:21:0090:42:07121:46:18121:24:1750:22:012:28:2529兵庫県協会高野1312

－－－－1:31:31－1:09:59－0:21:32－16東京ヴェルディ高橋2DNF

－－－－1:30:24－1:09:00－0:21:24－25神奈川県連合大河内12DNF

－－－－－－－－0:22:24－17福島県立会津学鳳高等学校菅原3DNF

スイムラップ Ｓ順 バイクラップ Ｂ順 スプリット 通過 ランラップ Ｒ順 DIFF総合記録年齢氏名№順位 所属
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大会公式記録

男子

－－－－－－－－－－22神奈川県連合友行小野12DNS
0:26:05280:45:34261:33:31271:08:38260:24:532:19:0524大阪府協会遼一東野2828
0:20:59210:37:55281:36:04281:09:10280:26:542:13:5927神奈川県連合秀明中島2727
0:20:43250:40:05271:33:38261:07:44270:25:542:13:4330茨城県協会耕達経澤2026
0:18:21270:40:07251:31:14251:07:35220:23:392:11:2139東京都連合奥士奥山1825
0:15:07190:36:55241:31:12241:06:26250:24:462:08:0721学連／東北大学敦史小室1624
0:14:31260:40:05171:27:26211:04:48180:22:382:07:3134神奈川県連合功顕伊藤1423
0:13:54240:39:04181:27:50171:04:09240:23:412:06:5432栃木県協会毅田村2122
0:13:11230:38:20211:27:51181:04:10230:23:412:06:1134千葉県連合達也森田2221
0:13:00220:38:09201:27:51191:04:13210:23:382:06:0045埼玉県連合淳大谷1720
0:11:24180:36:32221:27:52221:05:10190:22:422:04:2425石川県協会洋輔木下1919
0:10:12110:35:22191:27:50231:06:14170:21:362:03:1222学連／日本大学祐輝梅田2918
0:09:2580:34:32231:27:53201:04:16200:23:372:02:2525愛知県協会寿伊藤2317
0:04:46200:37:1091:20:3690:59:3890:20:581:57:4624千葉県連合賢治馬立1016

隆史

雄紀

健

鉄平

昌宏

幸平

高広

一輝

雄太郎

弘道

寛次

邦晃

司

幸紘

太一 －10:32:3221:20:2810:59:00110:21:281:53:0024東京ヴェルディ犬童81
0:00:0720:32:4011:20:2770:59:29100:20:581:53:0723愛媛県協会平松92
0:00:4330:33:1331:20:30161:00:3610:19:541:53:4324NTT東日本･NTT西日本平野13
0:01:0440:33:24131:20:40151:00:0640:20:341:54:0428福岡県連合高濱34
0:01:2350:33:5341:20:3080:59:3670:20:541:54:2327チームゴーヤー桑原55
0:01:3860:34:0381:20:3530:59:02150:21:331:54:3827モロホシ・BODY TUNE･SUNNY FISH平松46
0:02:0670:34:28111:20:38131:00:0350:20:351:55:0626埼玉県連合原田67
0:02:1890:34:4751:20:31141:00:0320:20:281:55:1824東京都連合井上78
0:03:06120:35:3361:20:33111:00:0330:20:301:56:0623東京都連合外山29
0:03:09100:35:19161:20:5060:59:19120:21:311:56:0922学連／大阪教育大学下村2410
0:03:13130:35:37101:20:3640:59:04140:21:321:56:1325東京都連合西崎1311
0:03:25140:35:46121:20:39121:00:0360:20:361:56:2530愛知県協会竹内2612
0:03:38150:36:0471:20:3420:59:00160:21:341:56:3826山形県協会長谷川1113
0:03:51160:36:05141:20:46100:59:5080:20:561:56:5120学連／専修大学原田1514
0:04:08170:36:21151:20:4750:59:15130:21:321:57:0830福岡県連合原田2515

スイムラップ Ｓ順 バイクラップ Ｂ順 スプリット 通過 ランラップ Ｒ順 DIFF総合記録年齢氏名№順位 所属
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ＷＥＢ展開

ＪＴＵ ＷＥＢ Ｍａｇａｚｉｎｅ
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2007/07murakami.html

大会ホームページ
http://www.iwafune.ne.jp/~triathlon/index.html
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ＪＴＵメールニュースの配信

ＪＴＵ メールニュース №７３
2007年9月29日発信

ＪＴＵ メールニュース №７４
2007年9月30日発信

ＪＴＵ メールニュース №７６
2007年9月30日発信
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選手への配布物
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大会データ

総出場選手数 ４６１名
エリート男子 ２９名／エリート女子 １５名／国際部門（一般） ３１５名／リレー ３４組１０２名

出場選手数：

１０,０００名観戦客数：

※大会メイン会場および沿道含む

報道： 大会予告(大会情報、きょう・明日のスポーツ欄など)

読売新聞、中日新聞、スポーツ報知、千葉日報、四国新聞 他

大会結果

毎日新聞、日刊スポーツ、新潟日報、沖縄タイムス、琉球新報 他

天候： 晴れ 気温２４.０℃、風速２.２m/sec 、水温１５.８℃ ※８時現在
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新聞記事①

9月30日 きょうのスポーツ掲載一例

読売新聞、中日新聞、スポーツ報知、千葉日報、四国新聞 他

10月1日 琉球新報10月1日 毎日新聞10月1日 日刊スポーツ
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新聞記事②

10月2日 沖縄タイムス10月1日 新潟日報
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御礼

２００７村上笹川流れ国際大会は、９月３０日に無事終了しました。

ボランティアスタッフ、協賛各社、ご声援いただいた皆さまに、心から御礼申し上げます。

２００７年９月３０日 社団法人日本トライアスロン連合
www.jtu.or.jp

トキめき新潟国体 村上市実行委員会（村上市国体準備室）
TEL：0254-53-3467
FAX：0254-52-6154
〒958-0837 新潟県村上市三之町13番25号 村上体育館内

2009年9月27日
開催場所：トライアスロン会場(村上市～山北町) 

村上市国体ホームページ→
http://www.city.murakami.niigata.jp/shougai/kokutai/

新潟国体ホームページ→
http://www.pref.niigata.jp/soumu/kokutai/

２００９トキめき新潟国体において、
トライアスロンが公開競技として開催されます


