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大会概要
■ 大会名称

第25回天草国際トライアスロン記念大会
2009ITUコンチネンタルカップ天草
第10回全日本男子エイジ別トライアスロン選手権
2009トキめき新潟国体トライアスロン予選会
（熊本県・福岡県・長崎県・大分県・鹿児島県）
2009NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント
第8回長嶋茂雄杯
2009九州・沖縄ブロックトライアスロン選手権

■ 開催地

熊本県天草市、苓北町
主会場：本渡海水浴場（スタート）、

本渡運動公園陸上競技場（フィニッシュ）

■ 開催日程

2009年5月24日（日）

■ 主催

天草市、天草市教育委員会、社団法人日本トライアスロン連合
(JTU)、テレビ熊本(TKU)

天草国際トライアスロン大会実行委員会、天草市体育協会

■ 主管

■ 特別協賛

タマホーム株式会社

■ 協賛

NTT西日本、日本サムスン、日本サブウェイ、JAL、アミノバ
リュー、アシックス、アスタビータ、カナディアンクリスタ、
日本バナナ輸入組合

■ 競技種目・距離

トライアスロンスプリントディスタンス ⇒
25.75Km (スイム0.75Km、バイク20Km、ラン5Km) 
トライアスロンオリンピックディスタンス ⇒
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）
リレー（3人1組）⇒51.5km (スイム1.5km、バイク40Km、ラン10Km) 

■ 参加資格

2009年4月1日で満15歳以上（高校生以上）の健康な男女で、誓
約書に同意し、参加料を納入した選手。また、大会当日20歳未
満の選手は、保護者の同意が必要。

エリート部門に申し込む選手は、以下のいずれかに該当するこ
とが必須。また、国際トライアスロン連合（ITU）の規定により
選考基準があります。
(1)2009年度JTU強化指定を受けている選手
(2)JTU加盟競技団体から推薦を受けている選手
(3)海外招待選手

■ 競技規則

JTU競技規則及び運営規則、本大会ローカルルールを適用。
エリート部門のみ、バイクドラフティングの公認。
リレー部門のみ、マウンテンバイク・フラットバーハンドルの
ロードバイクを使用可能。ただし、競技に不要なミラー・ライ
ト・ベル・タイヤカバー・スタンドなど、落下し事故の原因と
なる付属品はすべて取り外してください。

■ 表彰

スプリント男女1～3位（6人）
エリート男女1～3位（6人）
エリート九州・沖縄ブロック男女1～3位（6人）
エイジ男女11部門各1～3位（66人）
エイジ九州・沖縄ブロック男子11部門各1位（11人）
エイジ総合男女1～3位（6人）
エイジ県内総合男女1位（2人）
リレー1～3位（9人）
アクアスロン男女1～3位（6人）
高齢賞・遠来賞・特別賞ほか

天草国際トライアスロン大会実行委員会、天草市体育協会

■ 注意事項

大会前日の第25回記念開会セレモニー（天草市民センター大
ホール）には必ず出席してください。
スプリント・エイジ・リレー参加者は、大会前日のローカル
ルール説明会には必ず出席してください。
大会前日の指定時間内に選手受付及びバイク・ヘルメット受付
を行わない選手は、本大会への出場を認めません。ただし、ア
クアスロン部門のみ、大会当日の受付で出場できます。
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大会
スケジュール

11:00～ パーティー・表彰式陸上競技場フィールド

５月２３日（土） 主会場：天草市民センター

13:00～17:00 選手受付（体育館）
バイク・ヘルメット受付（玄関前）

16:00～16:30 エリート有力選手記者会見（第1会議室）

16:30～17:00 エリート競技説明会（大会議室）
メディア取材説明会（第1会議室）

17:00～18:00 第25回記念開会セレモニー（大ホール）

18:00～ ローカルルール説明会（大ホール）

スプリント・エイジ・アクアスロン・
リレー部門

５月２４日（日） 主会場：本渡海水浴場

06:00～08:50 スイム・選手受付（受付テント）

各部門スタート30分前で締め切り

07:00～07:30 競技開始式（スタートエリア）

07:30～10:00 スプリント男子競技 【制限時間:2時間30分】

07:40～10:20 スプリント女子競技 【制限時間:2時間40分】

08:00～10:30 エリート男子競技 【制限時間:2時間30分】

08:20～11:00 エリート女子競技 【制限時間:2時間40分】

08:50～13:02 エイジ・リレー競技 【制限時間:4時間】

09:20～11:10 アクアスロン協議 【制限時間:1時間50分】
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コースマップ

【Ｓｗｉｍ】

【Ｒｕｎ】

【Ｂｉｋｅ】エリート・リレー・・・７５０ｍ×２周回

エイジ・アクアスロン・・・７５０ｍ×１周回

エリート・リレー・・・４０ｋｍ

エイジ・・・２０ｋｍ

エリート・リレー・アクアスロン・・・１０ｋｍ
エイジ・・・５ｋｍ
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会場風景

■スイムフィニッシュエリア

■スイムフィニッシュエリア

■スタートエリア

■トランジションエリア
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会場風景

■バイクスタートゲート

■ランスタートゲート

■スイムフィニッシュゲート

■フィニッシュゲート
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会場風景

■アドボード：ＮＴＴ西日本（協賛）

■アドボード：ＪＡＬ（協賛）

■アドボード：タマホーム（特別協賛）

■アドボード：日本サムスン（協賛）

スポンサー掲出物
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドボード：アスタビータ（協賛）■アドボード：日本サブウェイ（協賛）

■アドボード：アシックス（協賛）■アドボード：アミノバリュー（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドバナー：NTTトライアスロンジャパンカップシリーズ

■アドバナー：ＮＴＴ西日本（協賛）

■アドバナー：タマホーム（特別協賛）

■アドバナー：ＪＡＬ（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドバナー：日本サムスン（協賛）

■アドバナー：アスタビータ（協賛）

■アドバナー：日本サブウェイ（協賛）

■アドバナー：アシックス（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドバナー：アミノバリュー（協賛）

■アドバナー：カナディアンクリスタ（協賛）

■アドバナー：日本バナナ輸入組合（協賛）

■アドバナー：フィニッシュエリア付近
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会場風景
スポンサー掲出物

■のぼり：タマホーム（特別協賛）

■のぼり：日本サブウェイ（協賛）

■のぼり：ＮＴＴ西日本（協賛）

■のぼり：日本サムスン（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■のぼり：アミノバリュー（協賛） ■のぼり：カナディアンクリスタ（協賛）

■のぼり：スイムエリア付近 ■のぼり：フィニッシュエリア付近
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドボード<940×985>：タマホーム（特別協賛） ■アドボード<940×985>：ＮＴＴ西日本（協賛）

■アドボード<940×985>：日本サムスン（協賛） ■アドボード<940×985>：ＪＡＬ（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドボード<940×985>：アシックス（協賛） ■アドボード<940×985>：アミノバリュー（協賛）

■アドボード<940×985>：日本サブウェイ（協賛） ■アドボード：スタートガントレー
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会場風景
その他

■ブイ：タマホーム ■給水ポイント

■手旗（タマホーム）で大会を盛り上げる。 ■表彰式会場



大会模様
www.jtu.or.jp

2009 ITU Asian Continental Cup Amakusa / 
25th Amakusa International Triathlon 
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5月23日(土)
13:00～17:00
選手受付
バイク・ヘルメット受付

■選手受付、バイク・ヘルメット受付会場の天草市民センター ■受付をする参加者

■バイク・ヘルメット受付は玄関前で行われた。 ■受付後、レースナンバーのついたステッカーを各々のバイク、
ヘルメットへ。
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5月23日(土)
16:00～16:30
エリート有力選手
記者会見

５月２３日（土）天草市民センターにて、有力選手の記者会見が行われた。
左より、ダニエル・ウー（香港中国）、ミシェル・ウー（オーストラリア）、足立真梨子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）、
山本良介（トヨタ車体）
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5月23日(土)
16:00～16:30
エリート有力選手
記者会見

天草大会は3回目、2002年に最初に出た
ときにはじめて国際大会としての優勝を
経験していて、いいイメージをもっている。
明日は、どんな戦いになっても優勝する
ことを目標にレースをする。スイムは泳ぎ
やすく、バイクは風に注意をしたい。ラン
が上り下りがあるタフなコース。勝つ準備
はできている。あまりレース展開について
は考えていない。体力的には十分練習を
してきているので、あとは勝ちにこだわる
気持ちをもってレースをする。

1週間前のITUコンチネンタルカップ・スー
ビックベイ大会で優勝した。天草のコース
はランが厳しいので、スイムとバイクで力
を温存して、ランで勝負したい。 香港は
練習のためにはあまりいい環境にない。
春先にはニュージーランドで基礎トレーニ
ングをし、夏はヨーロッパでトレーニング
を積む。あとの時期は、海外のレースを
回る。明日のスイムはウェットスーツ着用
になるので、自分には有利だ。

昨年はじめて天草大会に出て優勝ができ
た。印象に残る大会。精一杯頑張りたい。
この3年は、同じチームの選手が優勝して
いるので、明日も優勝してチーム4連覇とし
たい。スイムは泳力の差はでない。バイク
で小集団で逃げてランにつなげたい。ラン
では上り坂でチャレンジしていきたい。チー
ムの飯島健二郎監督をはじめ、井出樹里
（トーシンパートナーズ・チームケンズ）をは
じめレベルの高いチームメートと練習して
いることなど、その喜びを明日のレースで
出したい。

前週のITUコンチネンタルカップ・スービッ
クベイ大会（フィリピン）で3位となった。天
草のレースは初めてで、チャレンジングな
レースだが楽しみたい。ランが得意なの
で、そこで追い上げたい。昨年のITU世界
選手権バンクーバー大会でエイジで優勝
して、今年からエリートに昇格した。いま
は何もかも違ったことの経験の時期で、
学んでいるといったところ。オーストラリア
は強いアスリートがいるので、まだ自分
はいいレベルにないが、そのうち追いつ
きたい。

足立 真梨子
（トーシンパートナーズ・チームケンズ）

ミシェル・ウー（オーストラリア） ダニエル・ウー（香港中国）山本 良介（トヨタ車体）
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5月23日(土)
ＪＴＵ公式リリース
大会直前情報

ＪＴＵ公式リリース 発信日：5月23日(土)

■タイトル：
2009天草ITUコンチネンタルカップ直前情報
「天草大会記者会見に足立、山本が出席」

■掲載URL:
http://www.jtu.or.jp/news/2009/2009AmakusaRelease2.html
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5月23日(土)
17:00～18:00
第25回記念開会
セレモニー

■天草国際トライアスロン大会第25回目を記念したセレモニーが、大会前日の23日（土）天草市民センター大ホールにて行われた。

市長や市議会議長による挨拶のほか、地元高校生らによる民俗芸能や和太鼓などが披露され、会場を盛り上げた。
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出場選手
エリート
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5月24日(日)
07:00～07:30
競技開始式

■開始式 ■天草市長・安田公寛氏の挨拶

■一般（スプリント、リレー、アクアスロンを含む）６７２名、エリート７６名の計７４８名が出場。
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5月24日(日)
07:30～10:00
スプリント男子競技

07:40～10:20
スプリント女子競技

7時30分、スプリント男子（21名）スタート。

男子スタートの10分後、スプリント女子（8名）スタート。

競技距離：25.75Km

スイム0.75Km
バイク20Km
ラン5Km
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5月24日(日)
07:30～10:00
スプリント男子競技

07:40～10:20
スプリント女子競技

スイムをトップで上がったのは、クーシューシェン（チャイニーズタイペイ）。 トップと４２秒差の４位に野田純那（福岡県）。
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5月24日(日)
08:00～10:30
エリート男子競技

ダニエル・リー・チーウー（香港） 山本良介（トヨタ車体） 杉本宏樹（箕面スイミングスクール）

福井英郎（トヨタ車体） 山本淳一（稲毛インター） 高濱邦晃（チームコテラック）

競技距離：51.5Km

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km
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8時、エリート男子（53名）が一斉にスタート。

１週回目から、キム・ジホン（韓国）と山本淳一（稲毛インター）が
トップ争いを展開。 ダニエル・リー・チーウー、杉本宏樹も後を追う。

5月24日(日)
08:00～10:30
エリート男子競技
スイム
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5月24日(日)
08:00～10:30
エリート男子競技
バイク

バイクでは、徐々に第1集団が大きくなり、苓北町で折り返すころには25名の大集団となった。

途中、平松幸紘（日本食研）とジェイソン・シー（香港中国）が二人で
逃げ、第２集団に差を付ける。

２３名になった第２集団がバイクを終え、続々とトランジションエリアへ。
トップとの差は約５００ｍ。
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5月24日(日)
08:00～10:30
エリート男子競技
ラン

ランに入ると、序盤から山本良介、リー、ダン・ロビンソン（オーストラリア）、
杉本宏樹（箕面スイミングスクール）、アンソニー・マックスィーニー（オース
トラリア）の5名が先行し、激しいサイドバイサイドを繰り広げた。椿浩平（チームブレイブ） 山本淳一（稲毛インター）
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5月24日(日)
08:00～10:30
エリート男子競技
フィニッシュ

リーがスプリントを制し、1時間50分44秒のタイムで優勝。

２位はダン・ロビンソン（オーストラリア）
1時間50分46秒。

山本良介は３位、僅差で杉本宏樹は４位
だった。
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08:20～11:00
エリート女子競技

5月24日(日)

■中島千恵
（トーシンパートナーズ・チームケンズ）

■足立真梨子 ■土橋 茜子 ■大松 沙央里
（トーシンパートナーズ・チームケンズ）（トーシンパートナーズ・チームケンズ） （トヨタ車体）
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08:20～11:00
エリート女子競技
スイム

5月24日(日)

男子スタートの20分後、エリート女子（23名）がスタート。

土橋茜子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）とスン・エンキュン（韓国）
が20分17秒の同タイムでスイムを1位通過。 中島千恵、足立真梨子らも続く。
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08:20～11:00
エリート女子競技
バイク

5月24日(日)

土橋、スン、中島が第1集団を形成して逃げの体制をつくる。

第２集団には、太田麻衣子（千葉県連合）、菊池日出子（チームブレイ
ブ）、西麻依子（湘南ベルマーレ）などバイクの早い選手が固まったた
め、折返しまでに第１集団に追いつき、合計で１０名の集団となった。

得意のバイクで力を見せた菊池日出子（チームブレイブ）
バイク終盤。トランジションのため、バイクシューズを脱ぎ
始める選手達。
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08:20～11:00
エリート女子競技
フィニッシュ

5月24日(日)

2位に35秒差をつけ、2時間3分10秒のタイムで、菊池日出子（チーム
ブレイブ）が国内初優勝を遂げた。

2位、土橋茜子（トーシンパートナー

ズ・チームケンズ）

3位、足立真梨子（トーシン

パートナーズ・チームケンズ）

4位、高橋侑子（東京ヴェルディ）
5位、中島千恵（トーシンパートナー

ズ・チームケンズ）
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08:50～

エイジ・リレー・
アクアスロン競技

5月24日(日)

今大会は、エイジランキング対象イベント。レース直前、気合を入れる選手達。
エイジ部門では、リレー・アクアスロンを含む643名が参加した。

競技距離：51.5Km

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

エイジ・リレー

競技距離：10.75Km

スイム0.75Km

ラン10Km

アクアスロン
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08:50～

エイジ・リレー・
アクアスロン競技

5月24日(日)

エイジ競技模様：スイム エイジ競技模様：バイク エイジ競技模様：ラン

今大会初参戦のタレント、安田大サーカス団長こと安田裕己も見事完走。
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11:00～

表彰式

5月24日(日)

社団法人日本トライアスロン連合会長・岩城光英氏から花束の贈呈。 エリート部門男女1～3位の6名でシャンパンファイト。
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60～64歳男子部門

11:00～

表彰式

5月24日(日) 九州・沖縄ブロック（男子）

表彰式前のイベント。応援にきた安田大サーカスのメンバーも加わり、
会場を盛り上げた。
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11:00～

パーティー

5月24日(日)

マッサージサービス
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大会結果
スプリント部門
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大会結果
エリート部門

※エイジ・リレー・アクアスロンの結果につきましては、第25回天草国際トライアスロン大会
公式ホームページをご参照下さい。≪http://www.jtu.or.jp/amakusa/≫
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ＪＴＵ公式リリース 発信日：5月24日(日)

■タイトル：
2009天草ITUコンチネンタルカップレース速報
「天草大会優勝、女子は菊池、男子はリー」

■掲載URL:
http://www.jtu.or.jp/news/2009/2009AmakusaRelease3.html

大会結果
ＪＴＵ公式リリース
レース速報

【1】 【2】 【3】
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大会結果
ＪＴＵ公式リリース
レース速報

【4】 【5】 【6】



P.44P.44

www.jtu.or.jp
告知・広報

2009 ITU Asian Continental Cup Amakusa / 
25th Amakusa International Triathlon 
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■天草国際トライアスロン大会公式サイト
http://www.jtu.or.jp/amakusa/

■2009NTTトライアスロン・ジャパンカップランキング公式サイト
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2009/index.html

■ＪＴＵ Ｗｅｂ Ｍａｇａｚｉｎｅ内 フォトギャラリー
http://www.jtu.or.jp/news/09AmakusaPhG/index.htm

ＷＥＢ展開の一例

Ｗｅｂ
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■1月20日配信 ＪＴＵメールニュース№6 ■5月14日配信 ＪＴＵメールニュース№41

■5月23日配信 ＪＴＵメールニュース№43 ■5月24日配信 ＪＴＵメールニュース№44 ■5月24日配信 ＪＴＵメールニュース№45

ＪＴＵメールニュース配信
リリース
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ツール

■選手への配布物

大会ビニールバッグ、Amino-Valueロゴ入りビニールバッグ、arenaスイムキャップ、選手ナンバー、大会公式パンフレット、
スタートリスト、選手への案内資料各種、天草物産品だより、天草マラソン大会告知ペーパー 他

選手への配布物
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ツール

■大会オリジナルTシャツ（前） ■大会オリジナルTシャツ（後ろ）

■大会オリジナルタオル ■大会公式パンフレット表紙

大会オリジナルＴシャツ
大会オリジナルタオル
大会公式パンフレット
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2009.03.17 熊本日日新聞 2009.03.26 熊本日日新聞 2009.04.20 読売新聞

「天草大会ぜひ盛り上げたい」 「天草国際トライアスロンスタッフTシャツデザイン」 「あなたも鉄人目指せ！」

2009.05.21 熊本日日新聞 2009.05.24 釧路新聞 2009.05.24 読売新聞 2009.05.24 スポーツ報知

「鉄人の汗 表現」 「きょうのスポーツ」 「きょうのスポーツ」 「きょうのスポーツ」

新聞記事
掲載記事の一例①

2009.05.24 大阪日日新聞 2009.05.24 陸奥新報

「きょうのスポーツ」 「きょうのスポーツ」
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2009.05.24 新潟日報 2009.05.24 熊本日日新聞

「きょうのスポーツ」 「きょうのスポーツ」

2009.05.24 茨城新聞

「きょうのスポーツ」

新聞記事
掲載記事の一例②

2009.05.24 読売新聞 2009.05.25 毎日新聞

「きょうのスポーツ」 「天草国際トライアスロン大会」

2009.05.24 熊本日日新聞

「天草国際トライアスロンきょう号砲 有力選手が抱負」
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「鉄人レース748人挑む 天草国際トライアスロン」

2009.05.25 読売新聞 2009.05.25 熊本日日新聞

「水しぶき上げ鉄人競う」

「鉄人748人、天草疾走」

2009.05.25 朝日新聞

「トライアスロン完走 安田大サーカス団長」

2009.05.25 スポーツ報知 2009.05.25 中日スポーツ

「トライアスロン天草国際記念大会」新聞記事
掲載記事の一例③
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「菊池が優勝」

2009.05.25 福島民報2009.05.25 西日本スポーツ 2009.05.25 日刊スポーツ

「天草国際記念トライアスロン大会」 「ITUコンチネンタル杯天草大会」

2009.05.25 デイリースポーツ 2009.05.25 西日本新聞

「安田大サーカス 団長トライアスロン完走」 「天草で鉄人レース、750人が限界に挑戦」

新聞記事
掲載記事の一例④

2009.05.25  ｻﾝｹｲｽﾎﾟｰﾂ

「安田団長、トライアスロン完走」

「女子の菊池が優勝」

2009.05.25 河北新報2009.05.25 福島民友 2009.05.27 愛媛新聞

「女子エリート 菊池 V」 「コンチネンタルカップ天草大会」
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新聞記事
掲載記事の一例⑤

2009.05.25  熊本日日新聞

「リー（男子香港）混戦制す」

2009.05.25  スポーツ報知

「菊池選手初V」
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※大会メイン会場及び沿道含む

出場選手数：

観客数：

テレビ放送：

天候：

大会データ 総出場選手数 748名
エリート男子53名／エリート女子23名／スプリント男子21名／スプリント女子8名
／エイジ・アクアスロン・リレー643名

15,000名

2009年6月6日（土）13：35～
TNCテレビ西日本、STSサガテレビ、NTNテレビ長崎、TKUテレビ熊本、TOSテレビ大分、UMKテレビ宮崎、KTS鹿児島テレビ、
OTV沖縄テレビ

「第25回天草国際トライアスロン大会・

2009ITUトライアスロンコンチネンタルカップ天草大会」

晴れ 気温：20.1℃、風速：6m/sec, 風向: 西、水温：20.4℃
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御礼御礼

本大会を支えていただいた、たくさんのボランティアとスポンサー、出場選手の皆さん、本大会を支えていただいた、たくさんのボランティアとスポンサー、出場選手の皆さん、
そしてトライアスロンファンの皆さま他、多くの方々のご協力に心から感謝いたします。そしてトライアスロンファンの皆さま他、多くの方々のご協力に心から感謝いたします。

20092009年年55月月2424日日

社団法人日本トライアスロン連合社団法人日本トライアスロン連合


