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大会概要・会場風景
www.jtu.or.jp

2009 ITU Asian Continental Cup Gamagori / 
21th Gamagori Orange Triathlon 
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大会概要
■ 大会名称

2009ITUトライアスロンコンチネンタルカップ蒲郡大会
(NTTトライアスロンジャパンカップランキングイベント)
兼トキめき新潟国体愛知県予選会
併催：第21回蒲郡オレンジトライアスロン大会

■ 開催地

愛知県蒲郡市(蒲郡競艇場及び周辺)

■ 開催日程

2009年6月14日（日）

■ 主催

ITUトライアスロン蒲郡大会実行委員会・蒲郡オレンジトライアス
ロン実行委員会

構成：蒲郡市、蒲郡市教育委員会、(社)日本トライアスロン連合

■ 主管

■ 後援

中日新聞社、東海テレビ

■ 協賛

NTT西日本、日本サムスン、ＪＡＬ、アシックス、日本サブウェ
イ、アミノバリュー、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、蒲郡信用金庫、他

■ 競技距離

51.5Km(中学･市民12.875Km)、スイム1.5Km、バイク40Km、ラン10Km

■ 参加資格

【一般】

トライアスロン競技に支障のない体力を有する中学生以上の者

【エリート】

JTU強化指定選手、JTU加盟競技団体推薦選手、海外エリート選手

■ 表彰

一般総合男女各1位－6位
エイジ別男女各1位－3位
愛知県選手権男女各1位－3位
エリート男女各1位－3位

愛知県トライアスロン協会

（蒲郡オレンジトライアスロン実行委員会）

蒲郡警察署、愛知県三河港務所、愛知県モータボート競走会、蒲
郡競艇、蒲郡市消防本部、蒲郡市民病院、蒲郡市体育協会、蒲郡
市体育指導委員会、愛知県ライフセービングクラブ、JTU東海ブ
ロック協議

■ 協力
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大会
スケジュール

６月１３日（土） 主会場：蒲郡競艇場

15:00～17:00 選手受付（一般・エリート）

15:00～15:30 記者説明会

15:30～16:00 記者発表

15:00～16:00 スイム無料講習会（※要事前申込）（一般）

16:00～16:30 競技説明会（エリート）

６月１４日（日） 主会場：蒲郡競艇場

06:00～07:30 最終登録（西ゲート前）

08:00～08:05 開始式

08:10～12:16 競技（浜町一帯）

12:00～14:10 コンチネンタルカップ女子競技（浜町一帯）

13:55～16:00 コンチネンタルカップ男子競技（浜町一帯）

16:00～16:30 表彰式（フィニッシュ地点）



P.4

コースマップ
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会場風景

■トランジションエリア（エイジ）

■スタートエリア ■フィニッシュエリア

■トランジションエリア（エリート）
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会場風景

■アドボード：ＮＴＴ西日本（協賛） ■アドボード：ＮＴＴ西日本（協賛）

スポンサー掲出物

■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：アミノバリュー（協賛） ■アドボード：ＩＴＵ/ＪＴＵ/ＡＳＴＣ

■アドボード：日本サムスン（協賛） ■アドボード：日本サブウェイ（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドバナー：ＮＴＴ西日本（協賛）

■アドバナー：ＮＴＴジャパンカップシリーズ

■アドバナー：ＪＡＬ（協賛）

■アドバナー：ＮＴＴ西日本（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：日本サブウェイ（協賛）

■アドバナー：アシックス（協賛）

■アドバナー：日本サムスン（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■アドバナー：カナディアンクリスタ（協賛）

■アドバナー：アスタビータ（協賛） ■アドバナー：日本バナナ輸入組合（協賛）

■アドバナー：蒲郡競艇場内コース
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会場風景
スポンサー掲出物

■のぼりー：日本サムスン（協賛）

■のぼり：ＮＴＴ西日本（協賛）

■のぼり：日本サブウェイ（協賛）

■のぼり：ＮＴＴ西日本（協賛）
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会場風景
スポンサー掲出物

■のぼり：蒲郡競艇場内コース

■のぼり：カナディアンクリスタ（協賛） ■のぼり：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

■アドボード<940×985>：日本サブウェイ（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）



P.14

会場風景
スポンサー掲出物

■フィニッシュゲート

■アドボード<940×985>：アシックス（協賛）

■フィニッシュゲート

■アドボード<940×985>：アミノバリュー（協賛）
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会場風景
その他

■オフィシャルドリンク：アミノバリュー



大会模様
www.jtu.or.jp

2009 ITU Asian Continental Cup Gamagori / 
21th Gamagori Orange Triathlon 
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6月13日(土)
15:00～17:00 

選手受付

■選手受付は蒲郡競艇場アーケード内受付にて行われた。

■選手受付風景：蒲郡競艇場内オレンジホールにて

■選手受付風景

■競技説明会風景

16:00～16:30

競技説明会（エリート）
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6月13日(土)
15:30～16:00 

記者発表

■６月１３日（土）、翌日の蒲郡ITUトライアスロンコンチネンタルカップに先立って、有力選手の記者会見が行われた。
左より、ダン・ロビンソン（オーストラリア）、崎本智子（日本食研）、田中敬子（NTT西日本・NTT東日本／スカイタワー58）、
山本良介（トヨタ車体）。司会は、鈴木貴里代社団法人日本トライアスロン連合（JTU）理事。
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6月13日(土)
15:30～16:00 

記者発表

■記者発表は蒲郡競艇場内で行われた。
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ＪＴＵ公式リリース
大会直前情報

ＪＴＵ公式リリース 発信日：6月13日(土)

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

■掲載URL:
http://www.jtu.or.jp/news/2009/090613-1.html

6月13日(土)
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出場選手
エリート
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6月14日(日)
08:10～12:16
一般競技

【競技距離】

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

■オリンピックディスタンス：

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

■学生選手権：51.5ｋｍ

スイム0.375Km
バイク10Km
ラン2.5Km

■スプリント：25.75ｋｍ

スイム0.75Km
バイク20Km
ラン5Km

■スーパースプリント・

蒲郡市民： 12.875ｋｍ

※2分間隔4ウェイブ

■競技前、スタートエリアに集合する参加者達。東海・北陸、近畿学生選手権も同時に開催された本大会には、オリンピックディスタンス
（51.5km）部門で２７６名、学生選手権１１９名、スプリント２３名、スーパースプリント２５名、蒲郡市民の部６名が出場した。

51.5ｋｍ

■8時10分、第1ウェイブからフローティングスタート。 ■2分間隔で続々とスタートをきる。
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6月14日(日)
08:10～12:16
一般競技

■スイムを終え、トランジションエリアへ。

■バイクは浜町一帯を計40ｋｍ走行する。



P.24

6月14日(日)
08:10～12:16
一般競技

■バイクからランへ。一般のトランジションエリアは屋内通路に設けら
れている。

■男女とも昨年のエイジランキング上位者が顔をそろえ、午後開催された蒲郡ITUトライアスロンコンチネンタルカップに劣らぬ白熱した
レースが展開された。
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12:00～14:10
エリート女子競技

競技距離：51.5Km

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

6月14日(日)

■12:00 エリート女子スタート（23名）

スイム
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12:00～14:10
エリート女子競技

競技距離：51.5Km

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

6月14日(日)

トランジション
（スイム～バイク）

スイムを得意とする崎本智子（日本食研）が序盤から勢いを
見せ、20分45秒でスイムフィニッシュ。

スイムトップの崎本に続き、合計9名の選手が20分台にトランジショ
ンへと向かった。

大松 沙央里（トヨタ車体）
トップとの差は48秒。

ズーイン（中国）トップとの差は
25秒。
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12:00～14:10
エリート女子競技

競技距離：51.5Km

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

6月14日(日)

バイク

菊池日出子（チームブレイブ）、太田麻衣子（稲毛インター）、崎本智子（日
本食研）、高木美里（レオパレス21）の4人がレースをリードしていく。

スイム8位の田中敬子（NTT 西日本･NTT 東日本/ス
カイタワー58）がトップ集団の後を追う。

中西 真知子（大阪府協会）、平出 美雨（沖縄県連合）、ﾁｬｵ ﾌｧﾝ（中国）ら
を含む6名で第3集団が形成された。
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12:00～14:10
エリート女子競技

競技距離：51.5Km

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

6月14日(日)

トランジション
（バイク～ラン）

1週4.0ｋｍを10周回するコースを終え、次々とトランジションへ。 佐藤千佳（神奈川県連合）【手前】
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12:00～14:10
エリート女子競技

6月14日(日)

ラン

スイム16位と出遅れた平出（沖縄県連合）だが、バイク・ランと順調
な走りを見せ、トップに迫る。

右：高橋侑子（東京ヴェルディ）

左：中西真知子（大阪府協会）
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12:00～14:10
エリート女子競技

競技距離：51.5Km

スイム1.5Km
バイク40Km
ラン10Km

6月14日(日)

フィニッシュ

最後まで自分のリズムで走り抜いた崎本智子（日本食研）がトップで
フィニッシュ。（2時間3分43秒）

2位菊地日出子（チームブ
レイブ）

3位太田麻衣子（稲毛イン
ター）

4位平出美雨（沖縄県連合） 5位ズーイン（中国）
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13:55～16:00
エリート男子競技
スイム

6月14日(日)

■13:55 エリート男子スタート（37名）
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13:55～16:00
エリート男子競技

6月14日(日)

トランジション
（スイム～バイク）

平野司（大阪府協会）が18分54秒でスイムを1位通過。

トップと6秒差で山本良介（トヨタ車体）がトランジションへ。

ダン・ロビンソン（オーストラリア）

高濱邦晃（チームコラテック・
ボディチューン）
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08:00～10:30
エリート男子競技
バイク

6月14日(日)

バイクに入ると圧倒的な強さを見せる山本
良介（トヨタ車体）。3周回目から一人で
レースを引っ張っていく。

下村幸平（JSS深井）、吉越慎吾（愛知県協会）、佐藤治伸（日本食研）らで形成され
た第2集団が山本の後を追う。
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13:55～16:00
エリート男子競技

6月14日(日)

トランジション
（バイク～ラン）

後続に1分弱の差をつけてトップでバイクを
終える山本良介（トヨタ車体）。

スイムをトップで上がった平野司（大
阪府協会）はバイク終了時点では15位
に。

最後のランへと飛び出していく選手達。
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08:00～10:30
エリート男子競技
ラン

6月14日(日)

左：福井英郎（トヨタ車体）

右：佐藤治伸（日本食研）

椿浩平（チームブレイブ） 若杉摩耶文（神奈川県連合） マシューズ・デビット（AUS）
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08:00～10:30
エリート男子競技
フィニッシュ

6月14日(日)

ランでは山本良介（トヨタ車体）がさらに勢いを上げ、後続
との差を開いていき、1時間46分50秒と2位と2分もの差をつけ
て優勝。同大会での三連覇を達成した。

2位高濱邦晃（チームコラテック・
ボディチューン）1時間48分56秒。

3位下村 幸平（JSS 深井）
1時間49分14秒。
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16:00～16:30

表彰式

6月14日(日)

■表彰式は蒲郡競艇場大時計前にて行われた。
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大会結果
エリート部門

※エイジの結果につきましては、第21回蒲郡オレンジ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://homepage3.nifty.com/multisports/gamagori-top.htm≫
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ＪＴＵ公式リリース 発信日：6月14日(日)

■タイトル：
2009蒲郡ITUコンチネンタルカップレース速報
「蒲郡大会、女子は崎本が優勝、男子は山本が3連覇」

大会結果
ＪＴＵ公式リリース
レース速報

■掲載URL:
http://www.jtu.or.jp/news/2009/090614-1.html

① ② ③

④ ⑤
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www.jtu.or.jp
告知・広報

2009 ITU Asian Continental Cup Gamagori / 
21th Gamagori Orange Triathlon 
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■蒲郡オレンジトライアスロン大会公式サイト
http://homepage3.nifty.com/multisports/gamagori-top.htm

■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/09GamagoriPhG/index.htm

ＷＥＢ展開の一例

Ｗｅｂ
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■6月5日配信 ＪＴＵメールニュース№48 ■6月13日配信 ＪＴＵメールニュース№50

■6月14日配信 ＪＴＵメールニュース№51 ■6月14日配信 ＪＴＵメールニュース№52

ＪＴＵメールニュース配信
リリース
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ツール

■大会オリジナルTシャツ ■大会オリジナルタオル

■選手への配布物・・・ゼッケン・バイク、ヘルメットステッ
カー・スイムキャップ等

大会オリジナルＴシャツ
大会オリジナルタオル

選手への配布物

■大会パンフレット（表紙）
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2009.06.01 茨城新聞 2009.06.05 大阪日日新聞 2009.06.13 東愛知新聞

「6月のスポーツ」 「来週のスポーツ」 「ＩＴＵﾄﾗｲｱｽﾛﾝコンチネンタルカップ蒲郡大会」

2009.06.13 東愛知新聞 2009.06.14 中日新聞 2009.06.14 読売新聞 2009.06.14 日本経済新聞

「あす蒲郡大会」 「トップ選手集い トライアスロン」 「きょう・あすのスポーツ」 「きょうのスポーツ」

新聞記事
掲載記事の一例①

2009.06.14 陸奥新報 2009.06.14 日刊 県民福井

「きょうのスポーツ」 「きょうのスポーツ」
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2009.06.14 大阪日日新聞 2009.06.14 信濃毎日新聞

「きょうのスポーツ」 「きょうのスポーツ」

「山本、崎本が優勝」

2009.06.15 毎日新聞<夕刊> 2009.06.15 北陸中日新聞

「ＩＴＵコンチネンタルカップ蒲郡大会」

新聞記事
掲載記事の一例②

2009.06.15 朝日新聞<夕刊> 2009.06.16 日刊スポーツ

「山本、崎本が優勝」 「ＩＴＵコンチネンタル杯蒲郡大会」

2009.06.16 中日新聞

「鉄人たちに熱い声援 コンチネンタル杯で山本選手Ｖ３」

2009.06.16 中日スポーツ

「男子・山本Ｖ 女子は崎本が栄冠」
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「崎本（日本食研）優勝」

2009.06.16 愛媛新聞 2009.06.17 沖縄タイムス

「平出４位 代表内定」

「菊地２位」

2009.06.16 福島民友

「菊地２位」

2009.06.16 福島民報 2009.06.16 北陸中日新聞

「ＩＴＵコンチネンタルカップ蒲郡大会」新聞記事
掲載記事の一例③

2009.06.16 東愛知新聞

「男子、山本選手３連覇」
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2009.06.17 琉球新報

「平出 蒲郡大会４位」新聞記事
掲載記事の一例④

2009.06.19 琉球新報

「南風」

2009.06.18 東愛知新聞

「山本選手が３連覇」

2009.06.20 東愛知新聞

「体力の限界に挑戦」
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出場選手数：

観客数：

掲載新聞：

天候：

大会データ 総出場選手数 509名
エリート男子37名／エリート女子23名／オリンピックディスタンス（一般）276名
／学生選手権119名／スプリント23名／スーパースプリント25名／蒲郡市民6名

名

曇り 気温：29.7℃、風速：2.7m/sec, 風向: 西北西、水温：24℃

（大会予告・事前記事）

茨城新聞、大阪日日新聞、東愛知新聞、中日新聞、読売新聞、日本経済新聞、
陸奥新報、日刊県民福井、信濃毎日新聞

（大会結果）

毎日新聞、北陸中日新聞、朝日新聞、日刊スポーツ、中日新聞、中日スポーツ、
福島民友、福島民報、東愛知新聞、沖縄タイムス、琉球新報、
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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66月月1414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


