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大会概要

大会名称 NTTトライアスロンジャパンカップランキング最終戦

 

第16回日本トライアスロン選手権東京港大会
東京アクアスロン2010／トライアスロンEXPO2010

開催日時 2010年10月16日(土)：東京アクアスロン2010、トライアスロンEXPO2010

 

2010年10月17日(日)：第16回日本トライアスロン選手権東京港大会

競技会場 お台場海浜公園、潮風公園太陽の広場、臨海副都心トライアスロン特設会場

主 催 （社）日本トライアスロン連合、東京新聞・東京中日スポーツ

共 催 東京都、東京臨海ホールディングス

主 管 日本トライアスロン選手権東京港大会実行委員会

 

（構成団体：日本トライアスロン連合、東京都トライアスロン連合、東京新聞・東京中日スポーツ）

競技主管 東京都トライアスロン連合

後 援 日本体育協会、日本オリンピック委員会、臨海副都心まちづくり協議会、臨海ホールディングスグループ（ゆりかも

 

め）、りんかい線（東京臨海高速鉄道）、港区スポーツふれあい文化健康財団

協 力 日本トライアスロン連合東京ブロック協議会、臨海ホールディングスグループ（東京テレポートセ

 

ンター）、ホテル日

 

航東京、ホテル

 

グランパシフィックLE DAIBA、日本科学未来館、東京国際交流

 

館、臨海ホールディングスグルー

 

プ（東京港埠頭）、パレットタウン運営協議会、大江戸温泉物語、

 

theＳＯＨＯ、港区トライアスロン連合、臨海

 

ホールディングスグループ（東京ビッグサイト）

公 認 （社）日本トライアスロン連合

特別協賛 NTT東日本

協 賛 日本サムスン、アシックス、JAL、三井住友カード、山崎製パン、カナディアンクリスタ、日本バナナ輸入組合、TYR、

 

デックス東京ビーチ、シマノ、スント、青山フラワーマーケット、宮城県七ヶ浜町、JAあきた北央農協、他

テレビ放送 NHK BS-1

 

10月31日（日）15:00～15:50

 

第16回日本トライアスロン選手権・女子競技

10月31日（日）16:00～16:50

 

第16回日本トライアスロン選手権・男子競技

Ｗｅｂサイト http://www.jtu.or.jp/national_championships/ 

企画運営 東京新聞・東京中日スポーツ、

 

マルチスポーツ・インターナショナル（MSI）

開催日時 2010年10月17日(日)

競技距離 51.5ｋｍ(オリンピック競技距離) 
お台場海浜公園（スイム2周回1.5km）、臨海副都心道路（バイク8周回40k、ラン4周回10km）

参 加 男子約80人、女子約50人（エリート：JTU強化指定選手、JTU各ブロック選抜選手) 

開催日時 2010年10月16日(土)

競技距離 5.75Km

 

お台場海浜公園（スイム750m）

 

、潮風公園ほか（ラン5km）

参 加 定員1,000名（先着）

参加規定 JTU競技登録会員、20歳以上/ウエットスーツ着用義務

Ｗｅｂサイト http://www.jtu.or.jp/tokyo-aquathlon/

開催日時 2010年10月16日(土)

 

9時～15時

会 場 潮風公園太陽の広場

第16回日本トライアスロン選手権東京港大会

 

概要

東京アクアスロン2010

 

概要

トライアスロンEXPO2010

 

概要
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スケジュール

10月16日（土）

05:00～ 大会本部オープン ホテル日航東京

10:00～12:00 第1回技術／審判／安全会議 台場区民センター区民ホール

12:00～15:00 選手受付 台場区民センター区民ホール

12:00～17:00 メカニックサービス お台場海浜公園中央駐車場

13:00～14:00 メディア受付 台場区民センター区民ホール

14:00～14:30 メディア取材説明会 台場区民センター区民ホール

14:30～15:00 選手記者会見 台場区民センター区民ホール

15:00～16:00 競技説明会 台場区民センター区民ホール

16:00～19:00 第2回技術／審判／安全会議 台場区民センター区民ホール

10月17日（日）

06:00～ 大会本部オープン ホテル日航東京

06:30～ 会場本部オープン お台場海浜公園駐車場

07:00～08:00 女子スイム最終受付・ランセット

07:00～ メディア・来賓受付 お台場海浜公園駐車場

07:00～ メカニックサービス お台場海浜公園駐車場

07:45～08:10 交通規制開始

 

女子バイク試走

08:15 スタートセレモニー

08:25 女子スタート

09:30～ 男子スイム最終受付･ランセット

10:10～10:35 男子バイク試走

11:00 男子スタート

13:30 ランコース規制解除

13:30 メダルセレモニー

 

日本選手権・ＮＴＴジャパンカップランキング表彰

15:30 2010ジャパンカップアワードパーティー



4http://www.jtu.or.jp/national_championships/

コースマップ
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出場有資格選手：女子

NO 区分 氏名 所属 加盟団体

1 ジャパンカップ 土橋

 

茜子 トーシンパートナーズ・チームケンズ 東京

2 ジャパンカップ 田中

 

敬子 チームゴーヤー 福岡

3 ジャパンカップ 佐藤

 

優香 トーシンパートナーズ・チームケンズ 東京

4 ジャパンカップ 崎本

 

智子 日本食研 愛媛

5 ジャパンカップ 中西

 

真知子 ベストアメニティ 大阪

6 ジャパンカップ 中島

 

千恵 トーシンパートナーズ・チームケンズ 東京

7 ジャパンカップ 西

 

麻依子 湘南ベルマーレ（L) 神奈川

8 ジャパンカップ 足立

 

真梨子 トーシンパートナーズ・チームケンズ 東京

9 ジャパンカップ 高橋

 

侑子 東京ヴェルディ 東京

10 ジャパンカップ 庭田

 

清美 アシックス・ザバス 千葉

11 ジャパンカップ 菊池

 

日出子 村上塾・ブレイブ 福島

12 ジャパンカップ 川口

 

綾巳 ウイングスTC 福岡

13 ジャパンカップ 佐藤

 

千佳 神奈川県連合 神奈川

14 ジャパンカップ 井出

 

樹里 トーシンパートナーズ・チームケンズ 東京

15 ジャパンカップ 山本

 

奈央 早稲田大学・チームケンズジュニア 学連

16 ジャパンカップ 上田

 

藍 シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター 千葉

17 ジャパンカップ 川島

 

えり 愛媛県協会 愛媛

18 ジャパンカップ 平出

 

美雨 チームゴーヤー 沖縄

19 ジャパンカップ 太田

 

麻衣子 稲毛インター 千葉

20 ジャパンカップ 知花

 

果林 チームゴーヤー（J) 沖縄

21 ジャパンカップ 浅沼

 

美鈴 茨城県協会 茨城

22 ジャパンカップ 竹元

 

久美子 愛知県協会 愛知

23 ジャパンカップ 蔵本

 

葵 早稲田大学／学生連合 学連

24 ジャパンカップ 伊藤

 

弥生 ウイングスTC 福岡

25 ジャパンカップ 川崎

 

由理奈 明治大学／学連 学連

26 ジャパンカップ 川嶋

 

七彩 順天堂大学／学連 学連

27 北海道ブロック 澤田

 

愛里 JR北海道（D) 北海道

28
東北ブロック

広瀬

 

瑛美 東北福祉大学／学生連合 学連

29 鈴木

 

まさみ 福島県協会 福島

30

関東ブロック

梶田

 

舞 栃木県協会 栃木

31 白井

 

真澄 埼玉県連合 埼玉

32 中原

 

恭恵 千葉大学／学生連合 学連

33 伊藤

 

喜志子 日本大学／学生連合 学連

34 須藤

 

有海 順天堂大学／学生連合 学連

35 貴田

 

真美 群馬県協会 群馬

36 遠藤

 

紗希子 日本大学／学生連合 学連

37

東京ブロック

菅原

 

多美代 日本女子体育大学／学生連合 学連

38 矢都木

 

靖子 東京都連合 東京

39 高嶺

 

直美 東京都連合 東京

40 北陸ブロック 加瀬

 

加奈子 新潟県連合 新潟

41

東海ブロック

藤田

 

真梨 静岡県協会 静岡

42 平松

 

智子 愛知県協会 愛知

43 戸田

 

光海 愛知県協会 愛知

44

近畿ブロック

高野

 

紀子 兵庫県協会 兵庫

45 千歳

 

公子 京都府協会 京都

46 中島

 

聖子 兵庫県協会 兵庫

47 塩田

 

久美子 同志社大学／学生連合 学連

48 森本

 

奈々 兵庫県協会 兵庫

49 中国ブロック 二分

 

陽子 広島県協会 広島

50 四国ブロック 松田

 

典子 愛媛県協会 愛媛

51 九州・沖縄ブロック 境 優希 九州共立大／学生連合 学連

52 ロング日本選手権 大松

 

沙央里 トヨタ車体(L) 愛知
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出場有資格選手：女子

NO 区分 氏名 所属 加盟団体

1 ジャパンカップ 山本

 

良介 トヨタ車体 愛知

2 ジャパンカップ 細田

 

雄一 グリーンタワー・稲毛インター 千葉

3 ジャパンカップ 杉本

 

宏樹 ルミナリア 大阪

4 ジャパンカップ 高濱

 

邦晃 チームフォーカス・ボディチューン・KMS 福岡

5 ジャパンカップ 佐藤

 

治伸 日本食研 愛媛

6 ジャパンカップ 平野

 

司 ハンズ・スーア・稲毛インター 千葉

7 ジャパンカップ 下村

 

幸平 G.A.M 大阪

8 ジャパンカップ 遠藤

 

樹 東京都連合 東京

9 ジャパンカップ 若杉

 

摩耶文 湘南ベルマーレ 神奈川

10 ジャパンカップ 武友

 

潤 ウイングスTC 福岡

11 ジャパンカップ 田山

 

寛豪 NTT東日本・NTT西日本・流通経済大学職員 茨城

12 ジャパンカップ 椿 浩平 村上塾・ブレイブ 埼玉

13 ジャパンカップ 井上

 

一輝 東京都連合 東京

14 ジャパンカップ 福井

 

英郎 トヨタ車体 愛知

15 ジャパンカップ 古谷

 

純平 早稲田大学・ブレイブ北摂ヤオロジック 学連

16 ジャパンカップ 小池

 

賢 稲毛インター 千葉

17 ジャパンカップ 山本

 

淳一 千葉県連合 千葉

18 ジャパンカップ 長谷川

 

裕一 稲毛インター 神奈川

19 ジャパンカップ 細田

 

貴茂 埼玉県連合 埼玉

20 ジャパンカップ 犬童

 

太一 東京ヴェルディ 東京

21 ジャパンカップ 工藤

 

駿 チームケンズ練習生 東京

22 ジャパンカップ 岩井

 

信二 愛媛県協会 愛媛

23 ジャパンカップ 池 隆礼 チームゴーヤー（J) 沖縄

24 ジャパンカップ 堤 啓 専修大学／学連 学連

25 ジャパンカップ 竹内

 

鉄平 愛知県協会 愛知

26 北海道ブロック 小山

 

慶太 北海道連合 北海道

27
東北ブロック

相楽

 

龍也 東北大学／学生連合 学連

28 長谷川

 

健 山形県協会 山形

29

関東ブロック

石塚

 

祥吾 神奈川大学／学生連合 学連

30 外山

 

高広 埼玉県連合 埼玉

31 中込

 

英夫 神奈川県連合 神奈川

32 若杉

 

恵夢 日本体育大学／学生連合 学連

33 原田

 

隆史 神奈川県連合 神奈川

34 寺田

 

信哉 神奈川県連合 神奈川

35 平松

 

弘道 サニーフィッシュ(D) 神奈川

36

東京ブロック

米田

 

敬 慶応義塾大学／学生連合 学連

37 栗原

 

正明 国士舘大学／学生連合 学連

38 川村

 

好平 東京都連合 東京

39
北陸ブロック

北方

 

則康 石川県協会 石川

40 大村

 

貴則 富山県協会 富山

41

東海ブロック

桶谷

 

祐輝 愛知大学／学生連合 学連

42 倉内

 

誠治 愛知県協会 愛知

43 疋田

 

浩気 静岡県協会 静岡

44 櫛田

 

宣喜 愛知県協会 愛知

45 中井

 

啓太 三重県協会 三重

46

近畿ブロック

末岡

 

瞭 立命館大学／学生連合 学連

47 木庭

 

和彦 兵庫県協会 兵庫

48 岡本

 

治樹 滋賀県協会 滋賀

49 石橋

 

健志 同志社大学／学生連合 学連

50 笠井

 

拓馬 同志社大学／学生連合 学連

51

中国ブロック

小林

 

歩 広島県協会 広島

52 川端

 

大介 鳥取県協会 鳥取

53 津和野

 

太史 広島県協会 広島

54 福元

 

哲郎 広島県協会 広島

55
四国ブロック

鈴鹿

 

将樹 愛媛県協会 愛媛

56 三宅

 

真一 香川県協会 香川

57

九州・沖縄ブロック

樋口

 

玲士 福岡県連合 福岡

58 宇都宮

 

涼太 佐賀県協会 佐賀

59 宮崎

 

友和 熊本県連合 熊本

60 2010インカレ 藤本

 

貴史 東北大学／学生連合 学連
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会場風景

PART.2
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スイムエリア
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トランジションエリア

 

（T1）
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バイクコース
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トランジションエリア

 

（T2）
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ランコース



13http://www.jtu.or.jp/national_championships/

フィニッシュエリア
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給水ポイント
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メディアゾーン
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スポンサー掲出物：バナー

スイムエリア スイムエリア

スイムエリア～トランジション スイムエリア～トランジション

スイムエリア～トランジション

※敬称略



17http://www.jtu.or.jp/national_championships/

スポンサー掲出物：バナー

トランジションエリア：日本サムスン トランジションエリア：アシックス

トランジションエリア：NTT東日本トランジションエリア：NTTジャパンカップ

※敬称略
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スポンサー掲出物：バナー

トランジションエリア：日本航空 トランジションエリア：三井住友VISAカード

トランジションエリア：カナディアンクリスタ トランジションエリア：日本バナナ輸入組合

※敬称略
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スポンサー掲出物：バナー

トランジションエリア：TYR トランジションエリア：シマノ

トランジションエリア：日本体育協会 トランジションエリア：ＪＯＣ

※敬称略
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スイムエリア：三井住友VISAカード、日本航空、アシックス

スポンサー掲出物：アドボード

スイムエリア：ＮＴＴ東日本 スイムエリア：ＮＴＴ東日本

スイムエリア：日本サムスン

※敬称略
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スイムエリア：三井住友VISAカード、日本航空、アシックス

スポンサー掲出物：アドボード

スイムエリア：ＮＴＴ東日本 スイムエリア：ＮＴＴ東日本

スイムエリア：日本サムスン

フィニッシュエリア・メディアゾーン：ＮＴＴ東日本 表彰式・メディアゾーン：ＮＴＴ東日本

※敬称略
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スポンサー掲出物：アドボード

フィニッシュゲート：コース側

フィニッシュゲート：メディア側

※敬称略
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スポンサー掲出物：のぼり

スイム～トランジションエリア：NTT東日本

スイムエリア：日本サムスン スイム～トランジションエリア：日本サムスン

スイムエリア：NTT東日本

※敬称略
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スポンサー掲出物：のぼり

スイムエリア：日本体育協会

スイム～トランジションエリア：日本航空

スイムエリア：日本航空、カナディアンクリスタ、三井住友VISAカード

スイム～トランジションエリア：三井住友VISAカード

スイム～トランジションエリア：カナディアンクリスタ スイムエリア

※敬称略
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スポンサー掲出物：のぼり

トランジションエリア：ＮＴＴ東日本トランジションエリア：ＮＴＴ東日本

トランジションエリア：日本サムスン トランジションエリア

※敬称略
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その他

ジャパンカップ旗、主催旗コーションテープ（沿道：シマノ）

タイトル看板（フィニッシュゲート上）

記者会見（バナー、バックシート掲出）

※敬称略
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その他

インタビューバックシート（メディアゾーン：ＮＴＴ東日本）横断幕（フィニッシュエリア：ＮＴＴ東日本）

バイクステッカー：ＮＴＴ東日本ヘルメットステッカー：ＮＴＴ東日本

フィニッシュテープレースナンバー：ＮＴＴ東日本

※敬称略
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物品提供

水：カナディアンクリスタ

スイムキャップ：ＴＹＲ

スタッフ食事：山崎製パン

※敬称略
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物品提供

花：青山フラワーマーケット

※敬称略

メカニック：シマノ
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レース風景

PART.3
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選手受付 10月16日（土）
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メディア受付／メディア説明会／選手記者会見 10月16日（土）
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選手記者会見 10月16日（土）
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選手説明会 10月16日（土）
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大会直前情報（2010年10月16日ＪＴＵ発信） 10月16日（土）

ナショナルチーム8名が、レースの意気込みを語る

10月16日（土）、東京都港区お台場の台場区民センターで、

 

17日（日）に開催される2010NTTジャパンカップランキングイ

 

ベント最終戦／第16回日本トライアスロン選手権東京港大会

 

／2011アジア選手権（チャイニーズタイペイ）代表選考会に

 

先立ち、日本ナショナルチーム選手の記者発表が行われた。

出席したのは女子が井出樹里（トーシンパートナーズ・チー

 

ムケンズ）、足立真梨子（トーシンパートナーズ・チームケン

 

ズ）、上田藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター）、土橋

 

茜子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）、佐藤優香（トーシ

 

ンパートナーズ・チームケンズ）、男子が田山寛豪（NTT東日

 

本・NTT西日本／流通経済大学職員）、山本良介（トヨタ車

 

体）、細田雄一（グリーンタワー・稲毛インター）の8名。司会は、

 

山本光宏JTU事業・広報副委員長。

まず、各選手が自己紹介と今大会への意気込みを語った。

 

その後、記者からの質問にも活発に答えていた。

本大会は、日本選手権優勝者とともに、ジャパンカップラン

 

キングの優勝者も決定する。

男子は現在ランキング1位の山本、2位の細田の争いにな

 

る。女子は、1位の土橋から2位田中敬子（チームゴーヤー）、

 

3位佐藤、4位崎本智子（日本食研）までの4名がシリーズ優勝

 

を狙える位置にいる。

17日（日）は、女子が8:25、男子が11:00からレーススタート。

※以下選手コメント

○井出

 

樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）

 

今年前半はけがで調子を落としていたが、WCSブダペスト大会で10位に入り調

 

子が戻ってきた。今年はチームメイトがお互いに支え合うことで仲間から家族

 

の

 

ような存在になった。仲間がいたから、もう一度世界で戦えるレベルに戻れた。1

 

年間のチームの成長を見せ、そのなかで自分しかできない3連覇を目指す。

○足立

 

真梨子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）
今シーズン、いままでにない練習を継続してきた。自分を支えてくれるチームメイ

 

トの存在があったから、つらい練習に耐えてここまで来られた。明日のレースで

 

チームメイトと一緒に戦えると思うと、いまからわくわくする。その気持ちを爆発さ

 

せて、笑顔でフィニッシュラインに立ちたい。
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大会直前情報（2010年10月16日ＪＴＵ発信） 10月16日（土）

○土橋

 

茜子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）
今シーズンは11戦レースをし、明日のレースで12戦目。いままでだったら9戦目で身

 

体が限界を迎えていたが、今シーズンはレースを重ねるにつれ、調子が良くなって

 

きている。明日は自信をもってスタートラインに立てる。武器であるスイムで先行し、

 

自分らしいレースで初優勝を目指す。

○上田

 

藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター）
千葉国体は「地元優勝確実」というプレッシャーのなかでのレースだった。そこで優

 

勝でき、翌週のウアトゥルコワールドカップでも優勝を果たすことができた。今週水

 

曜日に帰国したばかりだが、回復力もよく、とても良い状態。明日のレースでは3連

 

覇を目指して頑張りたい。4月に大けがをしたが、国体から本格的に調子が戻った。

○佐藤

 

優香（トーシンパートナーズ・チームケンズ）
8月の第1回ユースオリンピックで第1号の金メダリストになれたことで、練習や先輩に

 

対する意識に変化が起き、選手として成長できた。翌週のハンガリーのジュニア選

 

手権で5位になり、改めて世界の壁を感じた。日本一になるための練習をして、先

 

輩たちは日本一になっている。自分にもチャンスがある。胸を張ってレースに参加し

 

たい。

○田山

 

寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）
今シーズンは3月にふくらはぎの肉離れを起こしてからけがで苦しんでいたが、仲間

 

や応援してくれるファンの声援が力になった。今レースに向けて長野県で合宿をし、

 

やることはやった。あとは運命にゆだねるだけ。ここまできて悔いはない。明日は

 

正々堂々レースに挑み、5連覇を目指す。

○山本

 

良介（トヨタ車体）
今シーズンは多くのレースに参加し、良いレース、悪いレースがそれぞれあった。そ

 

こまでの流れは関係なく、お台場には日本タイトルを取るために来ている。そこにこ

 

だわってレースをしたい。今シーズンの目標はアジア選手権での優勝だが、まずは

 

明日のレースで優勝し、弾みをつけてアジア選手権に挑みたい。

○細田

 

雄一（グリーンタワー・稲毛インター）

 

明日は日本タイトルをかけて全力で戦いたい。田山選手は東京港大会で勝ち続け

 

ている偉大な選手。その壁を乗り越えるため、自分自身に負けないように力を

 

出し

 

切りたい。アジア選手権も大切だが、まずは日本タイトルを取ることに全力を尽くす。

 

今後はナショナルチームの合宿後、メキシコでの合宿を予定してい

 

る。
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女子最終受付／バイクセット 10月17日（日）
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メディア・来賓受付

 

メカニックサービス 10月17日（日）
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女子・スタート前風景 10月17日（日）
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女子・スタートセレモニー 10月17日（日）
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女子・スタート 10月17日（日）
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女子・スイム 10月17日（日）
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女子・スイム 10月17日（日）
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女子・トランジション（T1) 10月17日（日）
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女子・バイク 10月17日（日）
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女子・バイク 10月17日（日）
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女子・トランジション（T2) 10月17日（日）
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女子・ラン 10月17日（日）
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女子・ラン 10月17日（日）



50http://www.jtu.or.jp/national_championships/

女子・フィニッシュ 10月17日（日）
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女子・フィニッシュ 10月17日（日）
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男子・スタート前 10月17日（日）
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男子・スイム 10月17日（日）
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男子・スイム 10月17日（日）
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男子・トランジション（T1） 10月17日（日）
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男子・トランジション（T1） 10月17日（日）
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男子・バイク 10月17日（日）
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男子・バイク 10月17日（日）
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男子・バイク 10月17日（日）
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男子・トランジション（T2） 10月17日（日）
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男子・ラン 10月17日（日）
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男子・ラン 10月17日（日）
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男子・フィニッシュ 10月17日（日）
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男子・フィニッシュ 10月17日（日）
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レース速報（2010年10月17日ＪＴＵ発信） 10月16日（土）

崎本、山本が日本選手権とジャパンカップの2冠を達成

10月17日（日）、東京都港区台場の特設会場で、2010NTTジャパンカップランキ

 

ングイベント最終戦／第16回日本トライアスロン選手権東京港大会／2011アジ

 

ア選手権（チャイニーズタイペイ）代表選考会が開催された。本大会は、日本選

 

手権とNTTジャパンカップランキングイベント・シーズンチャンピオンの2大タイトル

 

がかかっている。

午前8時25分にスタートした女子は、スイムを得意とする土橋茜子（トーシンパー

 

トナーズ・チームケンズ）が19分18秒でスイムフィニッシュ。1秒後に川島えり（愛

 

媛県協会）、さらに6秒後に足立真梨子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）がト

 

ランジションへ入った。その後、高橋侑子（東京ヴェルディ）、上田藍（シャクリー・

 

グリーンタワー・稲毛インター）、崎本智子（日本食研）も続々とあとを追った。

バイクでは、序盤スイムから調子を上げていた足立、佐藤、川島に、上田、庭田

 

清美（アシックス・ザバス）、井出樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）、太

 

田麻衣子（寒竹歯科医院・稲毛インター）らを加えた総勢14名で、2周回目に第1

 

集団を形成。すぐ後ろを田中敬子（チームゴーヤー）が一人で追った。その後、

 

井出が第1集団から脱落し、第2集団と合流。13名になった集団は、先頭交代を

 

繰り返しながらペースを維持し、ランに移った。

ランは、最初に飛び出した上田、足立、崎本、佐藤の4名で最後まで競るかと

 

思われたが、1周回の最初から崎本が集団から抜けだす形に。上田が一人で崎

 

本の後を追ったが最後まで背中をとらえることはできず、崎本が1時間56分のタ

 

イムでトップフィニッシュ。日本選手権初優勝を果たした。2位に1時間56分

 

17秒

 

で上田、3位に1時間56分27秒で足立が入った。

午前11時スタートの男子は、スイムから田山寛豪（NTT東日本・NTT西日本／

 

流通経済大学職員）、山本良介（トヨタ車体）が強さを見せる。平野司（ハンズ・

 

スーア・稲毛インター）、杉本宏樹（ルミナリア）、遠藤樹（東京都連合）と5名でほ

 

ぼ同時にスイムをトップで終える。一人で5名のあとを追っていた細田雄一（グ

 

リーンタワー・稲毛インター）は、第2集団に入った。

バイクに移ると、田山、山本、遠藤、杉本、平野の5名が集団を形成。高濱邦晃

 

（チームフォーカス・ボディチューン・KMS）、佐藤治伸（日本食研）、細田らを含む

 

第2集団は、約1分10秒ほどであとを追った。その後、平野が第1集団から離れ第

 

2集団に吸収されると、そのまま4名でトランジションへ向かい、第2集団に約30秒

 

の差をつけてランへ。

ランでは、杉本、遠藤が1周回目で遅れをとり、山本と田山の争いになった。杉

 

本がその後ろを追い、さらにバイクで第2集団だった細田、佐藤が食らいつく形と

 

なる。その後も、ランには自信があると語っていた山本が勢いのある走りを見せ、

 

1時間46分10秒でトップフィニッシュ。崎本と同じく初めて日本選手権での優勝を

 

果たした。最後まで山本と争った田山が1時間46分32秒で2位に、杉本を抜き、

 

佐藤との競り合いを制した細田が1時間47分11秒で3位に入った。

この結果を受け、崎本、山本が2010NTTジャパンカップランキングのシーズン

 

チャンピオンとなり、男女とも日本選手権との2冠を達成。ジャパンカップ女子2位

 

は佐藤、3位は土橋、男子2位は細田、3位は杉本となった。
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レース速報（2010年10月17日ＪＴＵ発信） 10月17日（日）

○崎本

 

智子（日本食研）
うれしさと、次へ向かう気持ちでいっぱい。井出選手が集団か

 

ら離れたことは、ローテーションをするなかで気付いた。バイク

 

は苦しんだので、出来は50パーセント。楽にランに移れるよう、

 

練習を積まなければいけない。ランは必死だったが、自分の身

 

体に祈って必死に逃げた。コーチが親身になって支えてくれた

 

ことが、優勝につながった。

○上田

 

藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター）
崎本選手は爆発的なランをもっていることは知っていた。それ

 

を出されたことで負けた。以前からランが強い井出選手、足立

 

選手に的を絞って勝負するつもりでいた。優勝を狙っていたか

 

ら悔しいが、けがをしたあと、ここまではい上がれたことには満

 

足している。今回の経験を次につなげるつもり。来年に期待し

 

てほしい。

○山本

 

良介（トヨタ車体）
後続が追ってきていることは分かっていた。追いつかれたら精

 

神的に弱い部分が出る気がしたから、力を出し切った。今年は

 

陸上選手とランの練習をしたため、ランには絶対の自信があっ

 

た。ジャパンカップとのダブルタイトルをとることで、「山本良介

 

の1年」にしたかった。次にあるアジア選手権でもこの勢いのま

 

ま、男女で金・銀メダルを取りたい。

○田山

 

寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）
今シーズンは納得のいくレースができなかったから、相性のい

 

いお台場で勝ちたかった。今日は応援が自分の後押しをしてく

 

れたおかげで走り抜けた。改めて「トライアスロンは最高だ」と

 

感じた。タイトルを取り返す気持ちをもてたから、2位という結果

 

は財産。アジア選手権に向けて仕上げてきている山本選手の、

 

役に立てていたらうれしい。
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表彰式：日本選手権 10月17日（日）
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表彰式：ＮＴＴジャパンカップランキング 10月17日（日）
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大会データ

PART.4
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大会データ

出場者数 女子：49名

 

男子：58名

 

合計：107名

観客数 100,000名（沿道の応援含む）

天候
くもり
風速：微風

 

気温：22.5℃（11時現在）、水温22.5℃（7時現在）

メデイア登録数 30社

 

139名

ボランティア数 調査中

報道

・10月17日（日）

 

21:50～22：40

 

NHKサンデースポーツ

 

【男子トライアスロン】日本選手権・山本良介が優勝◇優勝・山本良介、２位・田山寛豪、３

 

位・細田雄一。【会見】山本良介。
【女子トライアスロン】日本選手権・崎本智子が優勝◇優勝・崎本智子、２位・上田藍、３位・

 

足立真梨子。【告知】「トライアスロン日本選手権・女子」ＢＳ１・３１日午後３時放送、「トライ

 

アスロン日本選手権・男子」ＢＳ１・３１日午後４時放送

・10月17日（日）

 

24:30～25:20

 

TBS

 

S☆1

 

＜７ｄａｙｓ７ｍｉｎ＞【女子トライアスロン】日本選手権東京港大会・佐藤優香が４位◇１８歳

 

以下の世界チャンピオン・佐藤優香も出場。４位・佐藤優香。【資料・協力】アフロ【コメント】

 

佐藤優香

・10月17日（日）

 

24:10～24:40

 

CXすぽると

 

＜７ｄａｙｓ７ｍｉｎ＞
【女子トライアスロン】【女子トライアスロン】日本選手権・崎本智子が優勝◇優勝・崎本智子。

 

（テロップ）男子優勝・山本良介

新聞・雑誌掲載

東京新聞、東京中日スポーツ、日本経済新聞、産経新聞、スポーツ報知、読売新聞、聖教

 

新聞、中日新聞、日刊スポーツ、毎日新聞、スポーツニッポン、朝日新聞、fくしまみんぽy、

 

サンケイスポーツ、千葉日報

 

ほか
（順不同）

テレビ放送
10月31日（日）15:00～16:50

 

NHK BS-1

 

女子競技／男子競技

WEB関連
大会事前事後ニュースリリース配信、リザルト掲載

 

http://www.jtu.or.jp/

携帯動画配信

 

NHKモバイルサイト（テレビ放送後実施）
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リザルト：女子

順位 No. 氏名 年齢 所属/登録 総合記録 差

1 7 﨑本

 

智子 27 日本食研 1:56:00

2 3 上田

 

藍 26 シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター 1:56:17 0:00:17

3 2 足立

 

真梨子 27 トーシンパートナーズ・チームケンズ 1:56:29 0:00:29

4 6 佐藤

 

優香 18 トーシンパートナーズ・チームケンズ 1:56:43 0:00:43

5 13 菊池

 

日出子 23 村上塾・ブレイブ 1:56:52 0:00:52

6 4 土橋

 

茜子 24 トーシンパートナーズ・チームケンズ 1:57:05 0:01:05

7 12 庭田

 

清美 39 アシックス・ザバス 1:57:18 0:01:18

8 14 川口

 

綾巳 25 ウイングスTC 1:58:55 0:02:55

9 9 中島

 

千恵 27 トーシンパートナーズ・チームケンズ 1:59:04 0:03:04

10 17 川島

 

えり 23 愛媛県協会 1:59:11 0:03:11

11 11 高橋

 

侑子 19 東京ヴェルディ 1:59:42 0:03:42

12 10 西

 

麻依子 26 湘南ベルマーレ（L) 2:00:47 0:04:47

13 19 太田

 

麻衣子 25 寒竹歯科医院・稲毛インター 2:01:56 0:05:56

14 31 大松

 

沙央里 28 トヨタ車体(L) 2:02:03 0:06:03

15 1 井出

 

樹里 27 トーシンパートナーズ・チームケンズ 2:02:14 0:06:14

16 18 平出

 

美雨 22 チームゴーヤー 2:03:05 0:07:05

17 15 佐藤

 

千佳 24 神奈川県連合 2:03:35 0:07:35

18 24 伊藤

 

弥生 23 ウイングスTC 2:04:06 0:08:06

19 22 竹元

 

久美子 27 愛知県協会 2:04:22 0:08:22

20 16 山本

 

奈央 19 早稲田大学・チームケンズジュニア 2:04:32 0:08:32

21 23 蔵本

 

葵 22 早稲田大学／学生連合 2:04:58 0:08:58

22 46 梶田

 

舞 23 栃木県協会 2:05:34 0:09:34

23 20 知花

 

果林 18 チームゴーヤー（J) 2:06:09 0:10:09

24 5 田中

 

敬子 26 チームゴーヤー 2:07:11 0:11:11

25 21 浅沼

 

美鈴 29 茨城県協会 2:07:31 0:11:31

DNF 25 川崎

 

由理奈 24 明治大学／学連

DNF 26 川嶋

 

七彩 21 順天堂大学／学連

DNF 27 沢田

 

愛里 30 JR北海道（D)

DNF 28 高野

 

紀子 32 兵庫県協会

DNF 29 矢都木

 

靖子 22 東京都連合

DNF 30 菅原

 

多美代 21 日本女子体育大学／学生連合

DNF 32 平松

 

智子 36 愛知県協会

DNF 33 広瀬

 

瑛美 23 東北福祉大学／学生連合

DNF 34 白井

 

真澄 24 埼玉県連合

DNF 35 伊藤

 

喜志子 21 日本大学／学生連合

DNF 36 藤田

 

真梨 24 静岡県協会

DNF 37 鈴木

 

まさみ 34 福島県協会

DNF 38 二分

 

陽子 28 広島県協会

DNF 39 戸田

 

光海 28 愛知県協会

DNF 40 遠藤

 

紗希子 20 日本大学／学生連合

DNF 41 松田

 

典子 33 愛媛県協会

DNF 42 森本

 

奈々 36 兵庫県協会

DNF 43 高嶺

 

直美 23 東京都連合

DNF 44 中島

 

聖子 30 兵庫県協会

DNF 45 境 優希 20 九州共立大／学生連合

DNF 47 中原

 

恭恵 24 千葉大学／学生連合

DNF 48 貴田

 

真美 26 群馬県協会

DNF 49 塩田

 

久美子 20 同志社大学／学生連合

DNS 8 中西

 

真知子 34 ベストアメニティ
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順位 No. 氏名 年齢 所属/登録 総合記録 差

1 2 山本

 

良介 31 トヨタ車体 1:46:10

2 1 田山

 

寛豪 28 NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員 1:46:32 0:00:22

3 3 細田

 

雄一 25 グリーンタワー・稲毛インター 1:47:11 0:01:01

4 6 佐藤

 

治伸 31 日本食研 1:47:12 0:01:02

5 14 福井

 

英郎 33 トヨタ車体 1:47:40 0:01:30

6 5 髙濵

 

邦晃 31 チームフォーカス・ボディチューン・KMS 1:47:42 0:01:32

7 4 杉本

 

宏樹 31 ルミナリア 1:47:58 0:01:48

8 12 椿 浩平 18 村上塾・ブレイブ 1:49:24 0:03:14

9 9 遠藤

 

樹 20 東京都連合 1:49:40 0:03:30

10 21 岩井

 

信二 29 愛媛県協会 1:50:20 0:04:10

11 7 平野

 

司 27 ハンズ・スーア・稲毛インター 1:50:52 0:04:42

12 19 犬童

 

太一 27 東京ヴェルディ 1:52:03 0:05:53

13 11 武友

 

潤 26 ウイングスTC 1:52:21 0:06:11

14 16 小池

 

賢 31 稲毛インター 1:52:31 0:06:21

15 57 石塚

 

祥吾 21 神奈川大学／学生連合 1:52:32 0:06:22

16 22 池 隆礼 19 チームゴーヤー（J) 1:52:56 0:06:46

17 27 疋田

 

浩気 38 静岡県協会 1:53:21 0:07:11

18 17 長谷川

 

裕一 25 稲毛インター 1:54:15 0:08:05

19 13 井上

 

一輝 28 東京都連合 1:54:30 0:08:20

20 10 若杉

 

摩耶文 23 湘南ベルマーレ 1:54:43 0:08:33

21 39 原田

 

隆史 33 神奈川県連合 1:55:07 0:08:57

22 28 平松

 

弘道 30 サニーフィッシュ(D) 1:55:09 0:08:59

23 29 中込

 

英夫 43 神奈川県連合 1:55:36 0:09:26

24 18 細田

 

貴茂 20 埼玉県連合 1:55:41 0:09:31

25 24 竹内

 

鉄平 33 愛知県協会 1:55:53 0:09:43

26 25 外山

 

高広 26 埼玉県連合 1:56:17 0:10:07

27 36 長谷川

 

健 29 山形県協会 1:56:17 0:10:07

28 31 大村

 

貴則 34 富山県協会 1:56:27 0:10:17

29 38 藤本

 

貴史 22 東北大学／学生連合 1:56:28 0:10:18

30 23 堤 啓 19 専修大学・東京ヴェルディ 1:56:39 0:10:29

31 35 若杉

 

恵夢 21 日本体育大学／学生連合 1:56:49 0:10:39

32 37 石橋

 

健志 21 同志社大学／学生連合 1:57:12 0:11:02

33 33 中井

 

啓太 28 三重県協会 1:57:21 0:11:11

34 26 宇都宮

 

涼太 21 佐賀県協会 1:57:45 0:11:35

35 8 下村

 

幸平 25 G.A.M 1:58:09 0:11:59

36 15 古谷

 

純平 19 早稲田大学・ブレイブ北摂ヤオロジック 2:00:28 0:14:18

37 50 櫛田

 

宣善 26 愛知県協会 2:00:45 0:14:35

DNF 20 工藤

 

駿 20 チームケンズ練習生

DNF 30 相楽

 

龍也 24 東北大学／学生連合

DNF 32 宮﨑

 

友和 30 熊本県連合

DNF 34 倉内

 

誠司 26 愛知県協会

DNF 40 栗原

 

正明 23 国士舘大学／学生連合(D)

DNF 41 三宅

 

真一 34 香川県協会

DNF 42 樋口

 

玲士 28 福岡県連合

DNF 43 桶谷

 

祐輝 22 愛知大学／学生連合

DNF 44 川端

 

大介 30 鳥取県協会

DNF 45 川村

 

好平 25 東京都連合

DNF 46 岡本

 

治樹 32 滋賀県協会

DNF 47 笠井

 

拓馬 20 同志社大学／学生連合

DNF 48 福元

 

哲郎 38 広島県協会

DNF 49 米田

 

敬 23 慶応義塾大学／学生連合

DNF 51 津和野

 

太史 26 広島県協会

DNF 52 鈴鹿

 

将樹 40 愛媛県協会

DNF 53 小林

 

歩 21 広島県協会

DNF 54 小山

 

慶太 26 北海道連合

DNF 55 北方

 

則康 37 石川県協会

DNF 56 寺田

 

信哉 30 神奈川県連合

DNF 58 末岡

 

瞭 20 立命館大学／学生連合

リザルト：男子
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順位 氏名 合計 石垣島 天草 酒田 仙台 蒲郡 大阪 WCS* 村上 東京

1 崎本

 

智子 645 160 185 120 180

2 佐藤

 

優香 569 117 150 150 <52> 152

3 土橋

 

茜子 564 147 <109> 140 140 137

4 足立

 

真梨子 497 136 200 161

5 田中

 

敬子 492 107 136 150 99

6 中西

 

真知子 432 89 <80> 95 128 120 <64>

7 中島

 

千恵 430 <63> 120 102 114 <64> 94

8 菊池

 

日出子 414 80 114 76 144

9 庭田

 

清美 409 180 100 129

10 西

 

麻依子 373 <78> 102 <58> 92 98 81 <62>

11 高橋

 

侑子 352 114 71 <30> 87 80

12 川口

 

綾巳 309 126 <9> 62 21 100

13 上田

 

藍 295 126 169

14 川島

 

えり 206 10 106 90

15 佐藤

 

千佳 195 14 55 106 20

16 井出

 

樹里 192 153 39

17 山本

 

奈央 128 96 20 12

17 平出

 

美雨 128 101 27

19 太田

 

麻衣子 105 60 45

20 知花

 

果林 57 32 25

21 大松

 

沙央里 42 42

22 竹元

 

久美子 38 38

23 蔵本

 

葵 31 17 0 14

24 伊藤

 

弥生 29 29

25 川崎

 

由理奈 10 10

26 川嶋

 

七彩 2 2

2010

 

ＮＴＴトライアスロンジャパンカップランキング：女子
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順位 氏名 合計 石垣島 天草 酒田 仙台 蒲郡 大阪 WCS* 村上 東京

1 山本

 

良介 665 168 <150> 150 167 <120> 180

2 細田

 

雄一 647 180 150 <120> 180 137

3 杉本

 

宏樹 498 148 132 119 99

4 佐藤

 

治伸 436 128 <46> 98 78 132

5 高濱

 

邦晃 431 133 <38> <73> 79 109 110

6 平野

 

司 342 90 100 40 <2> 112 <15>

7 下村

 

幸平 336 <43> 76 <37> 65 120 75

8 田山

 

寛豪 281 25 93 163

9 遠藤

 

樹 202 70 29 55 48

10 福井

 

英郎 183 28 41 114

11 椿 浩平 162 71 34 57

12 若杉

 

摩耶文 151 46 <8> <2> 11 80 14

13 武友

 

潤 122 90 32

14 井上

 

一輝 81 63 11 7

15 古谷

 

純平 68 28 40

16 小池

 

賢 66 41 25

17 山本

 

淳一 52 52

18 岩井

 

信二 50 20 30

19 長谷川

 

裕一 40 33 7

20 細田

 

貴茂 34 34

21 犬童

 

太一 29 12 17

22 工藤

 

駿 27 27

23 池 隆礼 6 6

24 堤 啓 4 4

25 竹内

 

鉄平 2 2

2010

 

ＮＴＴトライアスロンジャパンカップランキング：男子
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順位 氏名 合計 石垣島 天草 酒田 仙台 蒲郡 大阪 WCS* 村上 東京

1 山本

 

良介 665 168 <150> 150 167 <120> 180

2 細田

 

雄一 647 180 150 <120> 180 137

3 杉本

 

宏樹 498 148 132 119 99

4 佐藤

 

治伸 436 128 <46> 98 78 132

5 高濱

 

邦晃 431 133 <38> <73> 79 109 110

6 平野

 

司 342 90 100 40 <2> 112 <15>

7 下村

 

幸平 336 <43> 76 <37> 65 120 75

8 田山

 

寛豪 281 25 93 163

9 遠藤

 

樹 202 70 29 55 48

10 福井

 

英郎 183 28 41 114

11 椿 浩平 162 71 34 57

12 若杉

 

摩耶文 151 46 <8> <2> 11 80 14

13 武友

 

潤 122 90 32

14 井上

 

一輝 81 63 11 7

15 古谷

 

純平 68 28 40

16 小池

 

賢 66 41 25

17 山本

 

淳一 52 52

18 岩井

 

信二 50 20 30

19 長谷川

 

裕一 40 33 7

20 細田

 

貴茂 34 34

21 犬童

 

太一 29 12 17

22 工藤

 

駿 27 27

23 池 隆礼 6 6

24 堤 啓 4 4

25 竹内

 

鉄平 2 2

2010

 

ＮＴＴトライアスロンジャパンカップランキング：男子



76http://www.jtu.or.jp/national_championships/

告知広報

PART.5
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プレスリリース

 

（JTUメールニュースの配信）

10月13日（水）
配信

JTUメールニュース

 

＃141
「日本最高峰の戦

 

い。2大タイトルを

 

かけ日本のトップ選

 

手が集結！（日本

 

選手権東京港大会

 

10/17開催）

 

」

10月17日（日）

 

配信

JTUメールニュース

 

＃136
「石垣島トライアス

 

ロン大会選手募

 

集」

10月17日（日）

 

配信

JTUメールニュース

 

＃148
「第16回日本トライ

 

アスロン選手権東

 

京港大会レース速

 

報」

10月21日（木）
配信

JTUメールニュース

 

＃149
「日本選手権テレビ

 

放送のお知らせ」

10月16日（日）
配信

JTUメールニュース

 

＃144
「第16回日本トライ

 

アスロン選手権東

 

京港大会事前情報
」

10月17日（日）

 

配信

JTUメールニュース

 

＃146
「石垣島大会男子

 

速報」

10月17日（日）

 

配信

JTUメールニュース

 

＃147
「2010NTTジャパン

 

カップランキングイ

 

ベント結果速報
」
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プレスリリース

 

（ＪＴＵ

 

Ｗｅｂ

 

Ｍａｇａｚｉｎｅニュースリリース掲載）

10月5日

 

ニュースリリース：取材案内
http://www.jtu.or.jp/news/2010/101005.html

10月16日

 

ニュースリリース：大会直前情報
http://www.jtu.or.jp/news/2010/2010news_10TokyoRelease1.html

10月17日

 

ニュースリリース：レース速報
http://www.jtu.or.jp/news/2010/2010news_10TokyoRelease2.html

10月21日

 

ニュースリリース：テレビ放送案内
http://www.jtu.or.jp/news/2010/101021-1.html
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WEB掲載記事の一例
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WEB掲載記事の一例
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WEB掲載記事の一例
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WEB掲載記事の一例
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新聞記事の一例：東京アクアスロン
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新聞記事の一例：東京アクアスロン
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新聞記事の一例：記者会見記事（大会前日）
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新聞記事の一例：今日のスポーツ
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新聞記事の一例：結果記事
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新聞記事の一例：結果記事



89http://www.jtu.or.jp/national_championships/

新聞記事の一例：結果記事
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ツール・他

PART.6
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Ｗｅｂサイト

日本選手権公式サイト
http://www.jtu.or.jp/national_championships/

ジャパンカップ公式サイト
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2010/
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大会パンフレット
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第16回日本トライアスロン選手権東京港大会を支えていただいたボランティアおよびスポンサー、

 

出場選手の皆様、その他多くの方々のご協力に心から感謝いたします。

沿道よりたくさんのご声援、ありがとうございました。

2010年10月17日
社団法人日本トライアスロン連合
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