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横浜国際トライアスロン大会（8/21～23 開催）取材案内 

横浜開港 150 周年記念事業の一環として、8 月 21 日（金）～23 日（日）に、神奈川

県横浜市中区で 2009ITU トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会・NTT トライア

スロンジャパンカップランキングイベント／世界キッズトライアスロン大会／世界こ

どもスポーツサミット in 横浜が開催されます。今大会にはユース含め 30 の国と地域が

参加します。 
世界選手権シリーズは、トライアスロンの最高峰シリーズです。22 日（土）はユー

ス（16～18 歳）女子とエリート（19 歳以上）女子、23 日（日）はユース男子とエリー

ト男子のレースが、山下公園をメイン会場に、赤レンガ倉庫や横浜税関などの歴史的施

設をめぐる特設コースで行われます。 
出場する選手は、エリート女子は ITU 世界選手権ランキング 2 位のアンドレア・ヒ

ューイット（ニュージーランド）、4 位のリサ・ノルデン（スウェーデン）、6 位のサラ・

ハスキンス（アメリカ）、18 位のデビー・ターナー（ニュージーランド）らに、昨年の

北京オリンピックで 5 位に入賞した井出樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）

と、庭田清美（アシックス・ザバス）、上田藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛イ

ンター）、足立真梨子（トーシンパートナーズ・チームケンズ）らのナショナルチーム

が挑みます。 
エリート男子は、ランキング 1 位のマイク・ペッツォールド（ドイツ）、3 位のハビ

エル・ゴメス（スペイン）、4 位のブラッド・カーフェルト（オーストラリア）、5 位の

ジャロッド・シューメーカー（アメリカ）、8 位のローラン・ダビル（フランス）、9 位

のクリス・ゲメル（ニュージーランド）、10 位のカートニー・アトキンソン（オースト

ラリア）に加え、北京オリンピック金メダルのヤン・フロデノ（ドイツ）、同オリンピ

ック銅メダルのベバン・ドカティ（ニュージーランド）、さらにナショナルチームの山

本良介（トヨタ車体）、田山寛豪（NTT 東日本・NTT 西日本／流通経済大学職員）、細

田雄一（稲毛インター）、そしてナショナルチームのホープとして椿浩平（チームブレ

イブ）が登場します。 
またユースには、未来のナショナルチーム入りを狙う多くの若手が出場します。 
23 日（日）には、世界キッズトライアスロン大会が山下公園を中心とした特設コー

スで開催されます。この大会は、国際的に初めての試みで、内外約 300 名の 6～15 歳ま

での小・中学生と一部の高校 1 年生が参加します（12 月 31 日現在の年齢によるため）。 
レースに先立つ 21 日（金）には、世界こどもスポーツサミット in 横浜が開かれます。

これは、世界のこどもたちがスポーツの心＝フェアプレー精神にのっとり、よりよい未

来（環境・平和）について語り合い、その成果を「世界こどもスポーツ横浜宣言」にま

とめ、世界へ発信するものです。このイベントには、10 歳以上の約 200 名の世界キッ

ズトライアスロン参加選手を含め、約 800 名の参加者が予定されています。 
この 3 日間の横浜国際トライアスロンを取材されるメディアの皆さまは、取材申請書

をご提出ください。 
取材に関するお問い合わせ先 

(社) 日本トライアスロン連合(JTU) 事務局  広報担当：090-3204-3126 
2009 横浜国際トライアスロン大会等実行委員会事務局 

TEL：045-640-5539 FAX：045-640-5564 
Mail：info@2009yokohamatriathlon.com 



社団法人日本トライアスロン連合

 

宛

FAX : 03-5469-5403

取材申請書

貴 社 名

媒体(番組)名

住 所

取材責任者

電話番号 ＦＡＸ番号

メールアドレス

備 考

■ お問い合わせ
社団法人日本トライアスロン連合(ＪＴＵ) 
東京都渋谷区渋谷2-9-10 青山キングビル3F

 

代表電話：03-5469-5401

 

現地広報担当連絡先：大塚

 

090-3204-3126

 

メール(広報担当)：jtuoffice@jtu.or.jp

 

URL：http://www.jtu.or.jp/
2009横浜国際トライアスロン大会等実行委員会事務局
TEL：045-640-5539

 

FAX：045-640-5564
Mail：info@2009yokohamatriathlon.com

2009トラアイスロン世界選手権シリーズ横浜大会
世界ｷｯｽﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会/世界こどもｽﾎﾟｰﾂｻﾐｯﾄin横浜

1.

 

必要事項をご記入の上、事前に社団法人日本トライアスロン連合宛に

 

ＦＡＸを送信してください。

 

2.

 

当日は取材申請書を必ず持参してください。
3.

 

個別取材等をご希望の場合は、備考欄にご記入ください。
4.

 

大会情報・リザルトの配信等のご要望は

 

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

 

をご覧ください。

■当日取材者名

氏 名 性 別 担当職務

 

(テレビクルー、カメラ、ペン記者など）

1 男性

 

・

 

女性

2 男性

 

・

 

女性

3 男性

 

・

 

女性

4 男性

 

・

 

女性

5 男性

 

・

 

女性

〔所属〕 〔氏名〕

■取材者合計人数

テレビクルー カメラ ペン記者 その他 合 計

名 名 名 名 名

■ 取材申請書について

対象大会

 

：

 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ世界選手権横浜大会/世界ｷｯｽﾞﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会/世界こどもｽﾎﾟｰﾂｻﾐｯﾄin横浜
開催日時

 

：

 

2009年8月21日(金)～23日（日）
競技会場

 

：

 

神奈川県横浜市中区(トライアスロン：山下公園周辺・サミット：パシフィコ横浜)
メディアルーム（ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚｰ横浜2F「ｹﾝｼﾞﾝﾄﾝ」）：20日（木）12時から23日（日）20時
メディア受付：20日（木）12:00～15:00／21日（金）12:00～15:00（IDカード・ビブス支給）
記者会見・メディア説明会

 

（ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚｰ横浜3F「ﾋﾞｸﾄﾘｱ」）：
20日（木）15:00～16:00（国内外有力選手）／21日（金）17:30～18:30（日本ナショナルチーム）

申請期限：

2009年

 

8月

 

21日

 

金曜日必着

mailto:jtuoffice@jtu.or.jp


2009.08.10現在

日時 プログラム 会場 部屋

09:00 - 20:00 LOC本部 ホテルモントレ 2階すずらん・つばき

09:00 - 20:00 ITUルーム ホテルモントレ 2階いちょう

09:00 - 20:00 ITUメディアルーム ホテルモントレ 2階あじさい

09:00 - 17:00 メカニックサービス ホテルモントレ 入口横

09:00 - 20:00 LOC本部 ホテルモントレ 2階すずらん・つばき

09:00 - 20:00 ITUルーム ホテルモントレ 2階いちょう

09:00 - 20:00 ITUメディアルーム ホテルモントレ 2階あじさい

09:00 - 20:00 ＪTUルーム ホテルモントレ ２階あやめ

09:00 - 12:00 スイムトレーニング 富士見中学校 屋外プール

09:00 - 17:00 メカニックサービス ホテルモントレ 入口横

12:00 - 18:00 メディアルーム/メディア登録 ホテルモントレ 2階ケンジントン

15:00 - 16:00 メディア説明会/記者会見 ホテルモントレ ３階ビクトリア

16:00 -17:00 コーチミーティング ホテルモントレ ３階ビクトリア

16:00 - 17:00 エリート・ユース選手登録 ホテルモントレ ３階ビクトリア前

17:00 - 18:00 エリート・ユース競技説明会 ホテルモントレ ３階ビクトリア

18:30 - 21:00 カーボパーティ 横浜マリンタワー 1階ザ バンド

19:00 - 21:00 VIPウェルカムパーティ マリンルージュ マリンルージュ

07:30 - 08:30 ウーメンズブレックファストミーティング スターバックスコーヒー 元町中華街店

10:00 - 16:00 世界こどもスポーツサミットin横浜 パシフィコ横浜 会議センター

09:00 - 20:00 LOC本部 ホテルモントレ 2階すずらん・つばき

09:00 - 20:00 ITUルーム ホテルモントレ 2階いちょう

09:00 - 20:00 ITUメディアルーム ホテルモントレ 2階あじさい

09:00 - 20:00 ＪTUルーム ホテルモントレ ２階あやめ

12:00 - 17:00 VIPルーム ホテルモントレ １階メープル

09:00 - 12:00 スイムトレーニング 富士見中学校 屋外プール

未定 ※バイク／ラン　コースツアー バイク／ランコース コース

09:00 - 17:00 メカニックサービス ホテルモントレ 入口横

09:00 - 17:00 メディアルーム/メディア登録 ホテルモントレ 2階ケンジントン

16:00 - 17:00 公式スイムトレーニング 山下公園前スイムコース 山下公園前スイムコース

17:30 - 18:30
メディア説明会/記者会見
（日本ナショナルチーム）

ホテルモントレ 2階ケンジントン

2009トライアスロン世界選手権シリーズ横浜大会

公式スケジュール

8/21（金）

8/20（木）

8/19（水）



06:00 - 20:00 LOC本部 ホテルモントレ 2階すずらん・つばき

06:00 - 20:00 ITUルーム ホテルモントレ 2階いちょう

06:00 - 20:00 ITUメディアルーム ホテルモントレ 2階あじさい

09:00 - 20:00 ＪTU ルーム ホテルモントレ ２階あやめ

08:00 - 15:00 VIPルーム ホテルモントレ １階メープル

09:00 - 12:00 スイムトレーニング 富士見中学校 屋外プール

09:00 - 17:00 エキスポ 山下公園 エキスポテント

07:30 - 15:00 メディアルーム/メディア登録 ホテルモントレ 2階ケンジントン

06:30 - 10:00 メカニックサービス 山下公園 アスリートラウンジ

06:30 - 07:30 ユース女子チェックイン 山下公園 アスリートラウンジ

08:00 - 09:15 ユース女子コンペティション 山下公園他 レースコース

08:30 - 09:30 エリート女子チェックイン 山下公園 アスリートラウンジ

09:50 - 09:55 スタートセレモニー 山下公園 スタート地点

10:00 - 12:15 エリート女子コンペティション 山下公園他 レースコース

12:15 - 12:30 メダルセレモニー 山下公園 表彰ステージ

TBA 記者会見 ホテルモントレ 2階ケンジントン

06:00 - 20:00 LOC本部 ホテルモントレ 2階すずらん・つばき

06:00 - 20:00 ITUルーム ホテルモントレ 2階いちょう

06:00 - 20:00 ITUメディアルーム ホテルモントレ 2階あじさい

09:00 - 20:00 ＪTU ルーム ホテルモントレ ２階あやめ

08:00 - 15:00 VIPルーム ホテルモントレ １階メープル

09:00 - 17:00 エキスポ 山下公園 エキスポテント

07:30 - 15:00 メディアルーム/メディア登録 ホテルモントレ 2階ケンジントン

06:30 - 10:00 メカニックサービス 山下公園 アスリートラウンジ

06:30 - 07:30 ユース男子チェックイン 山下公園 アスリートラウンジ

08:00 - 09:15 ユース男子コンペティション 山下公園他 レースコース

08:30 - 09:30 エリート男子チェックイン 山下公園 アスリートラウンジ

09:50 - 09:55 スタートセレモニー 山下公園 スタート地点

10:00 - 12:15 エリート男子コンペティション 山下公園他 レースコース

12:15 - 12:30 メダルセレモニー 山下公園 表彰ステージ

TBA 記者会見 ホテルモントレ 2階ケンジントン

13:00 - 15:00 世界キッズトライアスロン 山下公園他 レースコース

15:30 - 16:00 キッズ表彰式 山下公園 表彰ステージ

18:00 - 20:00 ＷＣＳフェアウェルパーティ ホテルモントレ ３階ビクトリア

8/23（日）

8/22（土）


