
P.0

The 9th Annual Triathlon National Championship, Nagaragawa
2007 NTT Triathlon Japan Cup, 8nd Stage

２００７第９回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会
ＮＴＴトライアスロンジャパンカップ第８戦

2007.08.05
JAPAN TRIATHLON UNION.
www.jtu.or.jp

大会レポート
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大会概要

2007年（平成19年）8月5日 日曜日■開催日

NTT西日本、NTT東日本、大塚製薬、デサント、ライトウェイプロダクツ■協 賛

［国際の部］
総合距離51.5km（オリンピック実施距離） ※ドラフティング禁止
SWIM:1.5km／BIKE:40km／RUN:10km
［選手の部］
（A組）
総合距離12.875km ※ドラフティング禁止
SWIM:0.375km／BIKE:10km／RUN:2.5km
（B組）
総合距離25.75km ※ドラフティング可
SWIM:0.75km／BIKE:20km／RUN:5km

■競技距離

岐阜県海津市・国営木曽三川公園
特設トライアスロンコース

■競技会場

［国際の部］
4時間
（スイムフィニッシュ60分、バイクフィニッシュ100分、総合フィニッシュ240分）

［選手の部］
別途規定による

■制限時間

［国際の部］
15歳以上（高校生以上）の健康な者で、適正な競技力のある者

［選手の部］
(A組) JTUジュニア強化指定選手および各加盟団体より推薦された中学生
(B組) 強化指定選手および各加盟団体より推薦された高校生以上20歳未満 （※2007年12月31日現在19歳以下）

■参加資格

海津警察署、海津市消防本部、海津市医師会、岐阜県スポーツドクター協議会、スポーツ鍼灸セラピー岐阜、
マックス・ダイビング、名古屋カヌークラブ、県立海津明誠高等学校、愛知県ライフセービングクラブ

■協 力

国土交通省中部地方整備局、海津市、岐阜県、岐阜県教育委員会、財団法人岐阜県体育協会、東海テレビ放送、
JTU東海ブロック協議会

■後 援

長良川トライアスロン大会実行委員会■主 管

国営木曽三川後援整備運営協会■共 催

社団法人日本トライアスロン連合、中日新聞社■主 催

2007第9回日本ジュニアトライアスロン選手権
NTTトライアスロンジャパンカップ第8戦
第22回長良川国際トライアスロン大会

■大会名称
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大会公式
スケジュール ８月４日（土）

大会前日

長良川サービスセンター前河川敷 表彰ステージ国際の部競技説明会／開会式／カーボフェスタ16:00～18:00

長良川サービスセンター3F会議室ジュニア選手権競技説明会15:00～16:00

長良川サービスセンター2Fエントランスメカニックサービス13:00～17:00

長良川サービスセンター2Fホール選手受付13:00～16:00

８月５日（日）

大会当日

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリアジュニア選手権B 男子スタート08:20

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリア日本ジュニア選手権A 女子スタート08:02

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリア日本ジュニア選手権A 男子スタート08:00

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリアスタートセレモニー07:45

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリア長良川国際トライアスロン大会 国際の部 第2ウェーブスタート09:53

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリア長良川国際トライアスロン大会 国際の部 第1ウェーブスタート09:50

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリアジュニア選手権B 女子スタート09:10

全競技終了13:56

長良川サービスセンター前河川敷 表彰ステージ表彰式・抽選会13:30

長良川サービスセンター前河川敷 スイムスタートエリア長良川国際トライアスロン大会 国際の部 第3ウェーブスタート09:56

長良川サービスセンター前河川敷受付選手受付07:30～09:00

開催場所：
国営木曽三河公園
長良川サービスセンター

開催場所：
国営木曽三河公園
長良川サービスセンター 長良川河川敷



コースマップ
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過去の
上位入賞者
日本ジュニア選手権

ジュニアBジュニアA

山本 奈央女子3位知花 果林女子3位
蔵本 葵女子2位山田 和佳奈女子2位
伊藤 弥生女子1位高橋 侑子女子1位
大谷 真史男子3位椿 浩平男子3位
原田 雄紀男子2位元砂 勇雪男子2位
古川 哲也男子1位久保埜 勇貴男子1位

ジュニアBジュニアA

菊池 日出子女子3位野田 奈月女子3位
高嶋 陽香女子2位古川 翔子女子2位
蔵本 葵女子1位山本 奈央女子1位
若杉 摩耶文男子3位久保埜 勇貴男子3位
古川 哲也男子2位工藤 駿男子2位
比嘉 和真男子1位久保埜 一輝男子1位

第８回大会 （2006.08.06） 第７回大会 （2005.07.31）

ジュニアBジュニアA

大塚 真弓女子3位薮内 里美女子3位
菊池 日出子女子2位古川 翔子女子2位
蔵本 葵女子1位山本 奈央女子1位
長谷川 裕一男子3位久保埜 一輝男子3位
比嘉 和真男子2位山國 渉男子2位
伊藤 宏晃男子1位細田 貴茂男子1位

ジュニアBジュニアA

楠 里紗女子3位加藤 優女子3位
田中 敬子女子2位蔵本 葵女子2位
松本 夏季女子1位和田 陽加女子1位
東野 翔男子3位荒井 秀丈男子3位
青島 直道男子2位前田 隼矢男子2位
細田 雄一男子1位古川 哲也男子1位

第６回大会 （2004.08.01） 第５回大会 （2003.08.03）

ジュニアBジュニアA

大塚 真弓女子3位薮内 里美女子3位
菊池 日出子女子2位古川 翔子女子2位
蔵本 葵女子1位山本 奈央女子1位
長谷川 裕一男子3位久保埜 一輝男子3位
比嘉 和真男子2位山國 渉男子2位
伊藤 宏晃男子1位細田 貴茂男子1位

ジュニアBジュニアA

楠 里紗女子3位加藤 優女子3位
田中 敬子女子2位蔵本 葵女子2位
松本 夏季女子1位和田 陽加女子1位
東野 翔男子3位荒井 秀丈男子3位
青島 直道男子2位前田 隼矢男子2位
細田 雄一男子1位古川 哲也男子1位

第４回大会 （2002.08.04） 第３回大会 （2001.07.29）
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有力選手紹介

日本ジュニア選手権
男子／女子

平出美雨（チームゴーヤ/沖縄県連合）

2007アジア選手権10位
2006ジュニア選手権5位（B)
強化指定：ジュニアC

高橋侑子（東京ヴェルディ/東京都連合）

2007アジア選手権2位
2006ジュニア選手権1位（A)
強化指定：ジュニアA

山本奈央（県立西尾高校/愛知県協会）

2007アジア選手権3位
2006ジュニア選手権3位（B)
強化指定：ジュニアA

蔵本葵（東京ヴェルディ）

2007アジア選手権5位
2006ジュニア選手権2位（B)
強化指定：ジュニアA

久保埜一輝（チームテイケイジュニア/北海道連合）

2007アジア選手権11位
2006ジュニア選手権6位（B)
強化指定：ジュニアB

椿浩平（チームテイケイジュニア/埼玉県連合）

2007アジア選手権7位
2006ジュニア選手権3位（A)
強化指定：ジュニアC

工藤駿（パッシュ/北海道連合）

2007アジア選手権5位
2006ジュニア選手権5位（B)
強化指定：ジュニアC

宇都宮涼太（ウィングスTC/福岡県連合）

2007アジア選手権3位
2006ジュニア選手権8位（B)
強化指定：ジュニアA
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会場風景①

メイン会場
長良川サービスセンター前河川敷広場

ラン・バイクコース
長良川サービスセンター前河川敷

販売ブース
長良川サービスセンター前河川敷駐車場

開会式・表彰式・閉会式会場
長良川サービスセンター前河川敷特設会場
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会場風景②

スイムスタートエリア
長良川サービスセンター前河川敷

トランジションエリア
長良川サービスセンター前河川敷

バイクスタートゲート
長良川サービスセンター前河川敷

フィニッシュゲート
長良川サービスセンター前河川敷
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会場風景③

アドバナー
ＮＴＴジャパンカップシリーズ

アドバナー
ＮＴＴジャパンカップシリーズ

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ西日本

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ西日本
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会場風景④

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルスポンサー：大塚製薬 「ＡｍｉｎｏｰＶａｌｕｅ」

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルスポンサー：大塚製薬 「ＳＯＹＪＯＹ」
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会場風景⑤

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルスポンサー：アリーナ

アドバナー
大会主催：中日新聞

アドボード
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ西日本 （フィニッシュゲート設置）

アドバナー
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本 （フィニッシュゲート設置）
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会場風景⑥

アドノード
ＪＴＵオフィシャルスポンサー：大塚製薬「Ａｍｉｎｏ-ｖａｌｕｅ」 （フィニッシュゲート設置）

アドボード
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本 （フィニッシュゲート付近設置）

アドボード （開会式、表彰式、閉会式会場設置）

ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ西日本・ＮＴＴ西日本、オフィシャルスポンサー：大塚製薬

アドボード２種
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本 （フィニッシュゲート付近設置）
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会場風景⑦

のぼり
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ西日本

のぼり
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本

のぼり
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本

のぼり
ＪＴＵオフィシャルトップスポンサー：ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本 （長良川河川敷フィニッシュゲート付近設置）
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会場風景⑧

オフィシャルドリンク：
大塚製薬「Ａｍｉｎｏ-Ｖａｌｕｅ」

ミネラルウォーター：
アスレティックウォーター

給水ポイント
ＪＴＵオフィシャルドリンクー：大塚製薬「Ａｍｉｎｏ-Ｖａｌｕｅ」

ドリンクコーナー
ＪＴＵオフィシャルドリンクー：大塚製薬「Ａｍｉｎｏ-Ｖａｌｕｅ」

給水ポイント
ＪＴＵオフィシャルドリンクー：大塚製薬「Ａｍｉｎｏ-Ｖａｌｕｅ」

ドリンクコーナー
ミネラルウォーター：アスレティックウォーター
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大会風景

８月４日（土）

選手受付
１３：００～１６：００ 長良川サービスセンター２Ｆホール

ジュニア競技説明会
１５：００～１６：００ 長良川サービスセンター３Ｆ会議室

メカニックサービス
１３：００～１７：００ 長良川サービスセンター エントランス

ジュニア競技説明会
１５：００～１６：００ 長良川サービスセンター３Ｆ会議室
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大会風景

８月４日（土）

開会式
１６：００～１８：００ 長良川サービスセンター前河川敷 表彰ステージ

カーボパーティ
１６：００～１８：００ 長良川サービスセンター前河川敷 広場

開会式
１６：００～１８：００ 長良川サービスセンター前河川敷 表彰ステージ

カーボパーティ
１６：００～１８：００ 長良川サービスセンター前河川敷 広場
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大会風景

８月５日（日）
スタート前風景
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大会風景

８月５日（日）

０７時４５分～
スタートセレモニー

８時００分～
ジュニアＡ男子スタート

０８時０２分～
ジュニアＡ女子スタート
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大会風景

８月５日（日）

８時００分～
ジュニアＡ男子
競技風景
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大会風景

８月５日（日）

８時００分～
ジュニアＡ男子
競技風景
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大会風景

８月５日（日）

８時００分～
ジュニアＡ男子
競技風景
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公式記録

日本ジュニア選手権
ジュニアＡ 男子

－－－－－－－－－－チームテイケイジュニア14勇貴久保埜1DNS

－－－190:30:27180:21:57190:08:30－横浜市立末吉中学（神奈川）13健太浅海15DNF

0:12:22180:12:23200:33:23200:23:40200:09:430:45:46多治見市立平和中学（岐阜）14一臣荘加1719

0:09:36190:13:04180:29:56190:21:59180:07:570:43:00名古屋市立東港中学（愛知）14拓也寺本1218

0:06:16150:10:38170:29:02170:21:45150:07:170:39:40白岡町立菁莪中学（埼玉）13篤奎村田1817

0:05:20110:09:57160:28:47160:21:01170:07:460:38:44岡崎市立矢作中学校（愛知）12和磨城所1316

0:04:20120:10:06150:27:38130:19:56160:07:420:37:44蹉?中学（大阪）14聡太赤木1415

0:04:17170:10:39140:27:02150:20:1390:06:490:37:41名古屋市立御田中学（愛知）12凌輔前田1614

0:04:15160:10:38130:27:01140:20:09120:06:520:37:39三好町立三好丘中学（愛知）12貴大鈴木2013

0:03:34140:10:33120:26:25120:19:3970:06:460:36:58東松山市立北中学（埼玉）15航平濱田812

0:02:19130:10:1990:25:2480:18:3860:06:460:35:43久喜市立太東中（埼玉）14拓弥佐藤1111

0:02:1880:09:23110:26:19110:19:3180:06:480:35:42パッシュジュニア14瞭一中村510

0:01:3870:09:22100:25:4070:18:34140:07:060:35:02東松山市立北中学（埼玉）13彗矢濱田219

0:01:1790:09:4560:24:5660:18:3320:06:230:34:41福島市立第二中学（福島）13有希阿部78

0:01:12100:09:5510:24:41100:18:4310:05:580:34:36パッシュジュニア15駿平大島97

0:00:4560:09:0680:25:0390:18:4030:06:230:34:09豊明市立沓掛中学（愛知）12白羽谷口196

0:00:2530:08:5070:24:5940:18:10100:06:490:33:49パッシュジュニア15一平梅田45

0:00:2540:08:5650:24:5320:18:00130:06:530:33:49豊田市立逢妻中学（愛知）13太陽山﨑104

0:00:1950:08:5620:24:4710:17:57110:06:500:33:43堺市立原山台中学校（大阪）14周明石田33

0:00:0920:08:4040:24:5350:18:3040:06:230:33:33福知山スイミングスクール14晃久小林62

－10:08:3430:24:5030:18:0750:06:430:33:24カミハギサイクル14政英土井21

DiffR順
ラン
ラップ

通過スプリットB順バイク
ラップ

S順スイム
ラップ

総合記録所 属年齢氏 名No.順位

第９回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会

ジュニアＡ男子 公式記録

開催地：岐阜県海津市 特設コース
開催日：2007年8月5日 スタート時間：7時58分
競技距離：スイム375m（1周回）、バイク11㎞（3周回）、ラン2.5㎞（2周回）
水温：28.2℃（7時現在）、気温：30.4℃、天候：晴れ、風速：1.0m/sec
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大会風景

８月５日（日）

８時０２分～
ジュニアＡ女子
競技風景
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大会風景

８月５日（日）

８時０２分～
ジュニアＡ女子
競技風景
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公式記録

日本ジュニア選手権
ジュニアＡ 女子

0:11:18240:14:58240:32:21220:23:30220:08:510:47:19下呂市立金山中学（岐阜）13文菜長谷川2424

0:08:51230:13:02200:31:50200:23:00210:08:500:44:52横浜市立末吉中学校（神奈川）12桃子三浦1923

0:07:16210:11:19210:31:58240:23:54200:08:040:43:17船橋市立七林中学（千葉）13礼奈村上2322

0:06:38160:11:02190:31:37230:23:35170:08:020:42:39中標津広陵中学（北海道）14彩映松本1121

0:06:37130:10:28220:32:10170:22:12240:09:580:42:38安城市立東山中学（愛知）13朱乃稲垣1520

0:06:0230:09:45230:32:18210:23:26230:08:520:42:03愛川町立愛川中学校（神奈川）14紗耶香新井2119

0:05:05120:10:27180:30:39190:22:35190:08:040:41:06三好町立三好丘中学（愛知）13友香子五島1818

0:04:13190:11:15140:28:59160:22:0580:06:540:40:14三好スイミングアカデミー14里奈鈴木617

0:04:10170:11:02160:29:09150:21:53150:07:160:40:11狭山市立第三中学（大阪）12虹奈孫崎2216

0:03:5070:10:15170:29:36180:22:15160:07:210:39:51名古屋市立原中学（愛知）13紗代近藤1715

0:03:49220:12:29100:27:2180:20:10140:07:110:39:50羽衣学園（大阪）14咲貴山尾2014

0:03:1360:10:13150:29:01130:20:58180:08:030:39:14三好スイミングアカデミー14和佳奈山田113

0:02:4080:10:15130:28:26140:21:3370:06:530:38:41ジェルスポーツクラブ高崎15さつき小杉1012

0:02:20200:11:1590:27:0630:19:57130:07:090:38:21Ｔ－ＭＩＵＲＡ・ＧａｒａｇｅＷｏｒｋｓ14彩夏三浦911

0:02:10140:10:29120:27:42120:20:42100:07:000:38:11福崎東中学校（兵庫）13季恵岡本1610

0:01:56180:11:0730:26:5070:20:0830:06:420:37:57teamJFK14愛福元89

0:01:54150:10:5360:27:0260:20:0790:06:550:37:55入間市立豊岡中学（埼玉）13莉沙浅野128

0:01:47100:10:22110:27:26110:20:24110:07:020:37:48墨田区立両国中学（東京）14美佳川添57

0:01:25110:10:2380:27:0340:20:01120:07:020:37:26台東区立浅草中学（東京）13涼風木下146

0:01:1050:10:0970:27:02100:20:1540:06:470:37:11岡崎市立葵中学（愛知）13葵大岩135

0:00:4790:10:2210:26:2610:19:5310:06:330:36:48日本大学豊山女子中学（埼玉）15慶福田34

0:00:3740:09:4740:26:5190:20:1220:06:390:36:38ウイングスTC14純那野田73

0:00:2620:09:4320:26:4420:19:5650:06:480:36:27チームゴーヤー15果林知花22

－10:09:0250:26:5950:20:0760:06:520:36:01パッシュジュニア14菜津美地原41

DiffR順
ラン
ラップ

通過スプリットB順バイク
ラップ

S順スイム
ラップ

総合記録所 属年齢氏 名No.順位

第９回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会

ジュニアＡ女子 公式記録

開催地：岐阜県海津市 特設コース
開催日：2007年8月5日 スタート時間：8時00分
競技距離：スイム375m（1周回）、バイク11㎞（3周回）、ラン2.5㎞（2周回）
水温：28.2℃（7時現在）、気温：30.4℃、天候：晴れ、風速：1.0m/sec



P.25

大会風景

８月５日（日）

８時２０分～
ジュニアＢ男子
競技風景



P.26

大会風景

８月５日（日）

８時２０分～
ジュニアＢ男子
競技風景
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大会風景

８月５日（日）

８時２０分～
ジュニアＢ男子
競技風景
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公式記録

日本ジュニア選手権
ジュニアＢ 男子

0:08:37210:21:56180:48:24190:36:24110:12:001:10:20明治大学18隆正重松1820

0:08:15190:21:26190:48:32150:35:53190:12:391:09:58明治大学19晋哉宮脇1519

0:20:52220:24:14220:58:21220:40:18220:18:031:22:35東京大学19大皓今田14DNF

0:11:52200:21:56210:51:39210:39:37120:12:021:13:35都立野津田高校（東京）17晃佐伯13DNF

0:06:51110:18:23200:50:11200:37:24210:12:471:08:34神奈川県立荏田高校（神奈川）18恵夢若杉1718

0:06:26170:19:48140:48:21160:35:55160:12:261:08:09愛知県立岡崎北高校（愛知）15恭平大岩917

0:05:48150:19:08170:48:23120:35:47180:12:361:07:31東北大学19貴史藤本2216

0:05:14120:18:41120:48:16180:36:22100:11:541:06:57早稲田大学19弘亮野﨑1215

0:04:56100:18:17150:48:22110:35:42200:12:401:06:39明治大学18晋平山﨑1614

0:04:48160:19:26110:47:05100:34:59130:12:061:06:31沖縄県立尚学高校（広島）16貴洋村上2113

0:04:2060:17:43130:48:20130:35:49170:12:311:06:03東邦高校（愛知）15隆礼池1112

0:03:5920:17:20160:48:22170:36:09150:12:131:05:42福島県立湯本高校（福島）17祥吾石塚2011

0:03:2480:18:05100:47:0290:34:54140:12:081:05:07慶応義塾高校（神奈川）17孟水野1910

0:03:23180:20:2440:44:4220:33:1580:11:271:05:06三好スイミングアカデミー19祐作岡野79

0:02:4230:17:2390:47:02140:35:5030:11:121:04:25共愛学園高等学校（埼玉）15真之介松澤108

0:02:07140:19:0580:44:4560:33:1960:11:261:03:50チームテイケイジュニア16一輝久保埜67

0:01:46130:18:4750:44:4270:33:3610:11:061:03:29チームテイケイジュニア16真史大谷86

0:01:0590:18:0710:44:4150:33:1740:11:241:02:48チームテイケイジュニア17貴茂細田35

0:00:5670:17:5720:44:4240:33:1650:11:261:02:39チームゴーヤー19哲也古川14

0:00:3350:17:3370:44:4380:33:3720:11:061:02:16パッシュ16駿工藤53

0:00:2840:17:2930:44:4210:33:1190:11:311:02:11ウイングスTC18涼太宇都宮22

10:17:0060:44:4330:33:1670:11:271:01:43チームテイケイジュニア15浩平椿41

DiffR順
ラン
ラップ

通過スプリットB順バイク
ラップ

S順スイム
ラップ

総合記録所 属年齢氏 名No.順位

第９回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会

ジュニアＢ男子 公式記録

開催地：岐阜県海津市 特設コース
開催日：2007年8月5日 スタート時間：8時19分
競技距離：スイム750m（2周回）、バイク22.0㎞（6周回）、ラン5.0㎞（4周回）
水温：24.0℃（9時現在）、気温：30.0℃、天候：晴れ、風速：1.7m/sec
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大会風景

８月５日（日）

９時１０分～
ジュニアＢ女子
競技風景
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大会風景

８月５日（日）

９時１０分～
ジュニアＢ女子
競技風景
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大会風景

８月５日（日）

９時１０分～
ジュニアＢ女子
競技風景
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公式記録

日本ジュニア選手権
ジュニアＢ 女子

0:17:47150:23:24201:02:12200:47:52200:14:201:25:36滋賀県立彦根東高校（滋賀）16すみれ田中15DNF

0:16:22170:23:36191:00:35190:46:43180:13:521:24:11愛媛県立松山東高校（愛媛）15ほのか福岡17DNF

0:11:09200:25:46180:53:12140:39:35170:13:371:18:58糸満高校（沖縄）17明日香豊平1618

0:09:53190:24:40150:53:02130:39:29160:13:331:17:42愛工大名電高校（愛知）17礼音中根1317

0:07:56140:22:38170:53:07150:39:36150:13:311:15:45栃木県立宇都宮北高校（栃木）16沙織高久1816

0:07:51130:22:36160:53:04120:39:06190:13:581:15:40日本体育大学18千裕松永1215

0:06:56110:22:08130:52:37180:40:4250:11:551:14:45駒沢大学付属岩見沢高校
（北海道）

17衣真今本2014

0:06:5090:22:02120:52:37160:39:48130:12:491:14:39札幌藻岩高校（北海道）16瞳加藤1113

0:06:4270:21:33140:52:58170:39:59140:12:591:14:31福岡県立ひびき高校（熊本）15菜月野田1912

0:05:07180:24:20100:48:3620:35:55120:12:411:12:56福岡県立ひびき高校（福岡）17奈緒子藤本1411

0:04:14160:23:2890:48:3540:36:02100:12:331:12:03東京ヴェルディ16翔子古川910

0:02:56100:22:08110:48:3730:35:59110:12:381:10:45敬愛学園高校（千葉）18里美薮内109

0:02:46120:22:1210:48:2310:35:5190:12:321:10:35愛知県立西尾高校（愛知）16奈央山本88

0:02:3680:21:5840:48:2760:36:1470:12:131:10:25チームゴーヤー19美雨平出57

0:02:0660:21:2760:48:2850:36:0880:12:201:09:55福島県立会津学鳳高校（福島）17多美代菅原46

0:01:4550:21:0670:48:2870:36:1860:12:101:09:34トライアスロンステーション19真弓大塚65

0:01:0740:20:2850:48:2890:36:4140:11:471:08:56東京ヴェルディ15侑子高橋34

0:00:2730:19:4780:48:29100:36:4420:11:451:08:16ウィングスTC18優今村73

0:00:1420:19:3630:48:2780:36:4130:11:461:08:03東京ヴェルディ18葵蔵本22

－10:19:2420:48:25110:37:0810:11:171:07:49日本橋女学館高等学校15優香佐藤11

DiffR順
ラン
ラップ

通過スプリットB順バイク
ラップ

S順スイム
ラップ

総合記録所 属年齢氏 名No.順位

第９回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会

ジュニアＢ女子 公式記録

開催地：岐阜県海津市 特設コース
開催日：2007年8月5日 スタート時間：9時7分
競技距離：スイム750m（2周回）、バイク22.0㎞（6周回）、ラン5.0㎞（4周回）
水温：24.0℃（9時現在）、気温：30.0℃、天候：晴れ、風速：1.7m/sec
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ジュニアＡ男子表彰式
１位 土井政英 ２位 小林晃久 ３位 石田周明

ジュニアＢ男子表彰式
１位 椿浩平 ２位 宇都宮涼太 ３位 工藤駿

大会風景

８月５日（日）

表彰式①

ジュニアＡ女子表彰式
１位 地原奈津美 ２位 知花果林 ３位 野田純那

ジュニアＢ女子表彰式
１位 佐藤優香 ２位 蔵本 葵 ３位 今村優
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大会風景

８月５日（日）

表彰式②
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レース速報

ＪＴＵ公式リリース

ジュニアB、女子は佐藤、男子は椿が優勝
2007NTTトライアスロンジャパンカップ第8戦・2007第9回日本ジュニア選手権長良川大会速報

椿 浩平（チームテイケイジュニア）

とりあえず、今回は優勝することができて本当に本当に
うれしい。今日のレースは、自分が事前に考えていた通
りの展開に進められたのでとても良かった。次の目標は
世界選手権。出場するからには、ぜひ表彰台に上がり
たい。

佐藤 優香（日本橋女学館高等学校）

バイクの最周回であとから追いかけてきた第2集団に吸
収されてしまい、今日は焦りの出たレースだった。それ
でも優勝することができて良かった。これからの目標は、
今年は無理だとは思っているけれど、日本選手権に出
場すること。

土井 政英（カミハギサイクル）

バイクは自分の考えていたレース展開にすることができ
なかったけれど、ランで追い上げられたのでよかった思
う。来年はジュニアBのカテゴリーに上がるので、そこで
上位にくい込めるようなレースができる選手になりたい。

地原 菜津美（パッシュジュニア）

まさか優勝することができるとは思っていなかったので、
自分でもびっくりしている。スイムでもっと上位につく予
定だったが、バイクでそれほど落ちずにランにつなげる
ことができてよかった。
来年も出場して、また優勝したい。

８月５日（日）、岐阜県海津市の木曽三川公園特設コースで、２００７

ＮＴＴトライアスロンジャパンカップ第8戦・2007第9回日本ジュニアトライア

スロン選手権長良川大会が開催された。競技は中学生（A）と高校生以上

～20歳未満（B）に分け、それぞれスーパースプリントディスタンス、スプリ

ントディスタンスで行われた。

午前8時ちょうどにスタートしたジュニアA男子は、大島駿平（パッシュ

ジュニア）がスイムで飛び出し、バイクへ向かう。大島はトップをキープした

ままバイクを終え、ランへ移ったが、2位との差はわずか数秒。中盤からは

土井政英（カミハギサイクル）、小林晃久（福知山スイミングスクール）らに

追い上げられ、結局土井が1位でフィニッシュした。男子の直後、午前8時

2分にスタートしたジュニアA女子は、スイムからラン終了まで福田慶（日本

大学豊山女子中学）がトップをキープし続けたが、ランで地原菜津美

（パッシュジュニア）、知花果林（チームゴーヤー）らが猛追。徐々に差を

広げられ、最後は地原が後続を引き離してトップで終了した。

午前8時30分スタートのジュニアB男子は、工藤駿（パッシュ）、久保埜

一輝（チームテイケイジュニア）がほぼ同順位でスイムからランへ。しかし、

バイクで現在JTUジュニアランキング男子1位の宇都宮涼太（ウイングス

TC）、今年がジュニア最後の年となる古川哲也（チームゴーヤー）や椿浩

平（チームテイケイジュニア）、岡野祐作（三好スイミングアカデミー）らが

追い上げ、そのまま8名の選手で第1集団が形成された。

第1集団の選手がほぼ横並びの状態でスタートしたランでは、徐々に気

温が上がってきたことも原因となり、選手たちは徐々に体力を消耗してい

く。最後は多くの選手がスピードを落とすなか、ペースを保ち続けた椿が1

位で終了。宇都宮は2位で終えた。

午前9時10分スタートのジュニアB女子は、JTUジュニアランキング女

子1位の佐藤優香（日本橋女学館高等学校）が1位でスイムを終え、バイク

に移る。序盤からトップをキープすると、徐々に他の選手との差が広がり、

前半はほぼ独走状態に。ところが、このままランまでトップを走るかと思わ

れた矢先、ランを目前にして後退。男子の古川同様、今年でジュニアを終

える蔵本葵（東京ヴェルディ）や平出美雨（チームゴーヤー）、山本奈央

（愛知県立西尾高校）らで形成されていた第2集団に吸い込まれ、そのま

まバイクフィニッシュ。わずかな差ながら山本がトップでランへと向かうが、

ランを得意とする佐藤がそのあとを追いかける。蔵本がその後ろにつくが、

最後まで追い抜くことができず、佐藤が1位、蔵本が2位で終了。なおレー

スの模様は、フォトギャラリーでご覧になれます。

接戦となったジュニアＢ男子のバイク
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ＪＴＵ公式
リリース

ＪＴＵ ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
８月５日発信

ＪＴＵ メールニュース
８月５日発信 大会結果速報

ＪＴＵ メールニュース
８月５日発信 大会結果速報

ＪＴＵ ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
８月５日発信

P.36
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ＷＥＢ展開 ＪＴＵ ＷＥＢ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 長良川大会ページ
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2007/07nagaragawa.html

ＪＴＵ ＷＥＢ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 長良川大会ページ
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2007/07nagaragawa.html
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配布ツール 参加選手への配布ツール
ジュニア選手権、長良川国際トライアスロン大会

・Amino-Valueオリジナル袋
・大会オリジナルTシャツ
・Arenaスイムキャップ
・Amino-Value 500ml 1本
・SOYJOY 1本
・スポンサーリーフレット、パンフレット他
・大会公式プログラム 他
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大会データ 総出場選手数 １７４名

ジュニアＡ男子 ２１名、ジュニアＡ女子 ２４名、
ジュニアＢ男子 ２２名、ジュニアＢ女子 ２０名、エリート ８７名

天候： 晴 気温３０.０℃、風速１.７m/sec、水温２４.０℃（９時００分現在）

新聞掲載： 〔大会事前記事〕

中日新聞、スポーツ報知、新潟日報、富山新聞、信濃毎日新聞、
四国新聞、山口新聞、長崎新聞、福島民友 他

※大会メイン会場および沿道含む

P.39

〔大会結果記事〕

中日新聞、北陸中日新聞、中日スポーツ、日刊スポーツ、
日刊県民福井 他

出場選手数：

２０,０００名観戦客数：
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新聞記事①

P.40

8月5日 中日新聞8月5日 信濃毎日新聞

8月5日 四国新聞8月5日 スポーツ報知8月4日 中日新聞
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新聞記事②

P.41

8月6日 日刊県民福井8月6日 北陸中日新聞8月6日 中日新聞8月6日 中日新聞

8月6日 日刊スポーツ8月6日 中日スポーツ
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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、

そしてトライアスロンファンの皆さまのご協力に、心から感謝いたします。

２００７年８月５日
社団法人日本トライアスロン連合
www.jtu.or.jp
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