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大会概要
■ 大会指定

第23回天草国際トライアスロン大会
ITUコンチネンタルカップ（年北京オリンピック出場資格ポイント獲得大会）
NTTジャパンカップランキングイベント
2007アジアトライアスロン選手権トンヨン大会（U23・ジュニア）選考大会
2007第7回九州石油杯
第6回長嶋茂雄杯
第8回全日本エイジ別トライアスロン選手権

■ 開催期日

2007年5月19日(土)
選手登録・バイク・ヘルメットチェック・エリート選手競技説明会・ローカルルー
ル説明会 他
2007年5月20日(日)
競技・表彰式・パーティ

■ 開催場所

熊本県天草市、苓北町
主会場：本渡海水浴場（総合スタート・フィニッシュ）

■ 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)

■ 主管

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

■ 特別後援

熊本日日新聞社

■ 後援

熊本県、熊本県教育委員会、熊本県体育協会、苓北町、苓北町教育委員会、
天草観光協会、天草市観光協会、天草郡市医師会、本渡商工会議所、天草
地区交通安全協会、天草市消防団、天草広域連合消防本部、本渡ロータリー
クラブ、天草中央ロータリークラブ、天草本渡ライオンズクラブ、本渡五和農業
協同組合、あまくさ農業協同組合、天草漁業協同組合、熊本県建設協会天草
支部、本渡郵便局、日刊スポーツ新聞社、AMX天草エアライン

■ 特別協賛

九州石油

■ 協賛

NTT西日本、NTT東日本、大塚製薬、キョーリン、JAL日本航空、アリーナ、ア

シックス、アサヒビール、日本バナナ輸入組合、高橋酒造、らくのうマザーズ、
JA熊本果実連、熊本菓房、イソップ製菓、吉永産業、吉田産業、ホテルアレグ

リア天草、九州テントリース、医療法人社団栄寿会、中村建設、大昌建設、新
和精機、北星堂、産交バス天草営業所、ジャスコ本渡ショッピングセンター、
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熊本部品、天草市金融協会、天草酒造、鍬田電設、さざ波の湯、ユメール、手
野運送、くらたけ、JA本渡五和、JAあまくさ、東整形外科、本渡観光旅館組合、

中華料理来々軒、居酒屋かし原、居酒屋丸高、日本岡観光バス、ミヨセ、玉田
造園、ぐうちょきパン、鶴屋、サンリブ本渡、太陽企業グループ、九州電力、
ACN天草ケーブルネットワーク、オザキタイヤ商会、ワタナベデザイン、イルカ

クラブ、民宿イルカ館、民宿泉、河丁、海老の宮川、御食事処和、本格炭火焼だ
んだん、とらや天草・本渡店、居酒屋蔵、洋風居酒屋アルデンテ、居酒屋MASA、

中華料理南国酒家、サラダ館本渡亀場店、まるいストアー、マツヤスポーツ、丸
三スポーツ、益崎塗装店、松下かまぼこ店、ちゃんこ綱、ヤヒログループ、居酒
屋天勝、池田商店、天草海鮮蔵、丸建水産、ザ・マスターズ天草コース、なかむ
らポリエチレン、有江建設、熊本フェリー、小嶋米酒店、Panaウェーブエザキ、
草積電機、ONA企画、天草第一事務機 （順不同）

■ 協力

JTU九州・沖縄ブロック競技会、熊本県トライアスロン連合、天草トライアスロン

クラブ、熊本クレイジートライアスロンクラブ、天草トライアスロン協会、マルチス
ポーツ・インターナショナル、文化総合研究所

■ 主要競技、コース/距離

【ジュニアエリート部門】 ※総距離25.75㎞
・スイム－0.75㎞（本渡海水浴場0.75㎞ 1周）
・バイク－20㎞（五和町鬼池折り返し）
・ラン－5㎞（市街地1週回）

【エリート・エイジ・ジュニア・リレー部門】※総距離51.5㎞
・スイム－1.5㎞（本渡海水浴場0.75㎞ 2周）
・バイク－40㎞（苓北町坂瀬川折り返し）
・ラン－10㎞（市街地1週回）

【アクアスロン部門】※総距離10.75㎞
・スイム－1.5㎞（本渡海水浴場0.75㎞ 1周）
・ラン－10㎞（市街地1週回）

■ 出場定員

【ジュニアエリート・エリート・エイジ・ジュニア部門】－500人
【リレー部門】－50チーム（150人）
【アクアスロン部門】－50人

■ 出場資格

●2007年度JTU加盟競技団体に登録。 ※リレー・アクアスロン部門除く
●2007年4月1日現在で満15歳以上（高校生以上）の健康な方で誓約書に同

意し、参加料を納入。※ジュニアエリート部門は、2007年12月31日現在で
満16～19歳。

●ジュニアエリートおよびエリート部門は、2007年度JTU強化指定選手および
JTU加盟競技団体推薦選手、海外招待選手。※ITU出場規定により選考有。

●大会当日満20歳未満の選手は、保護者の承認は必要。

■ 競技規則

●社団法人日本トライアスロン連合(JTU)競技規則および運営規則を適用

●天草国際トライアスロン大会ローカルルールを適用
●ジュニアエリート・エリート部門は、バイクのドラフティングを公認
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大会公式スケジュール
■ 5月19日(土)大会前日 （天草市民センター・天草市営体育館）

ローカルルール説明会（市民センター2F大会議室）

※ジュニア、エイジ、リレー、アクアスロン選手対象

17:00～

有力選手記者会見（市民センター2F第一会議室）15:40～

ジュニアエリート、エリート選手説明会（市民センター2F大会議室）

※ジュニアエリート、エリート選手対象

15:00～15:40

選手前日受付（市営体育館）

ウェットスーツチェック（市営体育館） ※ジュニアエリート・エリート選手のみ対象
バイク・ヘルメットチェック（市営センター玄関前） ※バイクメカニックサービス実施

13:00～17:00

内容 （ ）＝場所、※＝注意事項時間

■ 5月20日(日)大会当日 （本土海水浴場）

ジュニアエリート男子スタート（スタートエリア）09:30

競技開始式（スタートエリア） ※全選手対象09:00～

選手当日受付・スイム受付（受付テント）

※ジュニア、エイジ、リレー、アクアスロン ※前日登録者のみ

07:30～09:00

エリート女子スタート（スタートエリア）10:20～

エリート男子スタート（スタートエリア）10:00～

ジュニアエリート女子スタート（スタートエリア）09:40

アクアスロンスタート（スタートエリア）11:20

ジュニアエリート男子表彰（フィニッシュエリア付近トライアスロンモニュメント）11:10予定

エイジ・ジュニア・リレー スタート（スタートエリア）

※5グループに別れウェーブスタート

10:50～

アクアスロン表彰（フィニッシュエリア付近トライアスロンモニュメント）12:50予定

エリート男子表彰（フィニッシュエリア付近トライアスロンモニュメント）12:30予定

ジュニアエリート女子表彰（フィニッシュエリア付近トライアスロンモニュメント）11:30予定

ジュニア・エイジ・リレー表彰（フィニッシュエリア付近トライアスロンモニュメント）13:55～予定

エリート女子表彰（フィニッシュエリア付近トライアスロンモニュメント）13:05予定

パーティー（フィニッシュエリア付近トライアスロンモニュメント）13:00～

トランジッションエリア閉鎖（トランジッションエリア）～09:00

内容 （ ）＝場所、※＝注意事項時間
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コースマップ



P.4

選手受付
選手説明会
５月１９日(土) 13:00～

■選手前日受付（市営体育館）

■エリート・ジュニアエリート選手説明会（市民センター2F大会議室）
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■バイク・ヘルメットチェック（市営センター玄関前）

■エリート・ジュニアエリート選手説明会（市民センター2F大会議室）
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記者会見
５月１９日(土) 15:40～
有力選手記者会見
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会場風景①
スイム・バイク・ラン
スタート＆フィニッシュゲート 風景

スイム・スタート（総合スタート）ゲート スイム・フィニッシュゲート エリート女子スタート模様

バイク・スタートゲート バイク・フィニッシュゲート ジュニアエリート男子バイクフィニッシュ模様

ラン・スタートゲート ラン・フィニッシュ（総合フィニッシュ）ゲート ジュニアエリート女子フィニッシュ模様
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ＪＴＵオフィシャルスポンサー
アドバナー

NTT西日本・NTT東日本アドバナーNTT西日本 「フレッツ光プレミアム」アドバナー NTT東日本 「フレッツ光プレミアム」アドバナー

アリーナ・アドバナー

大塚製薬「SOYJOY」アドバナー ＪＡＬ日本航空・アドバナー

アシックス・アドバナー NTTジャパンカップシリーズ・バナー

大塚製薬「Amino-Value」アドバナー

会場風景②
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ＪＴＵオフィシャル
トップスポンサー

ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本

会場風景③

P.8



P.9

大塚製薬 「Amino-Value」

ＪＴＵオフィシャルドリンク

会場風景④
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ミネラルウォーター
「アスレティック ウォーター」

会場風景⑤
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メイン会場付近

会場風景⑥
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総合スタートエリア（スイム） ジャパンカップシリーズ旗 トランジッションエリア

トランジッションエリア 医療テント ゴミ集積所

表彰式会場（トライアスロン記念モニュメント） 速報掲示板 会場案内図
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会場風景⑦
ＰＲスペース 他

P.12



P.13

ツール
出場選手への配布物

・ 選手名簿
・ ゼッケン ×2枚
・ バイクステッカー
・ ヘルメットステッカー ×2枚
・ アリーナ スイミングキャップ ×1枚
・ JTU MAGAZINE
・ 大会オリジナルTシャツ
・ Amino-Value 500ml ×1本
・ SOYJOY × 1本
・ スポンサー各社カタログ、リーフレット他
・ Amino-valueオリジナルビニール巾着袋 ×1枚
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［配布物明細］ ※エリート男女
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公式プログラム
公式ポスター

■大会公式プログラム

■大会公式ポスター

■オフィシャルスポンサー・プログラム広告
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大会直前情報
５月19日(土)
ＪＴＵ公式リリース

歴史の地、天草に新たな戦いが加わった
NTTジャパンカップ天草大会直前情報

エリートに続いてアジア選手権出場目指すジュニアも参戦

5月19日（土）、熊本県天草市の天草市民センターで、翌日に開催され

るNTTトライアスロンジャパンカップ第2戦・ITUトライアスロンコンチネン

タルカップ天草大会の有力選手記者会見が行われた。

出席したのは、女子が忽那静香（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN‘S）、

足立真梨子（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN’S）、ジェニー・クーパー

（ニュージーランド）、男子は細田雄一（ウイダー）、杉本宏樹（チームテ

イケイ）、アンドリュー・ライト（香港・中国）。

これにジュニア女子から、蔵本葵（東京ヴェルディ）、平出美雨（チーム

ゴーヤー）、ジュニア男子の古川哲也（チームゴーヤー）、岡野祐作（三

好トライアスロンアカデミー）が参加した。まず、エリート選手6名から大

会にかける抱負が聞かれた後、熊本県生まれである忽那に質問が集

まった。エリート選手のこのレースへの最大の参加理由は、「なるべく多

くのITUポイント獲得」だった。また、今年新設されたジュニア部門は、6

月1日（金）に行われるASTCアジアジュニア選手権の出場権のかかる

レースとなり、出席のジュニア4名は、そろって「優勝」を目標に上げた。

明日20日（日）は、日本の51.5kmのトライアスロン発祥の地、天草で、

二つのエリートレースが行われる。併せて、第8回となる全日本男子エ

イジ別トライアスロン選手権も開催され、23回目を迎えた天草トライアス

ロンに華を添える。

忽那静香（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN‘S）

天草ははじめてだが、おもしろいコースだと思う。実力を出
し切れば優勝できる。石垣島大会は体調が悪く棄権したが、
今年2戦目。バイクが苦手だか、長野県で練習してきた。私
自身熊本生まれなので、熊本弁で応援を受けるとより頑張
れると思う。ワールドカップランキング50位。

ジェニー・クーパー（ニュージーランド）

このレースはITUポイントを多く獲得して、ニュージーランド
のエリート選手として認定されたい。先週行われた中国での
レースに出たが、あまり思うような戦いができなかった。この
天草ではぜひ好成績を残したい。ワールドカップランキング
248位。

蔵本葵（東京ヴェルディ）

3月にタイのエリートレースに出たが、学ぶところが多かった。
その後1カ月半、スピードと持久力を付けるための練習を
行ってきたてきたので、いまはベストコンディションに近い状
態でレースができる。この大会で頑張って、アジア選手権に
つなげたい。目標は優勝。

杉本宏樹（チームテイケイ）

北京オリンピックを目指すにはワールドカップに出場しなけ
ればならない。そこに出るために、コンチネンタルカップが
あるので頑張りたい。昨年、この大会で優勝できたことで、
自分を含め様々なことが良い方向に変わった。今年も力一
杯頑張りたい。ワールドカップランキング142位

アンドリュー・ライト（香港・中国）

来年以降の北京オリンピックに向けて、多くのITUポイントを
獲得したい。明日のレースが、スイムをトップの集団で上が
れば、バイクも自ずと最初の集団で戦える。そうすれば、そ
のままランで逃げ切ることもできると思う。ワールドカップラン
キング279位。

古川哲也（チームゴーヤー）

2週間後のアジア選手権への出場枠を取るために出場する。
この冬は、しっかり練習できたので、3種目ともレベルアップ
していると思う。来年からのエリートへのカテゴリー変更に向
けて、いい走りをしたい。アジア選手権につながるレースが
したい。目標は優勝。

後列左から、杉本宏樹、細田雄一、アンドリュー・ライト、ジエニー・クーパー、足立真梨子、忽那静香。
前列左から、岡野祐作、古川哲也、平出美雨、蔵本葵
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競技風景①
５月20日(日) 10:00～
エリート男子

スイム → トランジッション
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競技風景②
５月20日(日) 10:00～
エリート男子

バイク
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競技風景③
５月20日(日) 10:00～
エリート男子

ラン～フィニッシュ
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競技風景④
５月20日(日) 10:20～
エリート女子

レース開始直前
スイムスタート
スイム
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競技風景⑤
５月20日(日) 10:20～
エリート女子

バイク
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競技風景⑥
５月20日(日) 10:20～
エリート女子

ラン
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レース速報①
５月20日(日)
ＪＴＵ公式リリース

福井英郎、昨年の蒲郡以来となる２度目の優勝を果たす
ITUコンチネンタルカップ天草大会速報

5月20日（日）、熊本県天草市の特設コースで、2007NTTトライアスロン

ジャパンカップ第2戦・2007ITUトライアスロンコンチネンタルカップ天草大会が

開催された。ジャパンカップ2戦目とあって、昨年の日本選手権の上位入賞選

手が参加。さらにジュニアの部は、6月第1週に行われる2007ASTCアジア選手

権出場選手選考大会に指定されたこともあって、白熱したレースが展開された。

午前10時スタートのエリート男子は、水温が18.2度と低く、ウエットスーツ着用

が許可された。
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まず、スイムを得意とする平野司（NTT東日本・NTT西日本）が先行するが、すぐ後ろには山本良介（トヨタ車体）と山本淳一（K‘s-Y・グリーンタワー・

稲毛インター）がぴたりとマーク。一人逃げを許さなかった。バイクでは、平野、山本良介、山本淳一の3名がトップ集団を形成して逃げにかかったが、

序盤で後続に追いつかれ、16名のトップ集団にふくれあがった。ランでは、出だしから快調に飛ばす福井英郎（トヨタ車体）が終始リード。2位との差を

徐々に広げ、1時間49分35秒で、昨年のITUコンチネンタルカップ蒲郡大会以来、2度目の優勝を果たした。2位は、ランでじわじわと追い上げた西内

洋行（西京味噌）。3位には、スイムをトップで上がった平野が入った。

スイムを得意とする平野司（NTT東日本・NTT西日本）が
トップでスイムを通過。

山本良介（トヨタ車体）がスイム2番手で通過。平野司（NTT東日本・
NTT西日本）をマーク。

午前10時エリート男子スタート、水温が低いためウェットスーツの着用が許可された。

スイムを8番手で終えた福井英郎（左：トヨタ車体）。バイクでトップ集団に食いつき、出だしから快調のランで見事
優勝。1時間49分35秒。
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レース速報②
５月20日(日)
ＪＴＵ公式リリース

女子は復調した忽那静香が、生まれ故郷の熊本で初優勝を飾る
ITUコンチネンタルカップ天草大会速報

忽那静香（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN‘S）

いままでのレースとは違った展開になった。バイクで浅沼、
中島と逃げたので楽だった。体調を崩していたが、いい休
養にはなった。しかし、一度心肺機能が低下してしまったの
で、今日のレースはきつかった。次のレースはITUワールド
カップマドリッド大会。

大松沙央里（トヨタ車体）

スイムで出遅れてしまって、バイク、ランで思い切り走ったの
できつかった。この大会はアップダウンがあって好きなコー
ス。ランも、下りでうまくスピードがだせる走りがようになって、
その成果が得られたと思う。次のレースはコンチネンタル
カップ蒲郡大会。

福井英郎（トヨタ車体）

2度目の優勝で夢をみているようだ。ラン勝負となる展開は
誰も予想していなかった。そこを勝てただけに嬉しい。今日
のテーマは、力を出し切ること。バイクで3名が逃げたが山
本良介が入っていたので無理に追わなかった。石垣で足を
故障し、自重したのがよかった。

西内洋行（西京味噌）

久しぶりに天草のレースに出て気持ちがよかった。ロングの
練習もやっているので、今日のようなスピードのあるレース
はきつい。若手の選手が力を付けてきているのがよく分
かった。ランでは、後半にスピードを上げようと思っていたの
で、いい結果が得られた。

午前10時20分 にスタートしたエリート女子は、浅沼美鈴（愛知県

協会）、中島千恵（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN‘S）、足立真梨子

（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN’S）が、スイムで集団をリード。そのす

ぐ後ろを体調の回復した忽那静香（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN‘S）

が追う。バイクに入って、足立が後退するなか、忽那、中島、浅沼がうま

くローテーションを繰り返してトップ集団を維持しはじめ、後続とのタイム

差をキープした。

表彰はトライアスロンの碑で。嬉しいシャンパンファイト。

ランに移ったときには、第1集団と大松沙央里（トヨタ車体）、西内真紀

（エヌ・エス・アイ）ら7名を含む第2集団との差は37秒となった。ここから、

逃げる選手と追走する選手がせめぎ合うランが始まった。

忽那は、そのまま自力を活かして逃げ切り、2時間4分40秒のタイムで、

生まれ故郷である熊本県の大会で初優勝を飾った。2位に入ったのは、

第2集団から追い上げた大松。スイムで出遅れてバイクの序盤で第3集

団に甘んじた菊池日出子（順天堂大学）がバイクで第2集団に追いつき、

ランでさらに追い上げて3位に入った。

また、午前9時３0分にスタートしたジュニア男子は、宇都宮涼太（ウイン

グスTC）が優勝。2位には椿浩平（埼玉県連合）が入り、3位は工藤駿

（北海道連合）となった。午前9時40分スタートのジュニア女子は、蔵本

葵（東京ヴェルディ）が優勝。2位は高橋侑子（東京都連合）、3位は平

出美雨（沖縄県連合）。
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表彰①
エリート男子
（トライアスロン記念モニュメント）

［1位］福井英郎（29歳） 所属：トヨタ車体 記録：1時間49分35秒

［2位］西内洋行（31歳） 所属：西京味噌 記録：1時間50分16秒

［3位］平野司（24歳） 所属：NTT東日本・NTT西日本
記録：1時間50分32秒

P.24
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表彰②
エリート女子
（トライアスロン記念モニュメント）

P.25

［1位］忽那静香（29歳） 所属：トーシン・日東紅茶・TeamKen's
記録：2時間4分40秒

［2位］大松沙央里（25歳） 所属：トヨタ車体 記録：2時間4分55秒

［3位］菊池日出子（20歳） 所属：学生連合 記録：2時間5分33秒
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表彰③
エリート男女
表彰式会場風景
（トライアスロン記念モニュメント）

P.26
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大会データ 出場選手数： 総出場選手数 545名

エリート男子 45名／エリート女子 19名 → エリート部門合計 ：64名
エリートジュニア男子 11名／エリートジュニア女子 15名 → エリートジュニア部門合計 ：26名
エイジ男子 263名／エイジ女子 33名／ジュニア男子 2名 → エイジ部門合計 ：298名
リレー 34組（102名） → リレー 部門合計 ：102名
アクアスロン男子 49名／アクアスロン女子 6名 → アクアスロン部門合計 ：55名

観戦客数： ４７,０００名

報道登録： 15社 テレビ・ラジオ関連 5社、新聞社 6社、その他 4社

天候： 晴 気温19.4℃、風速2.5m/sec南東、水温18.2℃（8時30分現在）

テレビ放送： 2007年5月26日（土）13:50～14:20 放送

放送局 : テレビ熊本、テレビ西日本、サガテレビ、テレビ長崎、テレビ大分、テレビ宮崎、鹿児島テレビ、沖縄テレビ

放送大会 : 第23回天草国際トライアスロン大会
解説 : 山本光宏（JTU事業広報副委員長）

新聞掲載： 朝日新聞、読売新聞、西日本新聞、熊本日日新聞 他 ※5月21日現在

※エリートは出場選手数、他の部門については出場申込受付人数。

P.27

※大会メイン会場および沿道含む
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新聞記事①
■2007.05.20－熊本日日新聞

P.28

■2007.05.21－熊本日日新聞 ■2007.05.21－西日本新聞



P.29

新聞記事②
■2007.05.21－熊本日日新聞

P.29

■2007.05.21－朝日新聞

■2007.05.21－読売新聞 ■2007.05.21－天草毎日新聞
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大会公式記録
エリート男子

441:47:13441:19:00450:28:1342福岡県連合一木悟美40DNF
370:21:1425福岡県連合平川剛士39DNF

0:31:21430:46:29431:34:27431:08:40440:25:472:20:5630福岡県連合白潟智晴2943
0:26:51370:42:19421:34:07421:08:23430:25:442:16:2626広島県協会渡辺剛志4542
0:22:42340:39:58401:32:19411:08:04410:24:152:12:1735福岡県連合藤井裕之4241
0:21:14250:38:29411:32:20401:07:58420:24:222:10:4927沖縄県連合小出洋之3340
0:20:22400:43:52381:26:05391:05:50290:20:152:09:5730福岡県連合原田隆史3639
0:17:47390:43:19311:24:03311:03:45340:20:182:07:2227熊本県連合宮崎友和4938
0:17:22360:40:59351:25:58351:04:03380:21:552:06:5730大分県連合菊池晃一3237
0:16:57380:42:28321:24:04371:05:11210:18:532:06:3224福岡県連合樋口玲士4636
0:15:43310:39:18361:26:00361:05:00360:21:002:05:1822大阪府東野翔1735
0:14:56420:45:46261:18:45270:59:56190:18:492:04:3120学生連合原田雄紀4334
0:14:38230:38:23341:25:50321:03:49390:22:012:04:1319学生連合早野貴士4433
0:14:32410:45:11281:18:56240:58:58230:19:582:04:0732福岡県連合中園英憲3832
0:14:08190:37:38391:26:05381:05:50310:20:152:03:4322学生連合梅田祐樹3131
0:14:07200:37:41371:26:01331:03:58400:22:032:03:4220学生連合田中潤2630
0:13:49300:39:11331:24:13341:04:01280:20:122:03:2422神奈川県連合楠直人2829
0:11:38180:37:14301:23:59301:03:39350:20:202:01:1322学生連合横山大空4128
0:09:18350:40:12231:18:41210:58:30270:20:111:58:5321学生連合中野弘敬2727
0:08:57320:39:40271:18:52281:00:06170:18:461:58:3227沖縄県連合親泊昌彦5026
0:07:41270:38:43191:18:33170:58:17320:20:161:57:1624東京ヴェルディ犬童太一1425
0:07:39260:38:36211:18:38180:58:22330:20:161:57:1427佐賀県連合柿塚晋也4724
0:07:28220:38:23221:18:40190:58:25300:20:151:57:0324東京都連合井上一輝2023
0:07:22240:38:26181:18:31220:58:33240:19:581:56:5720学生連合神田絋輔3522
0:07:20210:38:12251:18:43260:59:54200:18:491:56:5527セントラルスポーツ岩田聡1021
0:06:52170:37:12291:19:15291:00:17220:18:581:56:2722福岡県連合武友潤1920
0:06:06330:39:5751:15:44150:57:4620:17:581:55:4128トヨタ車体山本良介119
0:06:06160:36:59241:18:42230:58:41250:20:011:55:4123東京都連合外山高広2418
0:05:33130:36:33201:18:35200:58:25260:20:101:55:0826モロホシ/BODYTUNE/サニーフィッシュ平松弘道1117
0:05:11290:38:58111:15:4880:57:06100:18:421:54:4622東京ヴェルディ長谷川裕一2516
0:04:55280:38:4471:15:4660:57:0590:18:411:54:3021神奈川県連合小野友行3415
0:03:5240:34:57171:18:30250:59:46150:18:441:53:2725テイケイ杉本宏樹414
0:03:04150:36:42161:15:57120:57:10180:18:471:52:3925兵庫県協会三木邦彦2113
0:02:54140:36:41101:15:4870:57:05120:18:431:52:2927三好スイミングアカデミー吉越慎吾2212
0:02:23120:36:1181:15:4740:57:02160:18:451:51:5840チームテイケイ小原工1811
0:02:06100:35:50141:15:51130:57:1160:18:401:51:4127沖縄県連合桑原寛次910
0:02:0590:35:48151:15:52110:57:10110:18:421:51:4022ウイダー細田雄一29
0:02:02110:36:0311:15:3410:56:5550:18:391:51:3720オーストラリアデビット・マッシューズ168
0:01:4980:35:4431:15:40140:57:4130:17:591:51:2433K's-Y・グリーンタワー・稲毛インター山本淳一57
0:01:2670:35:12121:15:4950:57:05140:18:441:51:0120沖縄県連合比嘉和馬156
0:01:2060:35:1061:15:4590:57:0740:18:381:50:5523香港アンドリュー・ライト125
0:01:1250:35:0641:15:4120:56:58130:18:431:50:4725ニュージーランドサム・ウォーカー374
0:00:5730:34:42131:15:50160:57:5310:17:571:50:3224NTT東日本・NTT西日本平野司73
0:00:4120:34:3721:15:3930:56:5880:18:411:50:1631西京味噌西内洋行32

10:33:4891:15:47100:57:0770:18:401:49:3529トヨタ車体福井英郎81
タイム差順位ラン通過スプリット順位バイク順位スイム総合記録年齢所属／登録氏名No.順位
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大会公式記録
エリート女子

20:38:5921:25:4161:05:5840:19:432:04:4030トーシン・日東紅茶・TeamKen's忽那静香611
0:00:1510:38:3141:26:2411:04:56100:21:282:04:5525トヨタ車体大松沙央里642
0:00:5330:39:0561:26:2821:04:58140:21:302:05:3320学生連合菊池日出子733
0:02:0240:40:1551:26:2791:06:3050:19:572:06:4232エヌ・エス・アイ西内真紀624
0:02:4660:40:5571:26:3141:05:4670:20:452:07:2620ウイングスTC伊藤弥生755
0:03:1380:42:1311:25:4071:06:0520:19:352:07:5323トーシン・日東紅茶・TeamKen's中島千恵666
0:03:4670:41:47101:26:3931:05:11110:21:282:08:2622埼玉県連合西麻依子797
0:04:3290:42:3591:26:3751:05:5280:20:452:09:1222千葉県連合太田麻衣子708
0:06:05120:44:5831:25:4781:06:2110:19:262:10:4526愛知県協会浅沼美鈴679
0:07:45130:45:4981:26:36101:06:3860:19:582:12:2524ニュージーランドジェニー・クーパー6910
0:08:2050:40:48111:32:12121:10:43130:21:292:13:0025チームテイケイ久保田早紀7211
0:10:20100:42:44131:32:16131:10:4990:21:272:15:0023東京都連合平山千尋7112
0:11:32110:43:59121:32:13111:10:29170:21:442:16:1222東京都連合楠里紗8113
0:16:06150:48:13141:32:33141:11:04120:21:292:20:4620学生連合柴崎亜里沙8214
0:19:37160:48:17151:36:00151:14:28150:21:322:24:1727神奈川県連合宮浦めぐみ7615
0:21:10140:47:12171:38:38171:16:55160:21:432:25:5022福岡県連合川口綾巳8316
0:24:01180:50:14161:38:27161:14:55180:23:322:28:4120学生連合山岡由果7717
0:29:21170:48:39181:45:22181:17:28190:27:542:34:0144熊本県連合矢島ルリ子8018

30:19:4223トーシン・日東紅茶・TeamKen's足立真梨子63DNF

タイム差順位ラン通過スプリット順位バイク順位スイム総合記録年齢所属／登録氏名No.順位

P.31



P.32

大会公式記録
ジュニアエリート男子
ジュニアエリート女子

20:16:3820:41:0410:31:1340:09:510:57:4217ウィングスTC宇都宮涼太1041
0:00:0410:16:3750:41:0940:31:1670:09:530:57:4615テイケイジュニア椿浩平1112
0:00:0730:16:4140:41:0860:31:1820:09:500:57:4916パッシュ工藤駿1063
0:00:2540:17:0410:41:0320:31:1330:09:500:58:0717テイケイジュニア細田貴茂1054
0:01:2950:18:0160:41:1050:31:1760:09:530:59:1116スウェット久保埜一輝1075
0:02:2870:19:0330:41:0730:31:1550:09:521:00:1019中京大学岡野祐作1026
0:05:28100:20:0370:43:0770:32:4880:10:191:03:1018神奈川県連合木野貢造1037
0:07:0560:18:0790:46:4080:36:1590:10:251:04:4715沖縄県連合村上貴洋1108
0:07:3280:19:2080:45:5490:36:2110:09:331:05:1419チームゴーヤ古川哲也1019
0:13:5990:19:59100:51:42100:39:22100:12:201:11:4116福岡県連合西田和磨10910

16大阪府立工業高等専門学校大谷真史108DNS

タイム差順位ラン通過スプリット順位バイク順位スイム総合記録年齢所属／登録氏名No.順位

30:18:5630:44:5920:34:2830:10:311:03:5518東京ヴェルディ蔵本葵1531
0:00:0320:18:5540:45:0350:34:4020:10:231:03:5815東京ヴェルディ高橋侑子1652
0:00:1640:19:1810:44:5310:34:2050:10:331:04:1118沖縄県連合平出美雨1523
0:00:4750:19:4820:44:5430:34:3110:10:231:04:4218福岡県連合今村優1544
0:01:4910:18:3870:47:0680:36:2160:10:451:05:4416愛知県立西尾高校山本奈央1625

0:02:37110:21:2350:45:0940:34:3740:10:321:06:3216東京都立若葉総合高校／
東京ヴェルディ

古川翔子1616

0:03:1470:20:0660:47:0370:36:1770:10:461:07:0919愛知学院大学大塚真弓1517
0:04:54120:21:3080:47:1960:35:55100:11:241:08:4916北海道連合加藤瞳1608
0:05:3080:20:46100:48:39120:37:3980:11:001:09:2517福島県立会津学鳳高校菅原多美代1579
0:06:1560:19:56130:50:14110:37:27130:12:471:10:1018東京都連合松永千裕15510
0:07:0090:20:47110:50:08100:37:25120:12:431:10:5517愛知県協会中根礼音15811
0:07:04100:20:48120:50:11130:38:21110:11:501:10:5915熊本県連合野田菜月16412
0:07:51130:23:4690:48:0090:36:5690:11:041:11:4618千葉県連合薮内里美15613

16福岡県連合藤本奈緒子159DNS
15テイケイジュニア高久沙織163DNS

タイム差順位ラン通過スプリット順位バイク順位スイム総合記録年齢所属／登録氏名No.順位

■ジュニアエリート女子

P.32

■ジュニアエリート男子
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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5月21日
社団法人日本トライアスロン連合

www.jtu.or.jp
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御礼


