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大会概要

■ 開催大会

2007JTUスーパースプリントトライアスロン選手権酒田大会
NTT トライアスロンジャパンカップランキングイベント
第22回日本海トライアスロンおしんレース
東北トライアスロンサーキット第3戦
（※兼東北選手権 ※日本選手権東北地区男子代表選考大会 ※兼山形選手権）

■ 特別協力

国土交通省 東北地方整備局酒田港事務所

■ 協力

酒田警察署、酒田消防署、酒田海上保安部、酒田地区医師会、菊池委員、㈱菅原工務
所、㈱NTT東日本-山形、大和電設工業㈱、㈱シグマックス山形支店酒田技術センター、

オビザン㈱、奥羽江コール、持地院、ベイシティランナーズ■ 開催期日

2007年6月17日(日)
■ 種目

【スーパースプリントの部】
・5.05㎞（スイム－200m、バイク－4㎞、ラン－1.2㎞）を3ヒート
・着順によるポイント総数で順位を決定。(同点は先着回数優先)

【オリンピックディタンス51.5の部】※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）

【リレーの部】※総距離51.5㎞
・2人、3人一組

■ 開催場所

山形県酒田市
酒田北港多目的グランド
（酒田港、北港緑地公園および湾岸道路）

■ 主催

日本海トライアスロンおしんレース実行委員会

■ 共催

社団法人日本トライアスロン連合 ■ 定員

【スーパースプリントの部】
男子30名、女子30名
（強化指定選手、ジュニア強化指定選手、都道府県推薦選手）

■ 主管

庄内トライアスロン協会

■ 後援 ■ 参加費用
山形県、酒田市、酒田市教育委員会、酒田商工会議所、酒田市体育協会、東北ブ
ロック競技会、山形県トライアスロン協会

【スーパースプリントの部】
強化指定選手（一般）－5,000円
強化指定選手（U23、ジュニア）、大学生、校生－4,000円

■ 協賛

NTT東日本、NTT西日本、大塚製薬、デサント、日本バナナ輸入組合、サッポロビー

ル、共栄火災海上保険、川合耳鼻咽喉科、志幡、山形泌尿器科クリニック、ねもと
クリニック、高橋型精、三代目兵六玉、JA全農庄内、総合スポーツクラブ、トップ

ロード、サントリー
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大会公式スケジュール

■ 6月16日(土)大会前日 ■ 6月17日(日)大会当日

カーボパーティー〔前夜祭〕

（アトラーム酒田3F）
勤労者福祉センター3F

18:30～

トライアスロンクリニック

（勤労者福祉センター2F）
17:15～18:15

スーパースプリントの部競技説明会

（勤労者福祉センター2F）
16:00～16:45

選手受付

（北港緑地公園多目的グランド駐車場内）

13:00～15:00

内容 （ ）＝場所時間

スーパースプリント女子第3ヒートスタート12:20～

スーパースプリント男子入水チェック開始12:30～

スーパースプリント男子セレモニー〔選手紹介〕12:45～

スーパースプリント男子第1ヒートスタート12:50～

スーパースプリント女子入水チェック開始10:40～

51.5㎞の部、リレーの部スタート08:30～

入水最終チェック終了08:20～

スーパースプリント女子第2ヒートスタート11:50～

スーパースプリント女子第1ヒートスタート11:20～

スーパースプリント女子セレモニー〔選手紹介〕11:15～

スーパースプリント男子第2ヒートスタート13:20～

スイム入水チェック08:00～

競技説明会、開会式07:45～

競技終了

表彰式、抽選会、閉会式
14:20～

スーパースプリント男子第3ヒートスタート13:50～

選手受付（北港緑地公園多目的グランド内）06:00～07:30

内容 （ ）＝場所時間
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コースマップ

スーパー
スプリントの部

51.5㎞
リレーの部
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大会事前リリース

酒田大会
開催のお知らせ

酒田大会
出場募集案内
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会場風景① 北港、北港緑地公園多目的公園および駐車場風景

酒田北港から
見える海

北港緑地公園
多目的グランド

選手・ボランテ
ィア受付所

北港緑地公園多目的
グランド駐車場内

販売ブース
テント

北港緑地公園多目的
グランド内
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会場風景② スタート・フィニッシュゲート、表彰式会場、トランジッションエリアの風景

表彰式会場

北港緑地公園多目的
グランド内
特設表彰式会場

フィニッシュ
ゲート

北港緑地公園多目的
グランド

スタートポイント

酒田北港

トランジッション
エリア

北港緑地公園多目的
グランド内
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会場風景③ ＪＴＵオフィシャルスポンサー アドバナー

アドバナー
ＮＴＴ東日本

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近

アドバナー
ＮＴＴ西日本

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近

アドバナー
Ａｍｉｎｏ-Ｖａｌｕｅ

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近

アドバナー
ＳＯＹＪＯＹ

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近
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会場風景④ ＪＴＵオフィシャルスポンサー アドバナー

アドバナー
ａｒｅｎａ

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近

アドバナー
ＮＴＴ西日本

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近

アドバナー
全体①

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近

アドバナー
全体②

北港緑地公園多目的
グランド、フィニッシュ
ゲート付近
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会場風景⑤ ＪＴＵオフィシャルスポンサー フィニッシュテープ・シリーズ旗・のぼり

フィニッシュ
テープ

ジャパンカップ
シリーズ旗

のぼり①
ＮＴＴ東日本

ラン、バイクコース
沿道に掲出

のぼり②
ＮＴＴ西日本

ラン、バイクコース
沿道に掲出

スーパースプリント選
手権、日本海おしん
レースに使用
（テープ中央部）

フィニッシュゲート部に
掲出
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会場風景⑥ ＪＴＵオフィシャルスポンサー のぼり・アドボード

NTT東日本・NTT西日本

のぼり・・・ラン、バイク
コース沿道に掲出

のぼり④

NTT東日本・NTT西日本

のぼり・・・ラン、バイク
コース沿道に掲出

のぼり③

アドボード
ＮＴＴ東日本

フィニッシュゲート付近
ランコースに設置
（985×945㎜）

アドボード
ＮＴＴ西日本

フィニッシュゲート付近
ランコースに設置
（985×945㎜）
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会場風景⑦ ＪＴＵオフィシャルスポンサー アドボード・公式ポスター

アドボード
Ａｍｉｎｏ-Ｖａｌｕｅ

フィニッシュゲート付近
ランコースに設置
（985×945㎜）

給水ポイント

オフィシャルドリンク
Amino-Value、アス

レティックウォーター

表彰台掲出
・NTT東日本
・NTT西日本
・Amino-Value
・SOYJOY

アドボード 大会公式
ポスター
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大会前日① 選手・ボランティア受付

選手受付①

13:00～15:00
北港緑地公園多目的
グランド駐車場内にて

選手受付②

13:00～15:00
北港緑地公園多目的
グランド駐車場内にて

ボランティア
受付

13:00～15:00
北港緑地公園多目的
グランド駐車場内にて

会場設営風景
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大会前日② 選手説明会・トライアスロンクリニック・カーボパーティ

選手説明会① 選手説明会②

16:00～16:45
勤労者福祉センター
2Fにて

16:00～16:45
勤労者福祉センター
2Fにて

トライアスロン
クリニック

17:15～18:15
勤労者福祉センター
2Fにて

カーボパ－ティー
(前夜祭)

18:30～
勤労者福祉センター
3Fにて
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第22回日本海トライアスロンおしんレース レース風景
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スーパースプリント選手権 女子レース風景①
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スーパースプリント選手権 女子レース風景②
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スーパースプリント選手権 男子レース風景①
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スーパースプリント選手権 男子レース風景②
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スーパースプリント選手権 表彰式風景
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大会模様・結果①
ＪＴＵスーパースプリントトライアスロン選手権第1戦酒田大会 ＪＴＵ公式リリース

6月17日（日）、山形県酒田市の特設コースで、2007NTTトライアスロンジャパンカッ

プ第3戦・JTUスーパースプリントトライアスロン選手権第1戦酒田大会が開催された。

スーパースプリント選手権の第1戦に指定された本大会には、伊藤弥生（ウイングス

TC）や宇都宮涼太（ウイングスTC）などのジュニア・若手選手から、ベテランの山本淳

一（K‘s-Y・グリーンタワー・稲毛インター）まで女子9名男子13名の幅広い層の選手が

参戦した。

スーパースプリント選手権は、総合距離5.4km（スイム200m／バイク4km／ラン1.2km）

を3ヒート行い、ヒートごとの順位をポイント化して、3レースの総合ポイントで総合順位

が競われる。

「とにかく、あきらめないようにしよう」
女子はジュニアの佐藤優香（日本橋女学館高等学校）が優勝

午前11時20分にスタートの女子第1ヒートでは、スイムを得意とする足立真梨子（トー

シン・日東紅茶・TEAM KEN‘S）、中島千恵（トーシン・日東紅茶・TEAM KEN’S）がほ

かの選手を引き離そうとするが、距離が短いためなかなか思うようにいかず、全員、ほ

ぼ差がない状態でバイクに突入。バイクではロングディスタンスを主戦場とする齋藤磨

実（Team MASA／BOMA）と、ジュニアの佐藤優香（日本橋女学館高等学校）が追い

上げ、結局ランで佐藤が粘り勝ってこのヒートを制した。

第2ヒートは、第1ヒートを3位で終えた中島がスタートから飛び出して1位に。2位には、

太田麻衣子（千葉県連合）が入る。この時点で中島がトップとなるが、佐藤、齋藤とも2

ポイント差で結果は第3ヒートに持ち越された。

第3ヒートでも中島が第2ヒートと同様に飛ばそうとするが、佐藤、足立、齋藤らに追い

つかれてしまう。結局、第2ヒートでは4位だった佐藤が再び1位となり、合計50ポイント

で総合1位となった。齋藤、中島が次いで同ポイントだったが、「同点の選手は、3ヒート

で2回先着している選手の順位が上になる」というルールに則り、齋藤が2位、中島は3

位に入った。

スピードとテクニックを磨く、
短距離型トライアスロン「スーパースプリント選手権」

午前11時20分にスタートした
スーパースプリント選手権 女子第1ヒート

スーパースプリント
レースは初めてで、
とても緊張していた。
どういうレース展開
になるのかも分か
らなかったが、「と
にかく、あきらめな
いようにしよう」と決
めていたので、結
果を出すことができ
てとてもうれしい。

総合優勝
佐藤優香 （日本橋女学館高等学校）

総合２位
齋藤磨実 （Team MASA／BOMA）

スイムが遅いので、
バイクで追い上げ
ようとしていた。
急きょ参加を決め
たので、2位という

結果でも満足して
いる。次は7月のロ

ングディスタンスの
世界選手権に出場
する予定なので、そ
れに向かって頑張
りたい。
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大会模様・結果②
ＪＴＵスーパースプリントトライアスロン選手権第1戦酒田大会 ＪＴＵ公式リリース

午後12時50分スタートの男子第1ヒートは、山本淳一（K‘s-Y・グリーンタワー・稲毛イ

ンター）がスイムから他の選手を引き離し、バイク、ランまで独走状態。宇都宮涼太（ウ

イングスTC）、平松弘道（神奈川県連合）、富川理充（社団法人東京都連合）らがその

後を追うが、トップには届かない。このヒートは山本が1位、平松が2位、宇都宮が3位で

終了した。

第2、3ヒートも山本の独走は続いたが、第1ヒートを6位で終えた犬童太一（東京ヴェ

ルディ）が追い上げ、両ヒートとも2位と健闘。結局、3ヒートともトップを制した山本が総

合1位、すべて3位で終えた宇都宮が総合2位、後半に結果を残した犬童が総合3位と

なった。

全ヒートで1位を獲得
男子はベテラン山本淳一（K‘s-Y・グリーンタワー・稲毛インター）が優勝

男女ともに、ベテラン、若手、ジュニア選手が表彰台にのぼった

（ダントツの優勝とい
われたが）、今回は
自分のレース結果よ
りも、「スーパースプ
リントシリーズ」が成
功することを願って
参加した。参加人数
もまだ少ないが、無
事に終えられたこと
が何より良かったと
思う。

総合優勝
山本淳一 （K‘s-Y・グリーンタワー・稲毛インター）

総合２位
宇都宮涼太 （ウィングスTC）

初めてのスーパー
スプリントレース参
戦だったので、分か
らない点が多かっ
たが始めから攻め
ていこうと思ってい
た。
短距離のランが得
意なので、何とか
最後で競り勝って
すべて3位で終え

ることができた。
午前12時50分にスタートした
スーパースプリント選手権 男子第2ヒート
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大会公式記録

スーパースプリントの部 女子

4917'18''4917'18''4917'14''12東北大学学友会ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部22長谷川59 麻弥9
6816'42''6816'56''6816'55''18神奈川県連合27宮浦58 めぐみ8
8716'09''8716'04''8716'23''24福島県立会津学鳳高校17菅原54 多美代7
10616'03''10615'55''10615'50''30ウイングスTC20伊藤53 弥生6
12515'41''18215'11''12515'46''42千葉県連合22太田57 麻衣子5
18215'13''12515'25''14415'38''44トーシン日東紅茶Team Ken's23足立51 真梨子4
14415'21''20115'07''16315'31''50トーシン日東紅茶Team Ken's23中島52 千恵3
16315'17''16315'11''18215'29''50Team MASA/BOMA29齋藤56 磨実2
20115'03''14415'20''20115'21''54日本橋女学館高等学校15佐藤55 優香1
pt順位タイムpt順位タイムpt順位タイム

合計ポイント年齢氏名№順位
第3ヒート第2ヒート第1ヒート

所属

スーパースプリントの部 男子

6814'40''4915'01''21014'56''12秋田県協会32菊地5 次郎9
21015'01''21015'10''01115'14''4山形県協会24長谷川6 健10
01316'38''0-DNF4914'54''4仙台大学23宮本12 譲11
01215'34''01215'37''01316'09''0東北大学21板橋11 大輔12
01115'25''01115'30''01215'34''0東北大学学友会トライアスロン部20小室13 淳史13

4914'47''6814'53''8714'53''18社団法人東京都トライアスロン連合25西崎9 昌宏8
8714'37''8714'49''6814'53''22SUNNY FISH24佐藤3 悠一7
10614'32''10614'38''14414'30''34社団法人東京都トライアスロン連合34富川10 理充6
14414'10''14414'19''12514'39''40社団法人東京都トライアスロン連合23外山8 高広5
12514'27''12514'23''18214'17''42神奈川県連合26平松7 弘道4
18214'02''18214'06''10614'43''46東京ヴェルディ24犬童2 太一3
16314'05''16314'16''16314'23''48ウイングスTC17宇都宮4 涼太2
20113'54''20113'46''20113'49''60K's-Y・グリーンタワー・稲毛インター33山本1 淳一1
pt順位タイムpt順位タイムpt順位タイム

合計ポイント年齢氏名№順位
第3ヒート第2ヒート第1ヒート

所属
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ＷＥＢ展開

ＪＴＵ ＷＥＢ Ｍａｇａｚｉｎｅ
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2007/07sakata.html

大会ホームページ
http://www5.ocn.ne.jp/~sugano/osin/index.htm
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ツール

選手配布物
スーパースプリント選手権

大会公式パンフレット

・ ゼッケン
・ ヘルメットステッカー
・ 大会オリジナルTシャツ
・ 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 他

表紙（表） 表紙（裏）
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大会データ

総出場選手数 ２６９名 ※出場選

エリート男子 １３名／エリート女子 ９名 → エリート部門合計 ２２名
エイジ男子 １７１名／エイジ女子 ２８名 → エイジ部門合計 １９９名 ※出場申込数
リレー １７チーム → リレー 部門合計 １７チーム（４８名） ※出場申込数

出場選手数：
手数 ※リレー17組の選手数は含まず

１０,０００名観戦客数：

※大会メイン会場および沿道含む

山形放送テレビ（ＹＢＣ）、山形テレビ（ＹＴＳ）、テレビュー山形、ＮＨＫ
山形新聞、荘内日報社、酒田コミニティー新聞、酒田市広報新聞、
山形放送ラジオ、酒田ハーバーラジオ 他

報道：

天候： 快晴 気温２２.９℃、風速０.８m/sec南東の風、水温２０.０℃ ※午前８時現在
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御礼

２００７ＪＴＵスーパースプリントトライアスロン選手権酒田大会ならびに

第２２回日本海トライアスロンおしんレース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６月１７日
社団法人日本トライアスロン連合
www.jtu.or.jp


