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Live Streaming

https://youtu.be/7-QjSV18-mw
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日本デュアスロン選手権 記録速報

Live Timing

 https://systemway.jp/21duathlon_championships

08:30 Start
エリート女子

10:10 Start
エリート男子

日本デュアスロン選手権 ライブ配信
（JTU YouTubeチャンネル）



Overview

大会開催にあたっては、COVID-19感染拡大防止のために
JTUの「国内向け運営ガイドライン」に準じ、主催自治体、協力
団体と連携しながら、地域の理解を得て、ひとつひとつ丁寧に
進めていきます。
全選手・関係者には、来県＆来場前にPCR検査実施、及び指定
ホテルでの宿泊・食事など行動管理をお願いするとともに、感
染拡大防止のため大会当日は無観客での開催といたします。

COVID-19感染拡大防止対策

第18回日本デュアスロン選手権（2021/東京・台場） 大会名称

2021年12月26日（日）  開催日程
東京国際クルーズターミナル第2駐車場（東京都江東区）、臨海副都心デュアスロン特設会場競技会場
公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）、東京新聞・東京中日スポーツ 主　　催
日本トライアスロン選手権（東京/台場）実行委員会 主　　管
一般社団法人東京都トライアスロン連合（TMTU）競技主管

スポーツ庁、東京都、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、
一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、
東京臨海副都心グループ（株式会社東京臨海ホールディングス、東京港埠頭株式会社、
株式会社東京テレポートセンター）、株式会社ゆりかもめ、株式会社東京ビッグサイト、
りんかい線（東京臨海高速鉄道株式会社）、港区、江東区、
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、一般財団法人港区体育協会

後　　援

公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）東京ブロック協議会、パレットタウン運営協議会、 
日本財団パラリンピックサポートセンター、公益財団法人日本海事科学振興財団、 
アクアシティお台場、デックス東京ビーチ、the SOHO、港区トライアスロン連合、
東京慈恵会医科大学附属病院、昭和大学江東豊洲病院、フジエクスプレス

協　　力

ＮＴＴ東日本特別協賛

セガサミーグループ、富士通、ローソン、アシックス、JAL、大和ハウス工業、
三井住友海上火災保険、味の素、セレスポ、サンフロンティア不動産、博慈会、シマノセールス、
東レ・アムテックス、JTB、日本旅行、H.I.S.、ブリヂストン、スポーツクラブNAS、
HUUB、TYR、2XU、ROKA、フォトクリエイト、OAKLEY、エアウィーヴ、仙台銘板

協　　賛

第1ラン＝5km（4周回）、バイク=約20km（4周回）、第2ラン=2.5km（2周回）競技距離

インターネットライブ中継（JTU YouTubeチャンネル）放　　送

令和3年度スポーツ庁補助事業

新型コロナウイルス感染症対策
スポーツ活動再開ガイドライン
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Organizing 
Committee 
大会名誉会長 小池百合子 東京都知事
大会会長 岩城 光英 日本トライアスロン連合（JTU） 会長
大会副会長 菅沼堅吾 東京新聞・東京中日スポーツ（中日新聞社）常務取締役東京本社代表
顧　　問 延與桂 東京都オリンピック・パラリンピック準備局局長
 猪谷千春 日本トライアスロン連合（JTU）名誉会長
 佐々木秀幸 日本トライアスロン連合（JTU）名誉副会長
 國分孝雄 日本トライアスロン連合（JTU）名誉副会長
 仲井公哉 日本トライアスロン連合（JTU）副会長
 飯島健二郎 日本トライアスロン連合（JTU）副会長
 中山正夫 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 岸田吉史 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 山倉紀子 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 鈴木貴里代 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 和田知子 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 三宅義信 日本トライアスロン連合（JTU）顧問
 鈴木美昭 日本トライアスロン連合（JTU）顧問
 村上尤一 日本トライアスロン連合（JTU）顧問
 中島清成 日本トライアスロン連合（JTU）顧問
 則井克己　 東京都トライアスロン連合（TMTU）副会長
参　　与 井上福造 東日本電信電話株式会社代表取締役社長
 橋本聖子 トライアスロン議員連盟会長
大会実行委員長 大塚眞一郎 国際トライアスロン連合（ITU）副会長、
  日本トライアスロン連合（JTU)専務理事、
  日本オリンピック委員会（JOC）理事、スポーツ庁参与
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12/25 Sat
15:30 - 16:00  エリートWEB競技説明会  WEB(Zoom)

12/26 Sun
05:00  会場本部オープン  　
05:30  実施検討委員会  フィニッシュ会場
06:00 - 12:00  メカニックサービス  　
06:00 - 12:00  ゾーンニング適用  　
TBA  メディア受付  　
07:50 - 13:30  交通規制開始  　
07:15 - 08:15  エリート女子：レジストレーション  アスリートラウンジ
07:15 - 08:15  エリート女子：トランジションオープン  トランジションエリア
08:20 - 08:30  エリート女子：スタートセレモニー  スタートエリア
08:30 - 09:30  エリート女子：競技  コース
09:30 - 09:40  エリート女子：メダルセレモニー  フィニッシュエリア
08:45 - 10:00  エリート男子：レジストレーション  アスリートラウンジ
09:30 - 10:00  エリート男子：トランジションオープン  トランジションエリア
10:00 - 10:10  エリート男子：スタートセレモニー  スタートエリア
10:10 - 11:10  エリート男子：競技  コース
11:10 - 11:20  エリート男子：メダルセレモニー  フィニッシュエリア
12:00 - 13:30  キッズ向け普及イベント  　
13:30  バイクコース交通規制解除

Schedule
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Venue/Course
メイン会場図

コース全体図
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Course
第1ラン

第2ラン

第3ラン
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Start Lists

Elite Women
NO 氏名 所属  YOB
1 上田 藍 ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター（千葉） 1983
2 田中 美沙樹 愛知県トライアスロン協会 1998
3 山内 麻代 大阪府トライアスロン協会 1986
4 油井 あまね 神奈川工科大学 1999
5 白石 怜佳 立命館大学 2001
6 中山 彩理香 日本大学・アリーディ 2000
7 潮田 小波 三重県スポーツ協会（三重） 1997
8 酒井 美有 トーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） 1999
9 杉原 有紀 栃木県トライアスロン協会 1998
10 江田 佳子 東京都トライアスロン連合 1993
11 佐藤 姫夏 敬愛大学 2001
12 丹野 惠梨香 埼玉県トライアスロン連合 1989
13 太田 麻衣子 千葉県トライアスロン連合 1985
14 平泉 真心 東邦高等学校・チームゴーヤー名古屋（愛知） 2003
15 安西 琴美 日本大学藤沢高等学校（神奈川） 2004
16 野田 莉緒 星野高等学校・プリメーラ（埼玉） 2005
17 島崎 茉央 東京都トライアスロン連合 2004
18 長谷川 菜奈 群馬県トライアスロン協会 2004
19 沢田 愛里 北海道トライアスロン連合 1980
20 山田 梓 島根県トライアスロン協会 1996
21 小石川 花梨 立命館大学 2002
22 佐々木 麻瑚 宮城県トライアスロン協会 2005
23 枡田 日菜果 三好高等学校・アルファ（三重） 2004
24 正垣 水梨 兵庫県トライアスロン協会 2005
25 齋藤 椛凛 福島県トライアスロン協会 2005
26 田中 杏実 東京女子体育大学 1999
27 国弘 果桜 立命館大学 2000

2021年12月21日現在
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Start Lists
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Elite Men
NO 氏名 所属  YOB
1 安松 青葉 アクサスホールディングス（茨城） 1997
2 深浦 祐哉 ゴーアップ・杉沢歯科医院（東京） 1979
3 坂野 裕樹 日本大学  2000
4 枡田 貴理丸 トライアスロンクラブアルファ（三重） 1996
5 原 昇平 静岡県トライアスロン協会 1996
6 田中 文也 湘南ベルマーレ（神奈川） 1991
7 山岸 穂高 千葉県トライアスロン連合 1997
8 定塚 利心 石川県トライアスロン協会 2004
9 大石 一博 中部大学・チームゴーヤー名古屋 1998
10 外山 高広 東京ヴェルディ（東京） 1983
11 古谷 純平 三井住友海上（東京） 1991
12 山本 康貴 京都府トライアスロン協会 1996
13 古山 大 セクダム（茨城） 1995
14 徳山 哲平 早稲田大学・ロンドスポーツ 2002
15 岩本 敏 愛媛県トライアスロン協会 1996
16 阿部 有希 タカマコンペティションプロダクト（福島） 1993
17 小原 北斗 セクダム・チームエフォーツ（鳥取） 1998
18 寺澤 光介 東京都トライアスロン連合 1994
19 小林 祐也 日本大学  1999
20 甲斐 瑠夏 日本体育大学 2000
21 渡部 晃大朗 稲毛インター（千葉） 1994
22 小林 竜馬 龍ケ崎市役所（茨城） 1997
23 森 拳真 愛知県トライアスロン協会 1999
24 堀田 光輝 千葉県トライアスロン連合 1997
25 大室 杏夢 城西高等学校・ロンドスポーツ・スウィン坂戸（東京） 2004
26 大島 拓人 城西大学付属城西高等学校（東京） 2005
27 高橋 正俊 大阪府トライアスロン協会 1992
28 海津 達也 日本大学  1999
29 谷本 結太 広島工業大学 2000
30 安藤 勘太 流通経済大学 2001
31 大谷 友哉 日本体育大学 2002
32 浦山 大智 東京都トライアスロン連合 1995
33 菊地 優志 日本大学  2000
34 若竹 葵礼 鳥取県トライアスロン協会 2004
35 米谷 哲 千葉県トライアスロン連合 1995
36 佐山 拓海 東北大学  1998
37 倉本 倫太郎 埼玉県トライアスロン連合 2005
38 新田 城二 大分県トライアスロン連合 1994
39 榊原 佑基 千葉県トライアスロン連合 1991
40 小川 颯斗 日本体育大学 1999

2021年12月21日現在



Start Lists
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Elite Men
NO 氏名 所属  YOB
41 高井 俊太朗 東北大学  2000
42 松浦 達也 広島県トライアスロン協会 1997
43 花岡 秀吾 日本体育大学 2000
44 小泉 諒太 東海大学  2000
45 牧野 巧 東京都トライアスロン連合 1996
46 本木 颯人 日本体育大学 2002
47 青山 幸平 立命館大学 2000
48 仲尾 瞭平 立命館大学 2002
49 青木 嶺 国士舘大学 2000
50 前嶋 康太 東北大学 2002
52 岡本 空知 立命館大学・AS京都 2002
53 和田 侑磨 愛知県トライアスロン協会 2004
54 中川 恵太 順天堂大学 1999
55 富内 檀 東京都トライアスロン連合 1994
56 壁谷 華太 名古屋大学 1998
57 本多 晴飛 日本体育大学 2000
58 佐々木 信 日本大学 2000
59 川久保 直希 奈良県トライアスロン協会 1989
60 隈本 主計 日本大学 2000
61 中村 大和 兵庫県トライアスロン協会 1999
62 中野 雄大 立命館大学 1999
63 山下 陽裕 埼玉県トライアスロン連合 1993
64 森田 翼 千葉県トライアスロン連合 1974
65 山本 稜弥 専修大学 2001
66 原田 洋旭 関西学院大学 2000
67 白藤 大輝 立命館大学 2001
68 橋本 悠輝 福岡県トライアスロン連合 1999
69 花野 潤 慶應義塾大学 2002
70 有冨 弘朗 神奈川県トライアスロン連合 1989
71 出口 陽也 東京都トライアスロン連合 1998
72 樋口 碧生 宮城県トライアスロン協会 2005
73 本木 蔵人 東京都トライアスロン連合 2005
74 星 慎太郎 群馬県トライアスロン協会 1987
76 小林 正典 大分県トライアスロン連合 1981

2021年12月21日現在























長寿リハビリセンター病院

博慈会記念総合病院　本館博慈会記念総合病院　別館

田園クリニック 腎クリニック 高等看護学院

すべては地域医療のため、グループが一体となり邁進してまいります

博慈会はトライアスロンを応援しています
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田園クリニック 腎クリニック 高等看護学院

すべては地域医療のため、グループが一体となり邁進してまいります

博慈会はトライアスロンを応援しています

























M I N D
B O D Y
S O U L

ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会は、
日本トライアスロン選手権に出場する選手の皆さんを応援しています。

2022.5.14-15
https://yokohamatriathlon.jp/
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NEXT is your turn!!




