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第 33 回オリンピック競技⼤会（2024/パリ） 

Games of the XXXIII Olympiad 

トライアスロン競技⽇本代表選⼿・選考基準 

Triathlon Japan National Team Selection Criteria 
 

［１］概要  I. Overview 

 
公益社団法⼈⽇本トライアスロン連合（以下「JTU」という。）は、JTU 定款第 4 条第 1 項 3 号に基づき、第 33 回オリン

ピック競技⼤会（2024/パリ）トライアスロン競技の⽇本代表選⼿・選考基準として本基準を策定する。 
本基準により、⼥⼦個⼈、男⼦個⼈およびミックスリレーの各種⽬の代表選⼿を選考する。 
The Japan Triathlon Union (hereinafter referred to as “JTU”), in accordance with Article 4 (Projects) Section 

1.3 of the JTU Articles of Incorporation, shall decide the Triathlon Japan National Team selection criteria for the 
Games of the XXXIII Olympiad (Paris 2024). 

Based on these criteria, athletes who will represent Japan in the Women’s Individual, Men’s Individual, and the  
Mixed Relay events will be selected. 

 

［２］開催⽇と競技会場  II. Dates and Venue 

 

１）開催⽇ ・2024 年 7 ⽉ 30 ⽇（⽕）男⼦個⼈・決勝 
・2024 年 7 ⽉ 31 ⽇（⽔）⼥⼦個⼈・決勝 
・2024 年 8 ⽉  5 ⽇（⽉）ミックスリレー・決勝 

２）オリンピック競技会場 フランス・パリ 
 
1) Dates 
- 2024/7/30 (Tue) Men’s Individual 
- 2024/7/31 (Wed) Women’s Individual 
- 2024/8/05 (Mon) Mixed Relay 

2) Olympic Venue 
Paris, France 

 

［３］選考基準適⽤期間  III. Applicable Period for Selection Criteria 

 

1）オリンピック・クオリフィケーション・ピリオド 2022 年 5 ⽉ 27 ⽇（⾦）〜2024 年 5 ⽉ 27 ⽇（⽉） 
 1) Olympic Qualification Period  2022/05/27 (Fri) to 2024/05/27 (Mon) 



2022/5/10  
 

 Japan Triathlon Union  
2 

［４］国別出場枠と出場資格  IV. Quota Places & Eligibility 

 
１）国別出場枠（NOC 枠） ・最⼤男⼥各 3 名（男⼦個⼈・⼥⼦個⼈）、男⼥各２名（ミックスリレー） 

・NOC 枠は、ワールドトライアスロン（以下「TRI」という。）出場資格システムに基づ
き、TRI が 2024 年 5 ⽉ 27 ⽇に決定する。 

２）出場資格 ・⽇本国籍を有し、公益財団法⼈⽇本オリンピック委員会（以下「JOC」という。）の 
派遣基準を満たしていること。 
・2024 年 5⽉27⽇時点における TRI 個⼈オリンピック出場資格ランキング（以下
「OQR」という。）が 140 位以内であること。 

1) Quota Places (NOC quota) 

- Up to 3 quota places each for Men and Women in the Individual events; two quota places each for both 
Men and Women in the Mixed Relay 

- NOC quota will be decided by the World Triathlon (hereinafter “TRI”) on May 27, 2024, in accordance with 
the TRI Qualification System—Games of the XXXIII Olympiad—Paris 2024. 

2) Eligibility 

- Must hold Japanese citizenship and satisfy Japanese Olympic Committee (hereinafter “JOC”) criteria for 
participation 

- Must be within the top 140 of the TRI Individual Olympic Qualification Ranking (hereinafter “OQR”) as of 
May 27, 2024 

 

［５］選考⽅針  V. Selection Guideline 

 
＜2024 パリ・オリンピック⽬標＞ 
「⼊賞を確実な⽬標として、メダル獲得を⽬指す」 

 
＜選考⽅針＞ 
「ランキング（OQR）」と「選考⼤会の順位」の定量数値を基準に、代表選⼿選考を⾏う。 
なお、選考期間中に不測の事態が⽣じた場合、基準内の「留意事項」により調整する。 
 
<Goal for 2024 Paris Olympics> 
“While setting the definite goal of a top-eight finish, aim to win a medal.” 
 
<Selection Policy> 
Candidate athletes will be selected based on a quantitative standard of “Ranking (OQR)” and “Results 
of Selection Events”. 
In the event of an unexpected occurrence during the selection period, adjustments will be made in 
accordance with the “Cautionary Points” in the selection criteria. 
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［6］選考⼤会・ランキング  VI. Selection Events / Ranking 

1）対象ランキング 
開催⽇程 ランキング名称 
2022 年 5 ⽉ 27 ⽇（⾦）

〜 
2024 年 5 ⽉ 27 ⽇（⽉） 

OQR 
(WORLD TRIATHLON INDIVIDUAL OLYMPIC QUALIFICATION RANKING) 

1) Applicable Ranking: OQR (World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking) 

- Period: 2022/05/27 (Fri) to 2024/05/27 (Mon) 
 

2）選考⼤会 
開催⽇程 ⼤会名称 開催国 
2023 年＊⽉ オリンピッククオリフィケーションイベント（2023/パリ） フランス 
2023 年 9⽉ ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ・ファイナル（2023/ポンテべドラ） スペイン 
2024 年 5 ⽉ ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ（2024/横浜） ⽇本 
2) Selection Events 

- Olympic Qualification Event (2023/*) Paris, France 
- World Triathlon Championship Series Final (2023/09) Pontevedra, Spain 
- World Triathlon Championship Series Yokohama (2024/05) Yokohama, Japan 

 

［7］選考基準  VII. Selection Criteria 

男⼦個⼈及び⼥⼦個⼈の代表選⼿は、次の順で選出する。 
Athletes representing Japan in the Men’s Individual and Women’s Individual events will be selected, in order of 
priority, as follows: 

 
 1) 2024 年 5⽉27⽇時点における OQR が 20 位以内に⼊る選⼿のうち、最上位の 1 名を選出する。 

 
 2) 下記各号の該当選⼿を 2-1)から順番に NOC 枠に達するまで選出する。各号の該当選⼿が複数名おり、NOC 枠

を超える場合には、当該⼤会における上位の選⼿を選出する。 
2-1）オリンピッククオリフィケーションイベント（2023/パリ）1-3 位 
2-2）ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ・ファイナル（2023/ポンテべドラ）1-3 位 
2-3）オリンピッククオリフィケーションイベント（2023/パリ）4-6位 
2-4) ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ・ファイナル（2023/ポンテべドラ）4-6位 
2-5）オリンピッククオリフィケーションイベント（2023/パリ）7-8 位 
2-6）ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ・ファイナル（2023/ポンテべドラ）7-8 位 
 

 3) 1)及び 2)の選出で NOC 枠に達しない場合には、下記各号の該当選⼿を 3-1)から順番に NOC 枠に達するまで選
出する。各号の該当選⼿が複数名おり、NOC 枠を超える場合には、当該⼤会における上位の選⼿を選出する。 

3-1）ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ（2024/横浜）1-3 位 
3-2）オリンピッククオリフィケーションイベント（2023/パリ）8 位から 30秒以内 
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3-3）ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ・ファイナル（2023/ポンテべドラ）8 位から 30秒以内 
3-4）ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ（2024/横浜）4-8 位 
 

 4)  1)、2)及び 3）の選出で NOC 枠に達しない場合には、2024 年 5⽉27⽇時点における OQR が上位の者から
NOC 枠に達するまで選出する。 

 
＊⼊替候補）男⼦個⼈及び⼥⼦個⼈の代表選⼿がなんらかの理由により第 33 回オリンピック競技⼤会（2024/パリ）に

出場できなくなった場合に備え、⼊替候補選⼿男⼥各１名を選出する。⼊替候補選⼿は、上記選出⽅法に
おける次点の選⼿とする。 

 
  1) Select the top-placed athlete ranked within the Top 20 in OQR as of May 27, 2024 
  2) Select candidates until quota places are filled from those achieving the following, in order of priority, beginning 

from 2-1). In case there are multiple qualifying candidates and it goes over the NOC quota, the top finisher in 
the applicable event will be selected. 

 2-1) Olympic Qualification Event (2023/Paris) 1st through 3rd places 
 2-2) World Triathlon Championship Series Final (2023/Pontevedra) 1st through 3rd places 
 2-3) Olympic Qualification Event (2023/Paris) 4th through 6th places 
 2-4) World Triathlon Championship Series Final (2023/Pontevedra) 4th through 6th places 
 2-5) Olympic Qualification Event (2023/Paris) 7th through 8th places 
 2-6) World Triathlon Championship Series Final (2023/Pontevedra) 7th through 8th places 

3) If the NOC quota is not be filled from 1) to 2) above, then the applicable athlete from the following will be 
selected until the quota places are filled. In case there are multiple qualifying candidates and it goes over 
the NOC quota, the top finisher in the applicable event will be selected. 

  3-1) World Triathlon Championship Series (2024/Yokohama) 1st through 3rd places 
  3-2) Olympic Qualification Event (2023/Paris) within 30 seconds of the 8th place 
  3-3) World Triathlon Championship Series Final (2023/Pontevedra) within 30 seconds of the 8th place 
  3-4) World Triathlon Championship Series (2024/ Yokohama) 4th through 8th places 
4) If the NOC quota is not filled from 1) to 3) above, then the better-ranked athlete in OQR as of May 27, 2024, 

will be selected until the quota places are filled. 
* Substitute candidates: In preparation for the possibility that a representing athlete is unable to compete in the 

Men’s individual and/or Women’s individual events in the Games of the XXXIII Olympiad for some reason, a 
substitute athlete will be selected for both Men and Women. The substitute will be the runner-up under the 
above selection criteria. 
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［8］留意事項  VIII. Cautionary Points 

 
1）基本留意事項 
 本基準は、感染症、紛争、⾃然災害、関連基準の変更、関係各団体との調整などにより、変更されることがある。 

その場合は JTU理事会において、変更箇所に関する承認決議をし、速やかに公⽰するものとする。 
2）競技内容の変更に対する対応 
 選考⼤会の競技内容が、TRI 競技規則等に準じて変更された場合は、次の⽅針で対応を⾏う。 

 a）選考⼤会が開催中⽌となったときは、代替⼤会は設けず、残りの選考⼤会の結果及び OQR を⽤いて［7］に
従い選出する。 

 b）選考⼤会の競技距離がスタンダードディスタンス（以下「STD」という。）から次の内容に短縮となった場合は、
当該⼤会の結果を、STDの場合と同様に選考⼤会の結果として扱う。 

   ・スプリントディスタンスに変更された場合 
   ・スイムの距離のみが短縮され、短縮後の距離が750m 以上の場合 
   ・ランの距離のみが短縮され、短縮後の距離が 5km 以上の場合 
 c）選考⼤会の競技距離が b）以外に短縮された場合及び競技種⽬がデュアスロンまたはアクアスロンに変更となっ

た場合は、当該⼤会を［6］2)の選考⼤会から除外し、残りの選考⼤会の結果及び OQR を⽤いて［7］に従
い選出する。 

 d）選考⼤会が c）により［6］2)の選考⼤会から除外された場合においても、OQR のポイントは TRI 競技規則に
基づいて加算され、［7］1)及び 4）に基づく選考の際には有効なポイントとして勘案する。 

3) 感染症・紛争等による対応 
 感染症・紛争等の特別な事象により、本基準に基づいて代表選⼿を選考することが選考対象選⼿の公平性を著しく

⽋くことになった場合には、HPT で代表選⼿選考にかかる代替⽅針を検討の上、代表選⼿選考委員会及び JTU 理
事会で審議を⾏い、JTU理事会の決議により代替⽅針を決定する。 
（想定される特別な事象例） 
 ・選考⼤会出場予定の⽇本⼈選⼿が、選考⼤会直前に感染症に感染や濃厚接触者に認定され、選考⼤会に出

場できなくなった場合 
 ・選考⼤会の開催地に向けた空路が世界情勢に伴い⽋航、経由も不可となり、選考⼤会出場予定の⽇本⼈選⼿

が現地⼊りできなくなった場合 
 
1) Basic Points to Note 

These selection criteria may be amended should there be changes due to infection, conflicts, or natural 
disasters; changes with related standards or adjustments with related bodies. In such cases, prompt 
announcements will be made after the JTU executive board reaches a decision and the amendment is 
approved. 

2) Dealing with Changes in Competition Content 
If the selection events are altered in accordance with the TRI Competition Rules, etc., the following guidelines 
will be applied. 
a) Even if a selection event is cancelled, an alternative event will not be set. The selection will be made based 

on the results of the remaining selection events and the OQR based on the selection criteria (VII). 
b) In case the distance of the competition is shortened from the standard distance (hereinafter “STD”) to the 

following content, the results of the applicable event will be handled in the same way as in a STD 
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competition. 

- Distance is shortened to sprint distance 
- Only the distance of the swim is shortened and if the shortened distance is 750M or more. 
- Only the distance of the run is shortened and if the shortened distance is 5KM or more. 
c) In case the selection event is shortened to a distance other than b) or in case the event is changed to a 

duathlon or aquathlon, the applicable event will be excluded from the selection event listed in VI. 2) and 
the selection will be made from the results of the remaining selection events and the OQR in accordance 
with VII. 

d) Even if a selection event is excluded from events listed in VI. 2) due to c), the earned OQR points will be 
added in accordance with the TRI Competition Rules, and they will be considered as valid points in the 
process of selection based on VII. 1) and 4). 

3) Dealing with Infectious Disease, Conflicts, etc. 
If the selection of the athletes representing Japan ignores the impartiality of the candidate athletes due to 
special circumstances such as infection or conflicts, the High Performance Team will review an alternative 
guideline which will be decided after discussion/approval by the selection committee and the JTU executive 
board. 
<Examples of possible special circumstances> 

- In case a Japanese athlete who was expected to compete in the selection event tests positive or is 
designated as a close contact and is unable to compete in the selection event 

- A Japanese athlete who was expected to race in the selection event is unable to arrive in the country of 
the event as a result of flight cancellation plus even alternative routes are not available due to world affairs. 

 

［9］選考⼿順  IX. Selection Process 

 
1) HPT は、2024 年 5 ⽉ 27 ⽇に発表される NOC 枠決定の後、本基準に基づき代表候補選⼿（⼊替候補選⼿を含
む。以下同じ。）を選出し、パリ 2024 ⼤会選考委員会及び JTU理事会に提出する。 

2) パリ 2024 選考委員会は、2024 年 5 ⽉末⽇までに、代表候補選⼿に失格事由がないかの審査を⾏い、その結果を
JTU に通知する。 

3) JTU 理事会は、2)の審査結果を踏まえ、2024 年 5 ⽉末⽇までに、代表候補選⼿に関する承認決議をし、JOC にその
結果を提出する。 

4) JOC は、派遣⼿続（ドーピング検査、メディカルチェック等）を経て、⽇本代表選⼿としての適性等を判断し、最終承認を
⾏う。 

 
1) The High Performance Team will, following the decision on the quota slots by NOC which will be announced 

on May 27, 2024, select the recommended candidate athletes (including alternates; same hereinafter) based 
on the selection criteria and will submit the recommendation to the Paris Olympics Triathlon Selection 
Committee (hereinafter “Paris 2024 Selection Committee”) and the JTU. 

2) The Paris 2024 Selection Committee will review all recommended candidates to see if there are any grounds 
of disqualification, and will inform the results to the JTU. 

3) Following the screening result of 2), the JTU executive board will approve the candidate athletes by the end 
of May 2024 and submit the results to the JOC. 
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4) The JOC will give a final approval on the candidate athletes after completing the selection procedure for them 
including a doping test and medical check-up to confirm the aptitude of the athletes to represent Japan. 

 

［10］関連事項  X. Related Matters 

 
1) ミックスリレー出場選⼿は、男⼦個⼈及び⼥⼦個⼈の代表選⼿に選出された者の中から、パリ 2024 ⼤会のリレー競技説
明会までに HPT が選出して、JTU理事会が承認する。 

2) パリ 2024 ⼤会⽇本選⼿団役員の選出⽅法については別途定める。 
 
1) The High Performance Team will select the competing athletes for the Mixed Relay event from those who 

represent Japan for the Men’s & Women’s Individual events, and the JTU executive board will give approval 
before the Paris 2024 Mixed Relay briefing. 

2) Selection method for the officials of Paris 2024 Triathlon National Team will be defined separately. 

 
＊パリ 2024 ⼤会 トライアスロン競技概要（関連ニュース） 
  Paris 2024 Olympics Triathlon Competition Outline (related news) 

https://www.triathlon.org/news/article/ioc_approves_the_olympic_qualification_criteria_for_paris_2
024_olympics 
 
＊TRI オリンピック出場資格システム 
  TRI Paris 2024 Olympic Qualification System 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/Paris2024-QS-Triathlon.pdf 
 
＊TRI 個⼈オリンピック出場資格ランキング基準 
  TRI Individual Olympic Qualification Ranking Criteria 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Individual_Olympic_Qualification_Ranking_
Criteria.pdf 
 
＊TRI ミックスリレーオリンピック出場資格ランキング基準 
  TRI Mixed Relay Olympic Qualification Ranking Criteria 

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Mixed_Relay_Olympic_Qualification_Rankin
g_Criteria.pdf 
 

 

l In the event of any inconsistency between the Japanese version and the English version, the Japanese version 

prevails. 

 


