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ＮＴＴ西日本は、新しい情報流通化社会に寄与するため、お客さまのニーズに対応した�

料金割引サービスの提供、魅力あるサービスや新技術の開発など、様々な取り組みを続けています。�

そして、一人一人の暮らしに役立つ情報流通企業であり続けたいと考えます。�

�

�

みんなに快適なコミュニケーションを目指して、�
ＮＴＴ西日本も、チャレンジを続けます。�
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インターネット博覧会［インパク］に参加しています。� http://www.inpaku.ntt-west.co.jp/
ペット・動物好きの皆さんを魅了するサイト！�
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　今年のNTTトライアスロンジャパンカップは、昨年より1戦増え、全7戦と

なり、北は北海道から南は沖縄県まで、まさに日本を縦断する形で開催さ

れることになりました。これはわが国トライアスロンの普及、発展のために

は理想的な姿で、各大会にかかわる皆様に感謝申しあげたいと思います。�

　昨年オーストラリアのシドニーで開催されたオリンピックでは、トライアス

ロン競技に2日間で延べ40万人の観客が会場につめかけ、熱い応援を

送ってくれました。そしてその映像は、日本でも高い視聴率となって表れ、

わが国のトライアスロンの歴史に新たな1ページを飾ってくれました。�

　また年末にスイスのローザンヌで開かれた国際オリンピック委員会（IOC）

の理事会で、2004年のアテネ・オリンピックでトライアスロンが正式競技

として継続することが決定しました。これで、名実ともにオリンピックファミ

リーの一員となり、21世紀のメジャースポーツの一つとして世界的に認知

されたわけです。�

　このようななかで開催される今年のジャパンカップも、8月に北海道で

は初めての公式大会としての第4戦、その翌週には、世界初の博覧会会

場でのトライアスロン、山口きらら博大会と、ひと味違ったシリーズとなりま

した。そして、最終戦となる東京港大会では、日本選手権者と2001年の

シリーズチャンピオンが同時に決定します。�

　このように、今年のジャパンカップは、多くの魅力をそなえた、新世紀に

ふさわしいシリーズになると確信しています。�

　最後になりましたが、各大会の開催にご尽力いただきます大会関係者

の皆様ならびにボランティアの皆様に感謝申しあげるとともに、今年も絶

大なるご支援をいただきますNTT東日本、NTT西日本と各スポンサーの

皆様にも、心から御礼申しあげます。�

　そして、参加する選手の皆様のご健闘をお祈りいたします。�

社団法人日本トライアスロン連合会長　猪谷 千春�

東日本電信電話株式会社 代表取締役社長　井上 秀一�
西日本電信電話株式会社 代表取締役社長　浅田 和男�
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　今年もJTUトライアスロン公式戦シリーズ「NTTトライアスロンジャパ

ンカップ」に特別協賛させていただきますことを大変光栄に存じておりま

す。�

�

　NTTでは1990年よりトライアスロンを応援させていただき、今年で12

年目を迎えます。昨年のシドニー・オリンピックではトライアスロンが正式

競技となり、世界的な注目を集めました。また、シドニーで活躍した日本

選手の勇姿は、多くのトライアスロンファンに感動を与えてくれました。�

�

　その余韻残る今年のジャパンカップ各大会は、2004年に開催される

アテネ・オリンピックという次の目標に向けた、新たなスタートとして注目

度の高い大会であります。日本選手が世界の強豪としのぎを削る素晴ら

しいレースが展開されるものと期待しております。�

�

　NTTといたしましても、ジャパンカップ各大会を通じて、世界を目指す日

本選手のさらなるレベルアップに貢献できるよう応援していく所存です。�

�

　最後になりましたが、各大会のご成功と、トライアスリートの皆様のご

健闘、並びにトライアスロン競技の益々のご発展を祈念するとともに、各

大会開催にご尽力されました関係者の皆様と多くのボランティアの方々、

そして数多くのトライアスロン愛好者の皆様に深く感謝いたしまして、ご

挨拶とさせていただきます。�



新たなるパワーよ、21世紀の扉を開け!

2001 ＮＴＴトライアスロン�

2001年も引き続き適用されるJTUジャパンランキングは、各大会の競技レベルの差を獲得ポイントに反映しやすくするシステム。ラン

キングの上位6名に設定されるQF（Quality Field）係数（表1参照）を導入することによって、大会ごとに獲得ポイントを変化させるも

の。大会ごとの獲得ポイントは、QF係数保持選手の出場者数によって異なる。�

獲得ポイントの算出方法は、その大会に出場したQF係数保持選手の係数の合計プラス1を、上位10名に与えられるベースポイント（表

2参照）に乗じたものとなる。�

（ベースポイント）×（QF係数保持選手の係数の合計＋1）＝獲得ポイント（小数点以下四捨五入）�

たとえば、ランキング上位6選手すべてが出場した大会の4位選手の獲得ポイントと、上位6選手が出場しない大会の1位の評価が同じ

ものとなる。このシステムでは、QF係数保持選手以外の出場者にも平等にポイント獲得のチャンスが与えられており、ランキング上位6

選手が多く出場すればするほどハイレベルな大会になるが、獲得ポイントが高くなるというメリットがある。�

QF係数は各大会終了後、JTUジャパンランキングの変化に準じて変更される。またベースポイントは、日本選手権では通常の1.5倍と

なり、スプリントは半分となる。全7戦終了後、出場した大会の上位3大会の合計で「ジャパンカップ」が争われる。�

ポイントランキング年間表彰は、最終戦の第7回日本トライアスロン選手権東京港大会終了後に行われる。�

第6戦までの優秀選手は、第7回日本トライアスロン選手権東京港大会（10/21）への出場推薦が、最優秀選手には、2002年ITUトラ

イアスロン・ワールドカップ出場推薦、2002年アジアトライアスロン選手権出場推薦の権利が与えられる。�

第1戦のＱＦ係数�

7戦でシリーズチャンピオンを決めるJTUジャパンランキング�

 ランク 1 2 3 4 5 6�

 係数 0.29 0.24 0.19 0.14 0.10 0.04�

 女子 小梅川雪絵 大内はるな（旧姓：細谷）  中西真知子 大河原浩美 関根明子（旧姓：平尾） 枇杷田深雪�

 男子 西内洋行 小原　工 竹内鉄平 斉藤大輝 福井英郎 鈴木隼人�

ベースポイント�
 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �

 通常ポイント 100 80 60 50 40 30 20 15 10 5 �

 日本選手権 150 120 90 75 60 45 30 23 15 8�

 スプリント選手権 50 40 30 25 20 15 10 7.5 5 2.5

ジャパンカップ・レースガイド�
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2001ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会�
2001石垣島ファミリートライアスロン大会�
ワールドランキング対象レース　　競技距離：51.5km

NTTトライアスロンジャパンカップ第2戦�

2001ITUトライアスロン・ワールドカップ蒲郡大会�
ワールドランキング対象レース　　競技距離：51.5km

NTTトライアスロンジャパンカップ第1戦�

2001ASTCトライアスロン・アジアカップ七ヶ浜大会�
第7回みやぎ国際トライアスロン七ヶ浜大会�
ワールドランキング対象レース　　競技距離：51.5km

NTTトライアスロンジャパンカップ第3戦�

2001ITUインターナショナルイベント北海道大会�
第1回北海道国際トライアスロンびらとり大会�
ワールドランキング対象レース　　競技距離：51.5km

NTTトライアスロンジャパンカップ第4戦　�

第4回日本スプリントトライアスロン選手権村上大会�
2001村上国際トライアスロン大会�
ワールドランキング対象レース　　競技距離：25.75km

NTTトライアスロンジャパンカップ第6戦　�

第7回日本トライアスロン選手権東京港大会�
＜兼2001ジャパンカップ・シリーズチャンピオンシップ大会＞�
ワールドランキング対象レース　　競技距離：51.5km

NTTトライアスロンジャパンカップ第7戦　�

2001ITUトライアスロン・ワールドカップ山口きらら博大会�
ワールドランキング対象レース　　競技距離：51.5km

NTTトライアスロンジャパンカップ第5戦�

新規大会�

新規大会�



昨年はシドニー・オリンピック代表選手の選考レースとして注目された蒲郡大会が、

今年はジャパンカップの開幕戦。舞台はおなじみの蒲郡競艇場で、波や潮の流

れがないスイムコースを2周回、埠頭をめぐるフラットなバイクコースを7周回、ラン

を5周回する全競技を、場内に設置された870インチの大型テレビが映し出す。

メインスタンドにいながらにしてレース状況を把握できるため、トライアスロンを「見

るスポーツ」として楽しめる大会。初めての観戦者にもおすすめ。ITU公認大会。�

レースウィークは、トライアスロン一色に染まる石垣島。沿道に掲げられた横断

幕と観客の声援が選手の熱気を高める。スイムコースはコーラルブルーに輝く

登野城漁港を2周回、バイクでサザンゲートブリッジと市街地を6周回した後、3

周回のランコースにはさらにサザンゲートブリッジが待ち受ける。技術と精神力、

そしてスタミナを問われるこのコースをどう攻略するかがレースのカギを握っている。

レース終了後は、沖縄の名産に舌鼓を打つのも楽しみの一つだ。ITU公認大会。�

昨年からジャパンカップに加わった大会。スイムは砂浜をスタートし、直角三角形

状のコースを2周回する。テトラポッドの外に出るため波の影響もレースを左右

する。バイクコースは時計回り・一方通行の3周回。アップダウンが難関のこの

コースでスピードを維持することが上位進出のカギ。片道1kmの海沿いコースを

2周回するランは高低差が8m。テクニックとともに、スタミナを要求されるコース

設定だ。ITUインターナショナルイベント。�

北海道ではじめて行われるジャパンカップシリーズ大会。ダムを形成する二風谷

湖を2周回するスイムは水温20度前後が予想される。バイクは高低差60mのコ

ースを5～6周し、折り返し地点は平取町のメインストリートとなる。テクニカルコー

スなため、各選手の激しい攻防が期待される。ランは北へ延びるフラットな遊歩

道を走る。北海道の乾いた気候のなか、最後まで見応えのあるレースが展開さ

れる。ITUインターナショナルイベント。�

スポーツと健康がテーマの「山口きらら博」（7月14日～9月30日）会場内にコー

スを設置。世界でも初の試みで注目度は高く、開催期間中ということから10万

人を超える観客も予想される。干満のリズムを反映する人工ラグーン「月の海」

と、大空に向かって開かれた「太陽の丘」など、環境造形がコースに使用される。

2周回のスイム、パビリオンの間を駆けめぐる8周回のバイク、3.5周回のランそれ

ぞれが見逃せない。観戦とともに、博覧会の楽しさも満喫できる。ITU公認大会。�

今年はスプリント選手権となる村上大会。もともとハードなコースにスピードが加

わり、一瞬たりとも目の離せない展開となりそうだ。コースレイアウトはこれまでの

瀬波温泉海水浴場から景勝地笹川流れに至るコースをベースに、よりエキサイ

ティングな設定を検討中。新たに生まれ変わるこの一戦に、選手も関係者も力

が入る。村上大会で、今年のスプリントの覇者が決まる。ITUインターナショナ

ルイベント。�

この最終戦には、ランキング上位者のほとんどが出場。レインボーブリッジをバッ

クに、日本選手権、ジャパンカップシリーズチャンピオンの2大タイトルが決定する。

お台場のアミューズメントスポットを駆け抜けるレースは見る者を飽きさせない。

観客も多く、間近に見るトライアスロンに驚きと歓声がわき上がる。好評のコー

スは2周回のスイム、6周回のバイク、3周回のラン。秋の快適な気候に恵まれ、

首都で最後の決戦が幕を開ける。ITUインターナショナルイベント。�

2001 ITUトライアスロン・ワールドカップ蒲郡大会�

蒲郡の緒戦が21世紀のスタートを飾る�

2001ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会�
2001石垣島ファミリートライアスロン大会�

ブルーに輝く島全体が盛り上がる一大イベント�

2001ASTCトライアスロン・アジアカップ七ヶ浜大会�
第7回みやぎ国際トライアスロン七ヶ浜大会�

夏の東北で待ち受ける難コース�

2001第4回日本スプリントトライアスロン選手権村上大会�
2001村上国際トライアスロン大会�

秋の到来を告げる怒濤のスプリント�

2001ITUインターナショナルイベント北海道大会�
第１回北海道国際トライアスロンびらとり大会�

熱きトライアスリートよシシリムカの風となれ!

2001ITUトライアスロン・ワールドカップ山口きらら博大会�

世界中が注目! 博覧会場の熱き一戦�

第7回日本トライアスロン選手権東京港大会�
＜兼2001ジャパンカップ・シリーズチャンピオンシップ大会＞�

首都東京で2大タイトル決定!



●主催 2001ITUワールドカップ蒲郡大会組織委員会（蒲郡市、（社）日本トライアスロン連合（JTU）、中日新聞社、東海テレビ放送） ●特別

協賛 NTT西日本、ニデック ●定員 ワールドカップ：ITU推薦選手・JTU推薦選手、男女各50名前後 ●距離／制限時間 ワールドカップ：

51.5km（スイム1.5km・バイク40km・ラン10km） ●記者発表 4月14日（土）15：00～15：45 ●開会式 4月15日（日）9：40～9：55 ●表彰 ワ

ールドカップ：男女各1～10位 ●テレビ放映 東海テレビ（4月22日（日）16:05～17:20）・NHK-BS1ほか海外90ヵ国以上 ●スタート ワールド

カップ：女子10:00・男子12:45 ●問い合わせ 〒443-0048愛知県蒲郡市緑町3-69 蒲郡市体育館内 大会事務局TEL0533-69-3241　

FAX0533-69-3243

●主催 2001ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会・2001石垣島ファミリートライアスロン大会組織委員会（石垣市、（社）日本トライアスロン連合（JTU）、

沖縄テレビ放送、日刊スポーツ新聞社） ●特別協賛 NTT西日本 ●定員 ワールドカップ：ITU推薦選手・JTU推薦選手、男女各50名前後 ファミリー・リレー：A組

500名、B組リレー100組 ●距離／制限時間 ワールドカップ：51.5km（スイム1.5km・バイク40km・ラン10km） ファミリー・リレー：51.5km（スイム1.5km・バイク

40km・ラン10km）／4時間15分 ●記者発表 4月21日（土）17：00～17：45 ●開会式 4月20日（金）14：00～16：00 ●表彰 ワールドカップ：男女各1～10位 ファミ

リー：総合男女各1～10位、年代別男女各1～3位（20歳未満、20歳代、30歳代、40歳代、50歳以上） リレー：1～3位 ●テレビ放映 OTV沖縄テレビ（4月29日

（日）16:00～17:30）・NHK-BS1ほか海外90ヵ国以上 ●スタート ワールドカップ：女子13:00・男子15:45ファミリー・リレー：8:00～ウェーブスタート●問い合わせ 

〒907-8501 沖縄県石垣市美崎町14 石垣市役所内 トライアスロン大会事務局  TEL 09808-2-1212　FAX 09808-2-1911　http://www.city.ishigaki.okinawa.jp

●主催 七ヶ浜町、（社）日本トライアスロン連合（JTU） ●特別協賛 NTT東日本 ●定員 エリート：JTU推薦選手・主催者推薦選手男女各70

名前後 国際大会・団体：800名●距離／制限時間 エリート：51.5km（スイム1.5km・バイク40km・ラン10km）／男子2時間30分・女子2時

間40分 国際大会・団体：51.5km（スイム1.5km・バイク40km・ラン10km）／3時間50分 ●記者発表 6月30日（土）午後（予定） ●開会式 

6月30日（土）午後（予定） ●表彰 エリート：男女1～10位 国際大会：総合男女各1～6位、年代別男女各1～3位（20～24歳、25～29歳、30

～34歳、35～39歳、40～44歳、45～49歳、50歳以上） 団体：1～3位 ●テレビ放映 KHB東日本放送 ●スタート エリート：男子10:00・女子

11:25 国際大会・団体：7:50～ウェーブスタート ●問い合わせ 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字高松　片桐勝一様方 

TEL･FAX 022-388-8431

●主催 第１回北海道国際トライアスロンびらとり大会実行委員会（平取町、日刊スポーツ新聞社、（社）日本トライアスロン連合（JTU）） ●特

別協賛 NTT東日本 ●定員 エリート：男女各70名前後 国際大会：200名 ●距離／制限時間 エリート：51.5km（スイム1.5km・バイク40km・

ラン10km）／未定 国際大会：51.5km（スイム1.5km・バイク40km・ラン10km）／3時間30分 ●記者発表 8月4日（土）午後（予定） ●開会

式 8月5日（日）午前（予定） ●表彰 エリート：男女各1～10位 国際大会：総合男女各1～10位、年代別男女各1～3位（16～19歳、20～24

歳、25～29歳、30～34歳、35～39歳、40～44歳、45～49歳、50歳以上） ●テレビ放映 北海道内テレビ放送予定 ●スタート エリート：男子

11:10・女子12:25 国際大会：9:00 ●問い合わせ 〒055-0107 北海道沙流郡平取町本町８８-1平取町民体育館内 TEL･FAX 01457-2-

2749　 ※シシリムカとはコース周辺の沙流川（母なる川）の意味�

●主催 2001ITUトライアスロン・ワールドカップ山口きらら博大会組織委員会、（社）日本トライアスロン連合（JTU）●特別協賛 NTT西日本  

●定員 ワールドカップ：ITU推薦選手・JTU推薦選手、男女各80名前後 ●距離／制限時間 ワールドカップ：51.5km（スイム1.5km・バイク

40km・ラン10km） ●記者発表 8月10日（金）、11日（土）午後（予定） ●開会式 8月10日（金）午後（予定） ●表彰 ワールドカップ：男女各1

～10位 ●テレビ放映 TYSテレビ山口（8月16日（木）18：30～19：54、8月22日（水）再放送）、TBS系列9局ネット放送予定（8月18日（土）、ま

たは19日（日））、NHK-BS1ほか海外90ヵ国以上 ●スタート ワールドカップ：女子12：30・男子15：15 ●問い合わせ 〒753-8501 山口市滝町

1-1 山口県庁内トライアスロン事務局 TEL 083-933-3265  FAX 083-933-2531

●主催 村上市、岩船地域広域事務組合、（社）日本トライアスロン連合（JTU）、日刊スポーツ新聞社 ●特別協賛 NTT東日本 ●定員 スプリ

ント：JTU強化指定・主催者推薦選手男女各50名前後 村上国際：800名 ●距離／制限時間 スプリント：27.75km（スイム0.75km・バイク

20km・ラン5km）／未定 村上国際：51.5km（スイム1.5km・バイク40km・ラン10km）／3時間30分 ●記者発表 9月22日（土）午前（予定） 

●開会式 9月22日（土）午後（予定）●表彰 スプリント：男女各1～10位 村上国際：総合男女各1～10位、年代別男女各1～3位（15～19

歳、20～24歳、25～29歳、30～34歳、35～39歳、40～44歳、45～49歳、50歳以上） ●テレビ放映 NST新潟総合テレビ（予定） ●スタート 

スプリント：男子9:45・女子10:00 村上国際：10:45～ウェーブスタート ●問い合わせ 〒958-0837新潟県村上市三之町13-25　村上市体育

館内 TEL0254-53-3399　FAX0254-52-6154 E-mail:triathlon@iwafune.ne.jp　http://www.iwafune.ne.jp/̃triathlon

●主催 第７回日本トライアスロン選手権東京港大会実行委員会（（社）日本トライアスロン連合（JTU）、東京新聞） ●特別協賛 NTT東日本 

●定員 エリート：JTU強化指定選手男女各100名前後 ●距離／制限時間 51.5km（スイム1.5km・バイク40km・ラン10km） ●記者発表 10

月20日（土）午後（予定） ●開会式 10月21日（土）レース前（予定） ●表彰 男女各1～10位 ●テレビ放映 調整中 ●スタート 女子9:00・男

子10:30（予定） ●問い合わせ 〒100-0011千代田区内幸町2-1-4　東京新聞スポーツ事業部　第７回日本トライアスロン選手権東京港大

会係 TEL03-3503-4855　FAX03-3503-1438�

�

サ    ル�



21世紀のスポーツ・トライアスロン�

オリンピックデビューも終わり、さらなる飛躍を目指すトライアスロン。�

日本トライアスロン連合（JTU）は今年もトライアスロンの普及と発展のため�

多くの大会を主催・共催し、キッズ・ジュニアの選手から熟年アスリートまで、�

幅広い競技者を募る方針だ。�

今年1年、JTUが後援する大会も含めると全国で180以上の大会が�

開催されるが、ここでは主要大会を紹介しよう。�

21世紀のスポーツ・トライアスロン�

�

オリンピックでさらにメジャー化したトライアスロン�
2000年9月15日、オーストラリアで行われたシドニー・オリンピック。初めて正式競技となったトラ

イアスロンは開会式の翌16日に女子、17日には男子のレースが行われた。ホスト国オーストラリ

アでは大人気の競技とあって、大会初日の会場には世界各国から多くの観戦者が集まった。�

レースは男女ともに地元オーストラリア有利の下馬評を覆す結果となり、女子は金メダルはブリ

ジット・マクマホン、銅メダルはマガリ・メスマーのスイス勢二人が獲得。オーストラリアではミケリー・

ジョーンズが銀メダルにとどまり、なんとかトライアスロン大国の面目を保った。男子もカナダのサ

イモン・ウィットフィールドが金メダル、ドイツのステファン・ブコビッチが銀メダル、銅メダルにはチ

ェコのヤン・ルーラが輝き、女子以上の波乱となった。�

日本代表の健闘も光った。女子では庭田清美（千葉県連合）が序盤からトップ集団に食いつく

レースを見せ、日本人最高の14位となった。男子は、小原工（チームテイケイ）がベテランの粘り

で、日本人最高の21位に入った。21世紀のメジャースポーツ・トライアスロンは、アテネ・オリンピ

ックに向かってスタートを切った。�

�

四半世紀の歴史でオリンピック競技に�
'74年9月25日、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンディエゴで初の大会が開かれたトライ

アスロンは、わずか四世紀半でオリンピック競技となった。現在世界120以上の国と地域でト

ライアスロンやデュアスロン、および関連する複合競技が行われており、わが国日本でも、'81

年の鳥取県米子市皆生温泉での初大会以来、着 と々競技人口を増やし、現在では愛好者も

含め、29万人を越えると言われている。�

その背景にはトライアスロンがフィットネススポーツとしての性格を多分に含んでいることがあ

げられる。身体のすべてを動かし、男女問わず子供から年配者までがチャレンジできるスポーツ

として、幅広い年齢層に支持されているのだ。�

トライアスロンは、'78年に始まった「ハワイアイアンマン」のウルトラロングディスタンス（225.2km）

に見られるように、かつてはロングのイメージが強かったが、現在主流となっているのは

51.5kmの「オリンピックディスタンス」と呼ばれるもので、世界のトライアスロンの80％以上は

この距離で行われている。�

'89年には国際トライアスロン連合（ITU : International Triathlon Union）が創設され、'94

年にはわが国で日本トライアスロン連合（JTU : Japan Triathlon Union）が発足、'99年には

社団法人となった。�

ちなみにトライアスロン（triathlon）の語源は、ラテン語の「3」を意味する“t ri”と、「運動」を

意味する“athlon” の合成語である。　�

�

さらに進化し続けるトライアスロン�
新世紀を迎えて、ますます世界に広がるトライアスロン。日本でも今年は昨年より1戦多い全7

戦で国内公式戦のNTTトライアスロンジャパンカップが争われる。また、今年で13回を数える

ITU世界選手権は、7月21､22日にカナダのエドモントンで行われる。出場できるのは、ITUワー

ルドランキングから50名、アフリカ、ヨーロッパ、オセアニア、アジア、北米、中米、南米の大陸

別地域選手権を勝ち抜いた選手とITUのワイルドカードによる出場である。�

'98年シーズンからは、ITUワールドランキングのポイントが取れるレースとして、ITUインターナ

ショナルイベント（国際大会）が加わり、大陸別の地域選手権でもワールドポイントが獲得でき

るようになった。また今年からは、日本が採用しているQF（Quality Field）係数がワールドカッ

プで導入される。�

そのほかITUではロングディスタンス・トライアスロンやデュアスロン、ウィンター・トライアスロン、

アクアスロンなど多くの選手権・大会を主催しており、さらに日本を含むアジア地域にはアジア

トライアスロン同盟（ASTC）が組織され、現在13の国と地域が加盟している。'91年に発足し

たASTCは、翌'92年よりアジア選手権を行ってきた。アジアカップもポイントランキング制をと

っており、シリーズチャンピオンが争われる。�

JTU主催・共催大会�
 5月 27日 （日） 第17回天草国際トライアスロン大会／�

    第2回全日本男子エイジグループトライアスロン選手権（熊本）�

 6月 2日 （土） もてぎデュアスロン（栃木）�

 6月 24日 （日） 第1回日本デュアスロン選手権若狭路大会（福井）�

 7月 22日 （日） アイアンマンジャパントライアスロン五島長崎大会（長崎）�

 7月 29日 （日） 第3回日本ジュニアトライアスロン選手権長良川大会（岐阜）�

 9月 2日 （土） 第5回日本ロングディスタンス・トライアスロン選手権佐渡大会（新潟）�

 9月 2日 （日） JTUスーパースプリントトライアスロン選手権�

    第14回瀬戸大橋さぬき広島トライアスロン大会（香川）�

 9月 2日 （日） ひわさうみがめトライアスロン（徳島）�

 10月 14日 （日） 第4回日本ロングディスタンス・デュアスロン選手権／�

    ITUパワーマンデュアスロンワールドカップ小松大会（石川）�

 11月 11日 （日） 第12回奄美レディストライアスロン／�

    第4回全日本女子エイジグループトライアスロン選手権（鹿児島）�

2002年�

 3月 10日 （日） 第4回日本ウィンタートライアスロン選手権トマム大会（北海道）�

未定   全国高校生トライアスロン大会�

JTUちびっこ・ジュニア大会（主催・共催大会）�
 6月 10日 （日） シーポート北谷トロピカルトライアスロン大会（沖縄）�

 7月 1日 （日） 北海道ジュニアトライアスロン（北海道））�

 6月 24日 （日） 第3回さいたまKIDSトライアスロン大会（埼玉）�

 7月 28日 （土） わんぱくトライアスロン国際大会（岐阜）�

 8月 5日 （日） 第6回道後山高原トライアスロンキャンプ＆レース（広島）�

 9月 8日 （土） 第3回スーパーキッズトライアスロン選手権大会（福岡）�

 9月 9日 （日） 2001オールキッズトライアスロン／JOCジュニアオリンピックカップ（東京）�

＊お問い合わせは、各都道府県加盟団体またはJTU事務局まで�

日本学生トライアスロン連合後援・主催大会�
 5月 27日 （日） 全日本学生トライアスロン選抜大会（茨城・潮来）�

 6月 3日 （日） 日本学生トライアスロン選手権北海道ブロック予選会（北海道・苫小牧）�

 6月 17日 （日） 日本学生トライアスロン選手権関東・東京ブロック予選会（栃木・黒磯）�

 7月 1日 （日） 日本学生トライアスロン選手権東北ブロック予選会（宮城・七ヶ浜）�

 7月 15日 （日） 日本学生トライアスロン選手権東海・北陸ブロック予選会（愛知・蒲郡）�

 7月 8日 （日） 日本学生トライアスロン選手権九州ブロック予選会（長崎）�

 8月 26日 （日） 日本学生トライアスロン選手権近畿ブロック予選会（和歌山・美山）�

 9月 2日 （日） 日本学生トライアスロン選手権中国・四国ブロック予選会（広島・三原）�

 9月 9日 （日） 日本学生トライアスロン選手権（石川・七尾）�

 10月 14日 （日） 日本学生スプリントトライアスロン選手権兼全日本大学対抗�

    チームタイム トライアル選手権（群馬・板倉）�

＊問い合わせは日本学生トライアスロン事務局（TEL03-5469-5402）まで�



2001ITU世界選手権（予定）�
3月25日（日）�

ウィンタートライアスロン世界選手権（レンツェルハイド／スイス）�

7月21日、22日（土、日）�

トライアスロン世界選手権（エドモントン／カナダ）�

8月 5日（日）�

ロングディスタンス・トライアスロン世界選手権（フレデリシア／デンマーク）�

9月8、9日（土、日）�

ロングディスタンス・デュアスロン世界選手権（フェルネイ／オランダ）�

9月11～16日（火～日）�

デュアスロン世界選手権（リミニ／イタリア）�

11月1日（木）　　　�

アクアスロン世界選手権（カンクン／メキシコ）�

ITU世界選手権歴代優勝者�
'89年 第1回大会 フランス・アビニオン�

女子　エリン・ベーカー（ニュージーランド）�

男子　マーク・アレン（アメリカ）�

'90年 第2回大会 アメリカ・オーランド�

女子　カレン・スマイヤーズ（アメリカ）�

男子　グレッグ・ウェルチ（オーストラリア）�

'91年 第3回大会 オーストラリア・ゴールドコースト�

女子　ジョアン・リッチー（カナダ）�

男子　マイルズ・スチュワート（オーストラリア）�

'92年 第4回大会 カナダ・ムスコカ�

女子　ミケリー・ジョーンズ（オーストラリア）�

男子　サイモン･レシング（イギリス）�

'93年 第5回大会 イギリス・マンチェスター�

女子　ミケリー・ジョーンズ（オーストラリア）�

男子　スペンサー・スミス（イギリス）�

'94年 第6回大会 ニュージーランド・ウェリントン�

女子　エマ・カーニー（オーストラリア）�

男子　スペンサー・スミス（イギリス）�

'95年 第7回大会 メキシコ・カンクン�

女子　カレン・スマイヤーズ（アメリカ）�

男子　サイモン･レシング（イギリス）�

'96年 第8回大会 アメリカ・クリーブランド�

女子　ジャッキー・ギャラガー（オーストラリア）�

男子　サイモン･レシング（イギリス）�

'97年 第9回大会 オーストラリア・パース�

女子　エマ・カーニー（オーストラリア）�

男子　クリス・マコーマック（オーストラリア）�

'98年 第10回 スイス・ローザンヌ�

女子　ジョアン・キング（オーストラリア）�

男子  サイモン･レシング（イギリス）�

'99年 第11回 カナダ・モントリオール�

女子　ロレッタ・ハロップ（オーストラリア）�

男子　ドミトリー・ガーグ（カザフスタン）�

'00年 第12回 オーストラリア・パース�

女子　ニコール・ハケット（オーストラリア）�

男子　オリビエ・マルソー（フランス）�

歴代日本選手権者�
''95年 第1回大会 長良川�

女子 小林美智子（静岡） 男子 田村　嘉規（京都）�

'96年 第2回大会 波崎�

女子 小梅川雪絵（大阪） 男子 山口　博久（埼玉）�

'97年 第3回大会 瀬戸内�

女子 中西真知子（大阪） 男子 星野　健一（千葉）�

'98年 第4回大会 長良川�

女子 枇杷田深雪（大阪） 男子 星野　健一（東京）�

'99年 第5回大会 長良川�

女子 小梅川雪絵（兵庫） 男子 小原　　工（鳥取）�

'00年 第6回大会 長良川�

女子 小梅川雪絵（兵庫） 男子 斎藤　大輝（愛知）�

歴代JTU日本トライアスロングランプリ最優秀選手�
'95年 女子 小林美智子（静岡） 男子 小原　　工（鳥取）�

'96年 女子 細谷はるな（愛知） 男子 小原　　工（鳥取）�

'97年 女子 庭田　清美（千葉） 男子 小原　　工（鳥取）�

'98年 女子 庭田　清美（千葉） 男子 小原　　工（鳥取）�

'99年 女子 細谷はるな（愛知） 男子 小原　　工（鳥取）�

'00年 女子 庭田　清美（千葉） 男子 小原　　工（鳥取）�

歴代ジャパンカップ優勝者�
'97年 女子 半田　恵理（埼玉） 男子 小原　　工（鳥取）�

'98年 女子 庭田　清美（千葉） 男子 小原　　工（鳥取）�

'99年 女子 細谷はるな（愛知） 男子 小原　　工（鳥取）�

  平尾　明子（東京）�

'00年 女子 小梅川雪絵（大阪） 男子 西内　洋行（兵庫）�

2001 ASTCトライアスロンアジアカップシリーズ（予定）�
 4月 15日 （日） 中国台湾�

 5月 20日 （日） サバー／マレーシア�
    （第10回アジアトライアスロン選手権）�

 6月 3日 （日） スビックベイ／フィリピン�

 6月 9、10日 （土、日） 徐州／江蘚省／中華人民共和国�

 7月 8日 （日） 束草（ソクチョウ）／大韓民国�

 8月 25日 （土） シンガポール�

 9月 2日 （日） マカオ�

 10月 14日 （日） 中国香港�

 12月   インド�

12月 ～2月  タイ�

�

�

ASTCアジア選手権歴代優勝者�
'92年 第1回大会 波崎�

女子 高橋希代子（滋賀） 男子 小原　　工（鳥取）�

'93年 第2回大会 中国・天津�

女子 高橋希代子（滋賀） 男子 小原　　工（鳥取）�

'94年 第3回大会 韓国・済州島�

女子 小林美智子（静岡） 男子 田村　嘉規（京都）�

'95年 第4回大会 マレーシア・コタキナバル�

女子 小林美智子（静岡） 男子 小原　　工（鳥取）�

'96年 第5回大会 インド・マドラス�

女子 細谷はるな（愛知） 男子 北里　信雄（福岡）�

'97年 第6回大会 フィリピン・スビックベイ�

女子 山崎真理子（茨城） 男子 小原　　工（鳥取）�

'98年 第7回大会 シンガポール�

女子 細谷はるな（愛知） 男子 小原　　工（鳥取）�

'99年 第8回大会 韓国・ソクチョウ�

女子 平尾　明子（東京） 男子 ドミトリー・ガーグ（カザフスタン）�

'00年 第9回大会�

女子 細谷はるな（愛知） 男子  ドミトリー・ガーグ（カザフスタン）�
＊'96年女子は荒天のためデュアスロン（ラン5km/バイク40km/ラン10km）で実施�

2001ITUトライアスロンワールドカップ（51.5km）（予定）�
 4月 15日 （日） 蒲郡／愛知�

 4月 22日 （土） 石垣島／沖縄�

 4月 28日 （土） セント　ピータスバーグ／アメリカ�

 5月 13日 （日） レンヌ／フランス�

 6月 3日 （日） マルセイユ／フランス�

 7月 7日 （土） トロント／カナダ�

 7月 29日 （日） コーナーブルック／ニューファンドランド島／カナダ�

 8月 12日 （日） 山口きらら博／山口県�

 8月 18日 （土） ティサウィバローシュ／ハンガリー�

 8月 25日 （土） ローザンヌ／スイス�

 9月 23日 （日） アテネ／ギリシャ�

 9月 29日 （土） パレルモ／シチリア島／イタリア�

 10月 14日 （日） シドニー／オーストラリア�

 11月 4日 （日） カンクン／メキシコ�

 1 500 1000 400 200�
 2 463 925 370 185�
 3 428 856 342 171�
 4 396 791 317 158�
 5 366 732 293 146�
 6 339 677 271 135�
 7 313 626 251 125�
 8 290 579 232 116�
 9 268 536 214 107�
 10 248 496 198 99�
 11 229 459 183 �
 12 212 404 170 �
 13 196 392 157 �
 14 181 363 145 �
 15 168 336 134 �
 16 155 311 124�
 17 144 287 115�
 18 133 266 106�
 19 123 246 98�
 20 114 227 91�
 21 105 210 84�
 22 97 195 78�
 23 90 180 72�
 24 83 166 67�
 25 77 154 62�

 26 71 142 �
 27 66 132 �
 28 61 122 �
 29 56 113 �
 30 52 104 �
 31 48 96 �
 32 45 89�
 33 41 83�
 34 38 76�
 35 35 71�
 36 33 65�
 37 30 60�
 38 28 56�
 39 26 52�
 40 24 48�
 41 22 44�
 42 20 41�
 43 19 38 �
 44 18 35�
 45 16 32�
 46 15 30�
 47 14 28�
 48 13 26�
 49 12 24�
 50 11 22�

�

順位�
世 界 �
選手権�

地 域 �
選手権�

国際�
大会�

ワール
ドカップ�

�
順位�

世 界 �
選手権�

地 域 �
選手権�

国際�
大会�

ワール
ドカップ�

ITUワールドポイント表�



日本トライアスロン連合では、トライアスロンの普及と発展の一環として、強化指定選手制度をつくりエリート選手を育成している。�

エリートはS、A、B、Cの、ジュニアはS、A、B、C、Dのランクが設定されている。このほか、ロングディスタンスにも強化指定選手が定められている。�

これらの強化指定を受けるためには、国内公式戦であるNTTトライアスロンジャパンカップ、ならびにITUワールドポイントレースでのポイント獲得、�

ASTCトライアスロンアジアカップシリーズ、ASTCアジア選手権でのポイント獲得が必要である。�

o h u c h i
h a r u n a

井上由佳子（いのうえ　ゆかこ）　①岡三証券②東京都世田谷区③1973/9/22④160cm⑤54kg　大河原浩美（おおかわら　ひろみ）　①アラコ②愛知県岡崎市③

1971/8/26④158cm⑤50kg　後藤　由香（ごとう　ゆか）　①岐阜県協会②岐阜県多治見市③1978/5/23　櫻井　博江（さくらい　ひろえ）　①アディダス②栃木県黒磯市

③1970/6/14④158cm⑤48kg　下村　真紀（しもむら　まき）　①チームテイケイ練習生②兵庫県西宮市③1975/4/23④160cm⑤52kg　土屋　磨実（つちや　まみ）　①

東京都連合②東京都品川区③1977/7/24④165cm⑤58kg　長岡　千絵（ながおか　ちえ）　①稲毛ITC②千葉県千葉市③1980/5/12　野上三代子（のがみ　みよこ）　①

山梨整形外科②静岡県静岡市③1970/11/28④161cm⑤50kg　野中　美佐（のなか　みさ）　①チームスペシャライズド②鹿児島県鹿児島市③1977/8/11④162cm　�

林　　百恵（はやし　ももえ）　①NITTOH TEAM KEN'S A&A②東京都田無市③1974/8/19④171cm⑤59kg　東　　千歳（ひがし　ちとせ）　①大阪府協会②大阪府河

内長野市③1979/2/5④152cm⑤51kg　平中　知子（ひらなか　ともこ）　①東京都連合②東京都稲城市③1973/7/8④156.5cm⑤50kg　廣瀬　梨江（ひろせ　りえ）　①

稲毛ITC②千葉県千葉市③1977/4/20④155cm⑤50kg　広田美由希（ひろた　みゆき）　①東海大学②神奈川県高座郡寒川町③1978/6/20④160cm⑤56kg　宮崎　康

子（みやざき　やすこ）　①NITTOH TEAM KEN'S A&A②東京都世田谷区③1977/6/7④156cm⑤51kg　菊地　次郎（きくち　じろう）　①山形大学②山形県山県市③

1975/5/28④175cm⑤68kg　中込　英夫（なかごめ　ひでお）　①ニデック②愛知県蒲郡市③1967/4/27④168cm⑤57kg　吉越　慎吾（よしこし　しんご）　①北海道連

合②北海道石狩市③1979/7/16④178cm⑤65kg　安藤　健太（あんどう　けんた）　①NITTOH TEAM KEN'S A&A②東京都調布市③1976/11/1④176cm⑤65kg�

小野　智治（おの　ともはる）　①チームテイケイ②兵庫県川辺郡猪名川町③1979/8/14④156cm⑤55kg　児玉　誠治（こだま　せいじ）　①流通科学大学②大阪府大阪

市③1970/10/11④167cm⑤60kg　鈴木　隼人（すずき　はやと）　①東京都連合②東京都八王子市③1973/8/30④168cm⑤58kg　須藤　和男（すどう　かずお）　①日

本食研②愛媛県今治市③1972/9/8④175cm⑤62kg　妹尾　善久（せのお　よしひさ）　①早稲田大学②東京都北区③1979/9/27④168cm⑤58kg　永田　成也（ながた

　しげや）　①鹿児島県協会②鹿児島県大口市③1979/4/6④173cm⑤60kg　永留　　誠（ながとめ　まこと）　①神奈川県連合②神奈川県川崎市宮前区③1974/12/3④

168cm⑤61kg　仁井　晶一（にい　しょういち）　①日本食研②愛媛県今治市③1973/6/15④179cm⑤70kg　平田　　治（ひらた　おさむ）　①奈良県協会②奈良県③

1977/11/3④164cm⑤56kg　藤巻　忠秀（ふじまき　ただひで）　①神奈川県連合②神奈川県横浜市③1969/7/29④180cm⑤68kg　益田　大貴（ますだ　だいき）　①

NITTOH TEAM KEN'S A&A／東京都連合②東京都西東京市③1980/1/25④176cm⑤60kg　山本　淳一（やまもと　じゅんいち）　①シャクリー・稲毛ITC②愛知県岡崎

市③1973/12/25④182cm⑤68kg�

S Jr.S

大内はるな（おおうち はるな）�

①愛知県協会②長野県松本市�
③1973/4/23④157.8cm⑤50kg

S

ohmathu
s a o r i

大松沙央里（おおまつ さおり）�

①日本女子体育大学②東京都墨田区�
③1982/1/6④156cm⑤48kg

koumegawa
y u k i e

小梅川雪絵（こうめがわ ゆきえ）�

①チームテイケイ②兵庫県川辺郡猪名川町�
③1969/12/8④161cm⑤50kg

s e k i n e
a k i k o

S S

関根　明子（せきね あきこ）�

①NTT東日本・NTT西日本②愛知県岡崎市�
③1975/8/30④165cm⑤50kg

S

nakanishi
m a c h i k o
①NTT東日本②千葉県市川市�
③1976/9/19④162cm⑤53kg

n i w a t a
k i y o m i

庭田　清美（にわた きよみ）�

①アシックス②千葉県千葉市�
③1970/12/10④166cm⑤54kg

中西真知子（なかにし まちこ）�

b i w a t a
m i y u k i

S S

枇杷田深雪（びわた みゆき）�

①ニデック②愛知県蒲郡市�
③1978/8/28④157.5cm⑤48kg

B

o b a r a
t a k u m i
①チームテイケイ②兵庫県川西市�
③1967/2/9④164cm⑤54kg

s a i t o
hiroteru

斎藤　大輝（さいとう ひろてる）�

①アラコ②愛知県豊田市�
③1975/3/3④175.5cm⑤65kg

小原　工（おばら　たくみ）�

t e p p e i
takeuchi

A A

竹内　鉄平（たけうち てっぺい）�

①アラコ②愛知県豊田市�
③1976/12/6④175cm⑤63kg

B

nishiuchi
h i r o y u k i
①チームテイケイ②兵庫県川辺郡猪名川町�
③1975/10/13④170cm⑤62.5kg

f u k u i
h i d e o

福井　英郎（ふくい ひでお）�

①シャクリー・稲毛ITC�
②千葉県千葉市③1977/9/25④173cm⑤66kg

西内　洋行（にしうち ひろゆき）�

そ の ほ か の 選 手

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B B

注 目 選 手

選手プロフィール�

C

C

�



2000
Sydney

2004
Athens



トライアスロンの情報は　www.jtu.or.jp/

トライアスリートたちが夢へ向かって走る姿は輝いて、応援する人々を魅了してやみません。NTTも

国内公式戦シリーズ「NTTトライアスロンジャパンカップ」と日本ナショナルチームのサポートを通

して、トライアスロンに心からのエールを送りつづけています。次の大きな目標を目指すトライアスリ

ートたちは、これからどんなドラマを展開させ、どれほど大きく成長していくのでしょうか。わたしたちも

21世紀の夢を見つめながら、全力で走りつづけていきます。�


