
大会レポート

Ishigaki ITU Triathlon World Cup 2009 / 
2009 Ishigaki Triathlon 

2009年4月26日

社団法人日本トライアスロン連合
www.jtu.or.jp

石垣島ITUトライアスロンワールドカップ2009
2009石垣島トライアスロン大会
NTTジャパンカップランキングイベント第1戦



Part.1 大会概要

www.jtu.or.jp P.1

はじめに

２００９年４月２６日、石垣島ＩＴＵトライアスロンワールドカップ２００９および２００９石垣島トライアスロン大会が無事終了いたしましたこ

 とを、ここにご報告いたします。

 
大会スポンサーおよびオフィシャルスポンサー各社様、ボランティアの皆様、

多くのトライアスロンファンの方々、その他大勢の方々からのご協力とご支援に、心から感謝と御礼を申し上げます。

２００９年４月２６日

 社団法人日本トライアスロン連合

ワールドカップ
 

エントリー７１名、
 

石垣島トライアスロン大会
 

エントリー１,８８７名

出場選手数

ボランティア人数

約
 

3,０００名

観戦客数（沿道の応援含む）

４0,０００名
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大会概要

大会名称: 石垣島ITUトライアスロンワールドカップ

 
2009石垣島トライアスロン大会

開催地: 沖縄県石垣市

 
会場: 登野城漁港会場(スタート･フィニッシュ)

開催日程: ２００９年４月２６日（日）

主催: 「Ishigaki

 

Triathlon World Cup 2009／石垣島トライアスロン2009」組織委員

 
会
構成団体：石垣市・日本トライアスロン連合・沖縄テレビ放送・日刊スポーツ新聞社・

 
琉球新報社

主管: 「Ishigaki

 

Triathlon World Cup 2009／石垣島トライアスロン2009」実行委員

 
会
構成団体：石垣市・石垣市教育委員会・日本トライアスロン連合・石垣市観光協会・

 
石垣市体育協会・沖縄テレビ放送・日刊スポーツ新聞社・琉球新報社・沖縄県トライ

 
アスロン連合・石垣市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他

後援: 内閣府・沖縄県・(財)日本オリンピック委員会・(財)日本体育協会・沖縄県議会・沖縄

 
県教育委員会・(財)沖縄県体育協会・(財)沖縄観光コンベンションビューロー・ＮＨＫ

 
沖縄放送局・石垣ケーブルテレビ・FMいしがき・八重山毎日新聞社・八重山日報社・

 
トピックス沖縄・沖縄パシフィックプレス社・沖縄観光速報社・ラジオ沖縄

特別支援: 石垣海上保安部・沖縄県八重山警察署(予定)

特別協力: 沖縄ツーリスト(予定) 

特別協賛: NTT西日本

オフィシャルエアーライン: 日本航空、日本トランスオーシャン航空(予定)

協賛: 日本サムスン、アシックス、日本サブウェイ、アスタビータ、スパトライアスロン、オリオ

 
ンビール、沖縄コカ･コーラボトリング、りゅうせき、沖縄電力、サタケ、石垣の塩、ス

 
リープイン

 

他

公認: 国際トライアスロン連合（ITU）= Ishigaki ITU Triathlon World Cup

競技内容: オリンピックディスタンス

 
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km

競技規則: 国際トライアスロン連合(ITU)ルール及びワールドカップルール適用
日本トライアスロン連合(JTU)競技運営規則及びローカルルール適用
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時間 実施内容 場所

09:00～20:00 ITUルームオープン ホテルミヤヒラ/2F梯子の間

 

西

09:00～13:00 スイムトレーニング 中央運動公園・屋外プール

09:00～17:00 メカニックサービス ホテルスリープイン石垣島/駐車場

13:00～17:00 メディア登録 大濱記念館/2Fメディアルーム

16:00～17:00 選手登録 ホテルミヤヒラ/2F梯子の間 西

16:15～17:00 監督会議 ホテルミヤヒラ/2F梯子の間

 

西

17:00～18:00 競技説明会 ホテルミヤヒラ/2F梯子の間

 

中

19:00～20:30 ウェルカムパーティ ホテルミヤヒラ/2F梯子の間

 

中

2009年4月24日(金)

大会スケジュール

時間 実施内容 場所

09:00～20:00 ITUルームオープン ホテルミヤヒラ/2F梯子の間

 

西

09:00～13:00 スイムトレーニング 中央運動公園/屋外プール

09:00～17:00 メカニックサービス ホテルスリープイン石垣島/駐車場

09:00～17:00 メディア登録 大濱記念館/2Fメディアルーム

12:00～13:00 記者会見（①ワールドカップ②日本代表③エイジ） 大濱記念館/2Fメディアルーム

13:00～14:00 メディア説明会/記者会見（日本ナショナルチーム） 大濱記念館/2Fメディアルーム

16:00～17:00 公式スイムトレーニング 登野城漁港/スイムコース

2009年4月25日(土)

時間 実施内容 場所

08:00～08:15 公式バイクトレーニング

09:00～20:00 ITUルームオープン ホテルミヤヒラ/2F梯子の間

 

西

09:00～13:00 メディア登録 大濱記念館/2Fメディアルーム

11:00～16:00 メカニックサービス 登野城漁港/選手ラウンジ

11:45～12:45 アスリートチェックイン（女子） 登野城漁港/選手ラウンジ

13:05～13:10 スタートセレモニー 登野城漁港/スタート地点

13:15～15:20 コンペティション（女子） 登野城漁港/レースコース

14:15～15:15 アスリートチェックイン（男子） 登野城漁港/選手ラウンジ

15:45～17:45 コンペティション（男子） 登野城漁港/レースコース

17:45～18:00 表彰式 登野城漁港/表彰ステージ

18:00～18:30 記者会見 登野城漁港/表彰ステージ

19:00～21:00 アワードパーティー 真栄里公園

2009年4月26日(日)

時間 実施内容 場所

09:00～20:00 ITUルームオープン ホテルミヤヒラ/2F梯子の間

 

西

2009年4月23日(木)
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コースマップ
 

「ワールドカップ」
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コースマップ
 

「エイジグループ」

■

 

コースマップ(大会公式パンフレットより) ■

 

観戦マップマップ(大会公式サイト

 

http://ishigakijima-triathlon.jp/より)

■

 

会場案内図(大会公式サイト

 

http://ishigakijima-triathlon.jp/より) ■

 

会場案内図(大会公式サイト

 

http://ishigakijima-triathlon.jp/より) ■

 

交通規制案内(大会公式サイト

 

http://ishigakijima-triathlon.jp/より)
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主催・協賛各社

石垣市、（社）日本トライアスロン連合、沖縄テレビ放送、日刊スポーツ新聞社、琉球新報社

主 催

特別協賛

ＮＴＴ西日本

オフィシャルエアーライン

ＪＡＬ、ＪＴＡ

協 賛

日本サムスン、アシックス、日本サブウェイ、アスタビータ、スパトライアスロン、オリオンビール、
沖縄コカ･コーラボトリング、りゅうせき、沖縄電力、サタケ、石垣の塩、スリープイン

 
他
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会場風景①

■

 

大会メイン会場(登野城漁港)

メイン会場全体風景／登野城漁港
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会場風景② スイムエリア／登野城漁港

■

 

スイムゲート/エイジ・スイムスタート地点(登野城漁港)

■

 

ワールドカップ・スイムスタート(登野城漁港) ■

 

スイムゲート(登野城漁港）
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トランジションエリア／登野城漁港

■

 

エリート・トランジションエリア(登野城漁港)

■

 

エイジ・トランジションエリア（有料駐車場）■エイジ・トランジションエリア（有料駐車場）

会場風景②



Part.1 大会概要

www.jtu.or.jp P.11

会場風景④ フィニッシュエリア／登野城漁港

■

 

フィニッシュゲート/コース側(登野城漁港)

■

 

フィニッシュゲート/漁港入口側(登野城漁港)

■来賓用観覧席(登野城漁港)
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会場風景⑤ 表彰式会場他／登野城漁港

■

 

エイジ表彰式会場(登野城漁港)

■

 

エリート・表彰式会場(登野城漁港)■取材エリア(登野城漁港)
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会場風景⑥

■

 

メディアルーム(大濱信泉記念館入口) ■

 

記者会見/メディア説明会会場(大濱信泉記念館) ■

 

記者会見/メディア説明会会場(大濱信泉記念館)

■

 

メディア説明会(大濱信泉記念館) ■

 

選手登録(ホテルミヤヒラ/２Ｆ梯子の間) ■

 

競技説明会(ホテルミヤヒラ/２Ｆ梯子の間)

メディアルーム／選手登録／競技説明会 他
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会場風景⑧

■

 

エリート・公式スイムトレーニング(登野城漁港/スイムスタート) ■

 

エリート・公式スイムトレーニング(登野城漁港） ■

 

バイクメカニックサービス(登野城漁港/選手ラウンジ)

■

 

エイジ・試泳（登野城漁港/スイムスタート） ■エイジ・試泳（登野城漁港/スイムスタート）

スイムトレーニング会場／バイクメカニックサービス

 

他

■

 

エイジ・競技説明会会場(石垣市総合体育館)
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会場風景⑨

■

 

ASHIYU CAFE(登野城漁港)■

 

ａｓｉｃｓ

 

PRブース(登野城漁港)■

 

石垣第二中学校マーチングバンド(登野城漁港)

■

 

ウェルカムパーティー会場(ホテルミヤヒラ/2F梯子の間) ■

 

ウェルカムパーティー会場(ホテルミヤヒラ/2F梯子の間) ■

 

アワードパーティー会場(真栄里公園)

物販・ＰＲブース／パーティー会場
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会場風景⑩

■

 

大型横断幕(特別協賛：ＮＴＴ西日本) ■

 

ブイ(特別協賛：ＮＴＴ西日本) ■

 

アドボード<450×1800>(特別協賛：ＮＴＴ西日本)

■

 

アドボード<450×1800> (特別協賛：ＮＴＴ西日本) ■

 

アドボード<450×1800> (協賛：日本サムスン) ■

 

アドボード<450×1800> (協賛：日本サブウェイ)

スポンサー掲出物の一例
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会場風景⑩

■アドボード<450×1800> (オフィシャルエアーライン：ＪＴＡ)

■アドボード<450×1800> (協賛：アスタビータ) ■アドボード<450×1800> (協賛：コカ・コーラ) ■

 

アドボード<450×1800> (協賛：オリオン)

スポンサー掲出物の一例

■

 

アドボード<450×1800> (オフィシャルエアーライン：ＪＡＬ) ■

 

アドボード<450×1800> (オフィシャルエアーライン：ＪＡＬ)
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会場風景⑩

■アドボード<450×1800> (協賛：サタケ) ■アドボード<450×1800> (協賛：石垣の塩) ■アドボード<450×1800> (協賛：アシックス)

スポンサー掲出物の一例

■

 

アドボード<450×1800> (協賛：りゅうせき) ■

 

アドボード<450×1800> (協賛：沖縄電力)
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会場風景⑪

■

 

ＮＴＴジャパンカップシリーズバナー ■

 

アドバナー(特別協賛：ＮＴＴ西日本) ■

 

アドバナー(特別協賛：ＮＴＴ西日本)

■

 

アドバナー(オフィシャルエアーライン：ＪＡＬ) ■

 

アドバナー(協賛：日本サムスン) ■

 

アドバナー(協賛：アシックス)

スポンサー掲出物の一例
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会場風景⑫

■

 

アドバナー(協賛：日本サブウェイ) ■

 

アドバナー(協賛：アスタビータ) ■

 

アドボード<1000×3720>(協賛：コカ･コーラ)

スポンサー掲出物の一例

■

 

アドボード<1000×3720>(協賛：オリオン) ■

 

アドボード<1000×3720>(協賛：りゅうせき) ■

 

アドボード<1000×3720>(協賛：沖縄電力)
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会場風景⑫

■

 

アドボード<1000×3720>(協賛：サタケ)

スポンサー掲出物の一例

■

 

アドボード<940×985>(特別協賛：ＮＴＴ西日本) ■

 

アドボード<940×985>(オフィシャルエアーライン：ＪＡＬ) ■

 

アドボード<940×985>(協賛：日本サムスン)

■

 

アドボード<1000×3720>(協賛：石垣の塩) ■

 

アドボード<940×985>(特別協賛：ＮＴＴ西日本)
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会場風景⑫

■

 

アドボード<940×985>(協賛：アシックス)

スポンサー掲出物の一例

■

 

アドボード<940×985>(協賛：オリオン) ■

 

アドボード<940×985>(協賛：りゅうせき) ■

 

アドボード<940×985>(協賛：沖縄電力)

■

 

アドボード<940×985>(協賛：日本サブウェイ) ■

 

アドボード<940×985>(協賛：コカ･コーラ)
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会場風景⑭

■

 

のぼり(特別協賛：ＮＴＴ西日本) ■

 

のぼり(特別協賛：ＮＴＴ西日本) ■

 

のぼり(オフィシャルエアーライン：ＪＴＡ)

■

 

アドバナー(協賛：日本サムスン) ■

 

のぼり(協賛：日本サブウェイ) ■

 

のぼり(協賛：コカ･コーラ)

スポンサー掲出物の一例
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会場風景⑮

■

 

のぼり(協賛：オリオン)

■

 

のぼり(サザンゲートブリッジ)

スポンサー掲出物の一例

■

 

のぼり(登野城漁港)
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出場選手情報/日本代表選手

井出 樹里
トーシンパートナーズ・

チームケンズ

過去成績：2008年4位

庭田 清美
アシックス･ザバス

過去成績：

 

2008年31位

上田 藍
シャクリー・グリーンタ

 

ワー・稲毛インター
過去成績：2008年20位

田中 敬子
NTT東日本・NTT西日本/

 

スカイタワー58
過去成績：

 

2008年15位

高木 美里
レオパレス２１

過去成績：2007年34位

足立 真梨子
トーシンパートナーズ・

 

チームケンズ

過去成績：初出場

崎本 智子
日本食研

過去成績：初出場

中島 千恵
トーシンパートナーズ・

チームケンズ

過去成績：初出場

土橋 茜子
トーシンパートナーズ・

チームケンズ

過去成績：初出場

田山 寛豪
NTT東日本・NTT西日本

 

／流通経済大学職員

過去成績：

 

2008年9位

山本 良介
トヨタ車体

過去成績：

 

2008年24位

細田 雄一
グリーンタワー・稲毛イン

 

ター

過去成績：

 

2008年18位

杉本 宏樹
箕面スイミングスクール

過去成績：

 

2008年32位

山本 淳一
稲毛インター

過去成績：

 

2008年35位

福井 英郎
トヨタ車体

過去成績：

 

2008年DNF

佐藤 治伸
日本食研

過去成績：

 

2008年36位

平松 幸紘
日本食研

過去成績：

 

初出場

椿 浩平
チームブレイブ

過去成績：初出場
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記者会見（ワールドカップ）2009年4月25日(土) 12:00～13:00

 
場所：大濱信泉記念館

4月25日（土）、沖縄県石垣市の大濱信泉記念館で、翌26日（日）に開催される石垣島ITUトライアスロンワールドカップ／石垣島トライアスロンに先立ち、有力選手の記者発表が行われた。
司会は山本光宏JTU事業・広報委員会副委員長。
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2009年4月25日(土) 12:00～13:00

 
場所：大濱信泉記念館

左から、田山寛豪(NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員)、井出樹里(トーシンパートナーズ・チームケンズ)、2009ムー

 
ルラバITUワールドカップで4位に入賞したニッキー・サミュエルズ（ニュージーランド）、石垣島大会で3連覇を成し遂げたカート

 
ニー・アトキンソン（オーストラリア）。

記者会見（ワールドカップ）

北京オリンピック5位という結果には

 
悔いが残るが、応援してくれる皆さん

 
の笑顔が見たかったので、それを果

 
たせたことは嬉しい。今大会でも、応

 
援してくれる皆さんの思いを背負って

 
レースに挑み、皆さんが笑顔になる

 
ような結果を残したい。

ロンドンに向けてのシーズンを石垣

 
島で始められることは嬉しい。日本で

 
のレースはすばらしいサポート体制

 
があるため、レースに集中しやすい。

 
明日はどんなレース展開になるかわ

 
からないが、良いレースをしたい。

拠点と所属を変え、自分でいろいろな

 
パターンを考えてトレーニングをして

 
いる。その結果が今大会でどう出るか
楽しみ。オリンピックの借りはオリン

 
ピックで返す。そのためのスタートを石

 
垣で迎えられるのは嬉しい。
今年はすごいことをする。

またこの魅力的な石垣島に戻り、

 
レースを行えることができて嬉し

 
い。オリンピックという重荷が取

 
れて楽になったので、ムールラバ

 
ではいい結果を残せた。オリピッ

 
ク後のレースは自分にとっても大

 
切なものだ。

田山寛豪
NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員

井出樹里
トーシンパートナーズ・チームケンズ

カートニー・アトキンソン
オーストラリア

ニッキー・サミュエルズ
ニュージーランド



Part.2 大会模様

P.28

記者会見（日本代表）2009年4月25日(土) 12:00～13:00

 
場所：大濱信泉記念館

続いて、日本ナショナルチームによる記者発表が行われた。



Part.2 大会模様

P.29

記者会見（日本代表）2009年4月25日(土) 12:00～13:00

 
場所：大濱信泉記念館

会見に出席した9名の日本代表ナショナルチーム選手。左より、足立真梨子（トーシンパーナーズ・チームケンズ）、田中敬子

 
（NTT東日本・NTT西日本／スカイタワー58）、井出樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）、庭田清美（アシックス・ザバ

 
ス）、上田藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター

 

）、田山寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）、山本良

 
介（トヨタ車体）、細田雄一（グリーンタワー・稲毛インター）、椿浩平（チームブレイブ）。

2012年のロンドンオリンピックで1位

 
になることだけを目標に戦っていきた

 
い。良いスタートを切れるようにする

 
だけ。まだまだチャレンジャーという

 
気持ちでレースに挑みたい。そのた

 
めに、1レースずつ大切にしたい。

石垣島に来たとき、島全体で

 

大会を

 
盛り上げようという雰囲気が感じられ

 
た。その大会に代表

 

として参加でき

 
るのは嬉しい。エリートとしての第一

 
歩となるレースを最高のものにして、

 
良いスタートを切りたい。

石垣島大会に出場して、今年で13年

 
目となる、深い思い入れのあるレー

 
ス。長く競技をしていると、結果は別

 
として、挑戦する

 

気持ちが収穫にな

 
るとわかる。今回も、若い人に負けな

 
いように最後まで頑張りたい。

初めてトライアスロンに出場したのが

 
2003年の石垣島大会のエイジ部門。

 
その際にワールドカップを見て、「こ

 
の舞台に立ち

 

たい」と思った。明日

 
は応援をしてくれる方々の力を借り

 
て、自分の力を精一杯発揮したい。

庭田 清美
アシックス・ザバス

山本 良介
トヨタ車体

足立 真梨子
トーシンパーナーズ・チームケンズ

椿浩平
チームブレイブ



Part.2 大会模様

P.30

記者会見（エイジ）2009年4月25日(土) 12:00～13:00

 
場所：大濱信泉記念館

最後に、石垣島トライアスロンに出場するエイジグループの選手の会見が行われた。



Part.2 大会模様

P.31

2009年4月25日(土) 12:00～13:00

 
場所：大濱信泉記念館

左から、福元哲朗（広島県協会）、昨年度のエイジグループランキング1位の松本華奈（島根県協会）、地元石垣市の高校生で結成

 
されたリレーチーム・ランズアクティブサポートのメンバー、永尾蓮（八重山高校）、宍田智大、長谷川聖仁（ともに八重山農林高校）

 
の3名と、前回大会で石垣市内1位の金城さち、福士知孝（ともに沖縄県連合）、中央は、今年新設されたエイワッド（AWAD：車いす）

 
部門から廣道純（TDKラムダ）。

記者会見（エイジ）

廣道純
TDKラムダ

宍田 智大
ランズアクティブサポート

金城 ちせ
沖縄県連合

福元 哲朗
広島県協会

この大会には一言では言い表せ

 
ないほどの思いがある。足を骨折

 
していて、3カ月ほど走っていない

 
が、石垣島大会のスタートライン

 
にはどうしても立ちたかった。戦え

 
る状況をつくりつつ、大会に参加

 
できるようにしたい。

石垣島大会ばかりに出場して今年

 
で14回目になる。今年のレースも

 
どうなるかわからないが、良い結果

 
が出せればいいと思っている。石

 
垣島大会は宿泊所も近く、全体が

 
コンパクトであることが魅力。

車いす部門は一人だが、健常者

 
を何人倒せるかという気持ちで参

 
加しているから、最初から全力で

 
やっていきたい。トライアスロンは

 
さまざまな垣根を越えた競技であ

 
るという言葉がとても印象に残っ

 
ている。

八重山農林高校で水泳部に所属。

 
石垣島の高校生だけのチー

 

ムで

 
スイムを担当。目標は21分台。石

 
垣島は緑が多く、海の色もきれい

 
なコバルトブルーがとても印象的

 
である。



Part.2 大会模様

P.32

ＪＴＵ公式リリース

JTU公式リリース

 
発信日：4月25日(土)

タイトル：
石垣ITUトライアスロン
ワールドカップ直前情報

 
「約2,000名のアスリート

 
が石垣島に集結」

掲載URL:

 
http://www.jtu.or.jp/n

 
ews/2009/pdf/09Ishig

 
akiRelease2.pdf



Part.2 大会模様

P.33

ＪＴＵ公式リリース



Part.2 大会模様

P.34

2009年4月25日(金) 16:00～17:00

 
場所：ホテルミヤヒラ/2Ｆ梯子の間

 

西

ホテルミヤヒラでの選手登録の様子。各国の選手が一同に集まった。

選手登録

選手登録の横でOTVの選手インタビューを受ける田山寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）

日本代表選手も続々と登録会場に現れた。写真（左）は山本良介（トヨタ車体）、（右）は井出樹里（トーシンパートナーズ・チーム

 
ケンズ）。



Part.2 大会模様

P.35

2009年4月24日(金) 17:00～18:00

 
場所：ホテルミヤヒラ/2Ｆ梯子の間

 

中

石垣島ITUトライアスロンワールドカップには、世界各地から女子22名/男子49名

 

計71名の選手が参加した。

競技説明会



Part.2 大会模様

P.36

バイクメカニックサービス
2009年4月24・25日(金・土) 09:00～17:00

 
場所：ホテルスリープイン石垣島/駐車場

4月24日(金)と25日(土)の2日間、ホテルスリープイン石垣島の駐車場にてメカニックサービスが行われた。



Part.2 大会模様

P.37

公式スイムトレーニング2009年4月25日(土) 16:00～17:00

 
場所：登野城漁港/スイムコース

16時から1時間行われた公式スイムトレーニング。ワールドカップスタート地点(左上)と周回・フィニッシュ地点(下)の様子。各国の選手・コーチをはじめ、一般競技者も見学に訪れた。



Part.2 大会模様

P.38

競技開始（ウェーブスタート）
2009年4月26日(日) 07:30～

 
場所：登野城漁港/スタートエリア

午前8時、大濱石垣市長の合図で石垣島トライアスロン大会開幕。この後、30秒～1分間隔でウェーブスタートが行われた。(制限時間60分/1500m）



Part.2 大会模様

P.39

競技模様（一般/スイム）
2009年4月26日(日) 07:30～

 
場所：登野城漁港/スイムコース

今年新設されたエイワッド（AWAD：車いす）

 

部門の廣道純（TDKラムダ）は、エイジグループより３０分早いスタート。

 
レース前に大濱市長と固い握手を交わす。

8時20分、第7ウェーブ（Ａ組）がスタート。



Part.2 大会模様

P.40

競技模様（一般/トランジション）
2009年4月26日(日) 07:30～

 
場所：登野城漁港/トランジションエリア

たすきとチップをバイク選手へと受け渡すリレーチーム。スイムを終え、次々とトランジションエリアへと向かう。

バイクコースへ急ぐ。
ＡＷＡＤ部門・廣道純（TDKラムダ）もスイムを44分47秒で終え、バイク

 
（ハンドサイクル）へ乗り換える。



Part.2 大会模様

P.41

競技模様（一般/バイク）
2009年4月26日(日) 07:30～

 
場所：レースコース

メイン会場を出て、石垣島の南部40ｋｍを一周するコースへ（制限時間120分・40ｋｍ／周）

 
（写真：石垣島大会公式サイト「フォトギャラリー」より）

写真：石垣島大会公式サイト「フォトギャラリー」より
写真：石垣島大会公式サイト「フォトギャラリー」

 
より 写真：石垣島大会公式サイト「フォトギャラリー」より



Part.2 大会模様

P.42

競技模様（一般/ラン）
2009年4月26日(日) 07:30～

 
場所：レースコース

ランコースは石垣市街地10ｋｍを一周（制限時間75分）

 
（写真：石垣島大会公式サイト「フォトギャラリー」より）

写真：石垣島大会公式サイト「フォトギャラリー」より

昨年度エイジ部門優勝者、福元哲朗（広島県協会）。



Part.2 大会模様
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フィニッシュ・表彰式（一般）
2009年4月26日(日) 07:30～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

2009石垣島トライアスロン大会

 

男子総合優勝

 
桑原 寛次さん（チームゴーヤー）

女子総合優勝は、平井美雨さん（チームゴーヤー）

AWAD部門で 出場した廣道純（TDKラムダ）

 
は、2時間48分40秒でフィニッシュ。



Part.2 大会模様

P.44

【URL】

 

http://ishigakijima-triathlon.jp/results/index.php

リザルト（2009石垣島トライアスロン大会）

石垣島トライアスロン大会の大会結果は、
大会公式ホームページをご覧ください。



Part.2 大会模様

P.45

スタートセレモニー2009年4月26日(日)13:05～

 
場所：登野城漁港/スタートエリア

ケイ

 

シー・トレンブレー（カナダ）

昨年の北京五輪で日本人初の

 
5位入賞を果たした井出樹里

 
（トーシンパートナーズ・チーム

 
ケンズ）。今大会では表彰台を

 
狙う。

上田藍（シャクリー・グリーンタ

 
ワー・稲毛インター）

田中敬子（NTT東日本・NTT西日

 
本／スカイタワー58） 庭田清美（アシックス・ザバス）

足立真梨子（トーシンパートナー

 
ズ・チームケンズ）



Part.2 大会模様

P.46

競技開始（ワールドカップ女子/スタート）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/スタートエリア

13時15分、合図と同時に一斉に登野城漁港へ選手達が飛び込む。



Part.2 大会模様

P.47

競技模様（ワールドカップ女子/スイム）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

スイムは、1周750ｍを2周回するコース。

1周目をトップで上がったのは、中島千恵（トーシンパートナーズ・チームケンズ）。

 
後続との距離を見る。 ケイシー・トレンブレー（カナダ）、崎本智子（日本食研）らも２週回目へ。

出遅れてしまった上田藍（シャクリー・グリーンタワー・

 
稲毛インター）も後を追う。



Part.2 大会模様

P.48

競技模様（ワールドカップ女子/スイム）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

最初の勢いのままにスイムをトップで終えたのは中島千恵（トーシンパート

 
ナーズ・チームケンズ）。18分6秒でゲートを通過。

メラニー・アナハイム（スイス）、アインホア・

 
ムルア（スペイン）が中島に続く。 石垣島初出場の土橋茜子（18分14秒） 崎本智子（日本食研）（18分16秒）

今大会女子最年長のアナ・ブルゴズは19分20秒でスイムを終えた。



Part.2 大会模様

P.49

競技模様（ワールドカップ女子/バイク）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/バイクコース

バイクでは井出樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）、崎本智子（日本食研）、庭田清美（ア

 
シックス・ザバス）、高木美里（レオパレス21）、中島、土橋茜子（トーシンパートナーズ・チームケン

 
ズ）を含む11名が第1集団を形成。

第3集団となった上田藍（右）、足立真梨子（左奥）。

ローレン・グローブスが第2集団を引っ張る。



Part.2 大会模様

P.50

競技模様（ワールドカップ女子/バイク）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/バイクコース

5周回目までで第2集団に追いつかれ、14人となった第1集団。



Part.2 大会模様

P.51

競技模様（ワールドカップ女子/トランジション）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

日本人選手7名を含むバイク第1集団がトランジットへ急ぐ。



Part.2 大会模様

P.52

競技模様（ワールドカップ女子/ラン）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/ランコース

1周回目で井出、庭田、アインホア・ムルア（スペイン）、ケイシー・トレンブレー

 
（カナダ）らが集団を形成。この4人で優勝争いをすることに。

スイムで14位と出遅れたローレン・グローブス（カナダ）だが、着々と順位を

 
上げていく。

バイクでトップと1分の差を付けられた上田藍（シャ

 
クリー・グリーンタワー・稲毛インター）が得意のラ

 
ンで前を追う。



Part.2 大会模様

P.53

競技模様（ワールドカップ女子/ラン）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/ランコース

高木美里（レオパレス21） 足立真梨子（トーシンパートナーズ・チームケンズ） 中島千恵（トーシンパートナーズ・チームケンズ）



Part.2 大会模様

P.54

競技模様（ワールドカップ女子/ラン・フィニッシュ）
2009年4月26日(日)13:15～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

ランで強さを見せた井出樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）が日本選手女子初となるワールドカップ優勝を達成。

2位ケイシー・トレンブレー（カナダ）。2時間3分38秒。

3位庭田清美（アシックス・ザバス）。2時間3分54秒。



Part.2 大会模様

P.55

リザルト

1位

 

：

 

井出

 

樹里

3位

 

：

 

庭田

 

清美

 
9位

 

：

 

上田

 

藍

10位：

 

高木

 

美里

11位：

 

崎本

 

智子

12位：

 

足立

 

真梨子

13位：

 

土橋

 

茜子

 
16位：

 

中島

 

千恵

DNF ： 田中 敬子

大会公式記録

 
発信日：4月26日(日)

【エリート女子】

掲載URL:

 
http://www.jtu.or.jp/n

 
ews/2009/pdf/09_Ishi

 
gaki_Results.pdf
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競技開始（ワールドカップ男子/スタート）
2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/スタートエリア

15時45分、合図と同時に一斉に登野城漁港へ選手達が飛び込む。男子は49名がエントリー。



Part.2 大会模様

P.57

競技模様（ワールドカップ男子/スイム）
2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

続々と2周回目へ。

山本淳一（稲毛インター） 山本良介（トヨタ車体） 細田雄一（グリーンタワー・稲毛インター） 福井英郎（トヨタ車体）



Part.2 大会模様

P.58

競技模様（ワールドカップ男子/スイム）
2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

スイムを1、2位で終えたのはロシアのバシリエフ兄弟。

 
（右：イワン・バシリエフ、左：デニス・バシリエフ）

田山寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）は5位で

 
スイムを終える。トップとの差は5秒。

本大会で3連 覇4勝を達成しているカートニー・アトキンソン

 
（オーストラリア）も順調な滑り出し。



Part.2 大会模様

P.59

競技模様
 

（ワールドカップ男子/スイム～トランジション）
2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/メイン会場

平松幸紘（日本食研）はスイム終了時32位。

椿浩平（チームブレイ

 

ブ）はスイム36位でバイクへ。



Part.2 大会模様

P.60

2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/バイクコース 競技模様（ワールドカップ男子/バイク）

バイクに入ると、バシリエフ兄弟、カートニー・アトキンソン、

 

ジェームス・シーア（ともにオーストラリア）

 

、

 
田山寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）、

 

ウラジミール・タルバエフスキー（ロシア）を

 
加えた6 人で第1集団を形成。

佐藤治伸（日本食研） 杉本宏樹（箕面スイミングスクール

 

） 第2集団には、福井英郎、細田雄一、山本良介、山本淳一、杉本宏樹の姿が。



Part.2 大会模様

P.61

2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/バイクコース 競技模様（ワールドカップ男子/バイク）

第1集団との差はどんどん開いていく。

福井英郎（トヨタ車体） 椿浩平（チームブレイ

 

ブ）
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2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/メイン会場 競技模様（ワールドカップ男子/トランジション）

第2集団に3分以上の差を付けてトランジションに入る第1集団。
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2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/ランコース 競技模様（ワールドカップ男子/ラン）

トランジションをいち早く終え、ランへ飛び出すジェームス・シーア

 
（オーストラリア）。

田山寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）も

 
トップの後を追う。
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2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/ランコース 競技模様（ワールドカップ男子/ラン）

第1集団から飛び出したカートニーとバシリエフ兄弟の3人で優勝が争われた。
2周回目でカートニー・アトキンソンが、2位のデニス・バシリエフに25秒

 
の差をつけ、独走状態に。
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2009年4月26日(日)15:45～

 
場所：登野城漁港/メイン会場 競技模様（ワールドカップ男子/フィニッシュ）

ラン2周回目以降、トッ

 

プを維持したカートニーが今大会5度目の優勝を 成し遂げた。

2位にはイワン・バシリエフ、3位にはデニス・バシリエフがそれぞれ入った。

田山は惜しくも6 位となったが、フィニッシュ直後

 
たくさんの取材陣に囲まれた。

山本良介は、16位で

 
フィニッシュ。

細田雄一は、17位で

 
フィニッシュ。
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リザルト

6位

 

：

 

田山

 

寛豪

16位：

 

山本

 

良介

 
17位：

 

細田

 

雄一

20位：

 

杉本

 

宏樹

22位：

 

福井

 

英郎

26位：

 

山本

 

淳一

 
32位：

 

平松

 

幸紘

33位：

 

椿

 

浩平

36位：

 

佐藤

 

治伸

大会公式記録

 
発信日：4月26日(日)

【エリート男子】

掲載URL:

 
http://www.jtu.or.jp/n

 
ews/2009/pdf/09_Ishi

 
gaki_Results.pdf
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表彰式2009年4月26日(日)17:45～

 
場所：登野城漁港/表彰ステージ

女子表彰式：1位井出樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）、2位ケイシー・トレンブレー（カナダ）、3位庭田清美（アシックス・ザバス）
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表彰式2009年4月26日(日)17:45～

 
場所：登野城漁港/表彰ステージ

男子表彰式：1位カートニー・アトキンソン（オーストラリア）、2位イワン・バシリエフ（ロシア）、3位デニス・バシリエフ（ロシア）
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表彰式2009年4月26日(日)17:45～

 
場所：登野城漁港/表彰ステージ

男女表彰後のシャンパンファイト。
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ＪＴＵ公式リリース

JTU公式リリース

 
発信日：4月26日(日)

タイトル：
石垣島ITUトライアスロン

 
ワールドカップ速報

 
「井出が日本女子初とな

 
る優勝を遂げる」

掲載URL:

 
http://www.jtu.or.jp/n

 
ews/2009/pdf/09Ishig

 
akiRelease3.pdf
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アワードパーティー2009年4月26日(日)19:00～21:00

 
場所：真栄里公園

石垣島ITUトライアスロンワールドカップ日本人選手第1位が表彰された。

男子：田山寛豪（NTT東日本・NTT西日本／流通経済大学職員）

 
女子：井出樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ）



P.71

www.jtu.or.jpPart3.
 

告知・広報 Ishigaki

 

ITU Triathlon World Cup 2009 / 2009 Ishigaki

 

Triathlon 
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■大会公式プログラム ■

 

ＪＴＵ

 

Ｍａｇａｚｉｎｅ

■石垣島大会開催告知広告「頑張れ！日本アスリート！！」(日刊スポーツ・5段)

大会開催告知/ＰＲツール

■大会ポスター
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■石垣島大会公式サイト

 
http://ishigakijima-triathlon.jp/

■2009NTTトライアスロン・ジャパンカップランキング公式サイト

 
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2009/index.html

■大会タイムレコード(速報) 
http://www.jtu.or.jp/live/live-timing.html

■ＮＴＴ西日本(特別協賛)トライアスロン応援サイト

 
http://www.ntt-west.co.jp/event/tri/

■ＪＴＵ

 

Ｗｅｂ

 

Ｍａｇａｚｉｎｅ内

 

フォトギャラリー

 
http://www.jtu.or.jp/news/09IshigakiPhG/index.htm

■ＩＴＵワールドカップ石垣島大会情報ページ

 
http://www.triathlon.org/?call=TVRFdw==&id=MTM4MA==&keep=sh

■ＩＴＵワールドカップ石垣島大会

 

ピクチャーギャラリー

 
http://ishigakijima-triathlon.jp/photo/index.php

ＷＥＢ展開の一例
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■2月28日配信

 

ＪＴＵメールニュース№13 ■4月24日配信

 

ＪＴＵメールニュース№27 ■4月25日配信

 

ＪＴＵメールニュース№28 ■4月25日配信

 

ＪＴＵメールニュース№29

■4月26日配信

 

ＪＴＵメールニュース№30 ■4月26日配信

 

ＪＴＵメールニュース№31 ■4月26日配信

 

ＪＴＵメールニュース№32 ■4月30日配信

 

ＪＴＵメールニュース№33

ＪＴＵメールニュースの配信例
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2009.03.27 八重山毎日新聞 2009.04.15 八重山毎日新聞 2008.04.16 琉球新報 2009.04.27 陸奥新報

「本番まで１ヵ月

 

石垣島トライアスロン過去最多の1904人出場へ」 「本番まであと10日」 「石垣島トライアスロン

 

26日熱戦へ調整」 「井出が優勝

 

日本女子初」

2009.04.27 読売新聞 2009.04.27 十勝毎日 2009.04.27 朝日新聞 2009.4.27 東奥日報 2009.04.27 北陸中日新聞

「井出

 

女子初のＷ杯制覇」 「井出が初制覇」 「井出が初優勝」 「女子は井出が優勝」 「トライアスロン

 

ワールドカップ石垣島大会」

新聞記事
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2009.04.27 日刊スポーツ 2009.04.27 朝日新聞 2009.04.27 毎日新聞

「日本女子初！！

 

井出Ｗ杯制覇」 「日本女子初

 

井出、Ｗ杯Ｖ」 「井出Ｗ杯制覇

 

日本女子初」

2009.04.27 日本経済新聞 2009.04.27 読売新聞 2009.04.27 スポーツ報知 2009.04.27 八重山毎日新聞

「井出がＷ杯で初優勝」 「井出が初優勝」 「ワールドカップ石垣島大会」 「Ｗ杯女子

 

井出樹里選手が初優勝」

新聞記事
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2009.04.28 沖縄タイムス

「島人後押し、鉄人駆ける」

新聞記事

2009.04.27 八重山毎日新聞

「熱いレース

 

支える声援」
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2009.05.01 八重山毎日新聞 2009.05.03 琉球新報

「廣道純さん、きょう

 

めざましテレビ出演」 「ワールドカップ選手と交流」

2009.05.05 東京スポーツ 2009.05.0９

 

大分合同新聞

「最新ネットカキコミ10」 「廣道氏の奮闘に拍手」

新聞記事

2009.05.04 八重山毎日新聞

「石垣島トライアスロン大会に出場して」
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■4月21日八重山毎日新聞

 
「トライアスロン選手ら次々と石垣入り」

インターネット記事

■4月25日八重山毎日新聞

 
「W杯選手を歓迎

 

レスITU前会長に感謝状」

■4月22日八重山毎日新聞

 

「『行列の出来る法律相談所』東野幸治さんら3人出場

 

石垣島トライアスロン

 

で特番ロケ」

■4月24日八重山毎日新聞

 
「本番まであと2日

 

石垣島トライアスロン」
■4月24日琉球新報

 
「本番へ高まる熱気

 

石垣島トライアスロン、選手ら現地入り」

■4月26日八重山毎日新聞

 
「石垣島トライアスロンきょう号砲

 

過去最多1908人がエントリー」
■4月26日沖縄タイムス

 
「石垣島トライアスロンきょう号砲

 

日本勢9人検討誓う」
■4月26日琉球新報

 
「石垣島トライアスロン

 

きょう号砲」
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インターネット記事

■4月27日八重山毎日新聞

 
「トライアスロン選手ら次々と石垣入り」

■4月27日八重山毎日新聞

 
「W杯女子、井出樹里選手が初優勝

 

石垣島トライアスロン大会」

■4月27日八重山毎日新聞

 
「東野幸治さんら全員完走

 

行列のできる法律相談所ロケ」
■4月27日八重山毎日新聞

 

「島をあげて選手に大きな声援

 

太鼓に踊り、家族総出でアスリート激励」

■4月27日八重山毎日新聞

 

「A組は桑原寛次（豊見城市）、平出美雨（読谷村）がV 09石垣島トライアスロン」

■4月27日琉球新報

 
「井出、日本人初V 石垣トライアスロンワールドカップ」

■4月27日沖縄タイムス

 
「日本人女子で初

 

井出がW杯優勝／石垣島トライアスロン」
■4月27日沖縄タイムス

 
「【ヒロイン】3人抜き

 

猛追かわす／体がゴーサイン出した」
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ニュース報道/テレビ番組等

■日本国内における石垣島大会放送および関連番組放映実績(放送予定含む)  ※2009年5月15日現在　

放映日 放送時間 放送局 番組名 備考

5月9日（土） 14：35～15：55 沖縄テレビ放送（OTV） ｢石垣島ITUトライアスロンワールドカップ｣

5月23日（土） 14：55～15：25 沖縄テレビ放送（OTV） ｢石垣島トライアスロン｣

5月24日（日） 21：00～ 日本テレビ系列 「行列のできる法律相談所」
番組ホームページ
http://www.ntv.co.jp/horitsu/

5月31日（日） 21：00～ 日本テレビ系列 「行列のできる法律相談所」
番組ホームページ
http://www.ntv.co.jp/horitsu/

未定 未定 NHK BS-1 ｢石垣島ITUトライアスロンワールドカップ｣

■インターネット配信実績

配信日 配信時間 タイトル

4月26日（日） 13：15～
JTU 日本トライアスロン連合
石垣島ITUトライアスロンワールドカップ / 計測データライブ配信

4月26日（日） 07：00～17：00
FMいしがきサンサンラジオ
石垣島トライアスロン・石垣ITUトライアスロンワールドカップ実況生中継
（エイジA組･B組、ワールドカップ）
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■社団法人日本トライアスロン連合

 

公式サイト

 
http://www.jtu.or.jp/

ＷＥＢ実績

■国際トライアスロン連合

 

公式サイト

 
http://www.triathlon.org

4月度

 
サイト訪問者数

 
名4月度

 
サイト訪問者数

 
24,713名

4月度ページビュー

 

：302,010ｐｖ

 
ジャパンカップ石垣島大会ページ

 

：17,290ｐｖ

■NTTトライアスロンジャパンカップ

 

公式サイト

 

（※4/24OPEN）

 
http://www.jtu.or.jp/race/japancup/2009/ishigaki_index.html

4月度

 
サイト訪問者数

 
2,066名

4月度ページビュー

 

：19,463ｐｖ
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御礼

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、出場選手の皆さん、

 そしてトライアスロンファンの皆さま他、多くの方々のご協力に心から感謝いたします。

2009年4月26日

社団法人日本トライアスロン連合
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