2009 JTU トライアスロン・ナショナルチーム選手制度
社団法人日本トライアスロン連合

オフィシャルスポンサー

オフィシャルサプライヤー

2009年第2期JTUナショナルチーム選手 Ａ代表
認定期間：2009年3月1日～2009年5月末日（3ヵ月）

井出 樹里

※評価の対象は過去1年間：2008年3月1日～2009年2月28日

いで じゅり

A代表 S-3

トーシンパートナーズ・チームケンズ
生年月日

庭田 清美

にわた きよみ

A代表 A-1

アシックス･ザバス

1983年6月9日(25歳)

生年月日

1970年12月10日(38歳)

身長/血液型 158cm / O型

身長/血液型 166cm / A型

出身地

東京都

出身地

茨城県

出身校

玉川大学

出身校

茨城県立龍ヶ崎第二高等学校

主な成績

2007 アジア選手権 3位

主な成績

2000 シドニーオリンピック競技 14位

2007 日本選手権東京港大会 3位

2004 アテネオリンピック競技 14位

2007 ワールドカップエイラート大会 2位

2005 ワールドカップ石垣島大会 2位

2008 アジア選手権 3位

2003,2005,2006 日本選手権 優勝

2008 北京オリンピック競技 5位

2008 北京オリンピック競技 9位

2008 日本選手権東京港大会 優勝

2008 日本選手権東京港大会 2位

上田 藍

うえだ あい

A代表 A-3

シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター

田山 寛豪

たやま ひろかつ

A代表 A-3

NTT東日本･NTT西日本/流通経済大学職員

生年月日

1983年10月26日(25歳】

生年月日

身長/血液型

155cm / A型

身長/血液型 166cm / O型

出身地

京都府

出身地

茨城県

出身校

京都府立洛北高等学校

出身校

流通経済大学

主な成績

2006 第15回アジア競技大会 銀メダル

主な成績

2004 アテネオリンピック競技 13位

1981年11月12日(27歳)

2006 アジア選手権 優勝

2006 アジア選手権 優勝

2007 アジア選手権 2位

2007 ワールドカップエイラート大会 優勝

2007 日本選手権東京港大会 優勝

2008 北京オリンピック競技 48位

2008 アジア選手権 優勝

2001,2004,2006,2007,2008
日本選手権 優勝

2008 北京オリンピック競技 17位

2009年第2期JTUナショナルチーム選手 Ｂ代表・ホープ
認定期間：2009年3月1日～2009年5月末日（3ヵ月）

※評価の対象は過去1年間：2008年3月1日～2009年2月28日

プロフィール

プロフィール

プロフィール

・1979年5月17日(29歳)

・1984年10月4日(24歳)

・1991年12月23日(17歳)

・178cm / B型

・157cm / A型

・170cm / B型

・京都府

・福岡県

・埼玉県

・向陽台高校

・県立北九州高校

2008主な成績

2008主な成績

・アジア選手権 優勝

・ワールドカップ石垣島 15位

・コンチネンタル蒲郡大会 優勝

・アジア選手権 14位
・コンチネンタル蒲郡大会 優勝
・日本選手権東京港大会 10位
・インチョン国際大会 3位

・スプリント選手権幕張 優勝
・北京五輪競技 30位
・日本選手権東京港大会 優勝

山本 良介

やまもと りょうすけ

B代表 A-5

トヨタ車体

田中 敬子

たなか けいこ

B代表 B-1

NTT東日本・NTT西日本／スカイタワー58

・ジュニア選手権 優勝
・全国高校生大会 優勝
・日本選手権東京港大会 7位
・ジュニアランキング 1位

椿 浩平

つばき こうへい

ホープ B-3

チームブレイブ

プロフィール

プロフィール

・1983年7月21日(25歳)

・1992年1月18日(16歳)

・175cm / B型

・162cm / O型

・170cm / AB型

・大阪府

・千葉県

・同志社大学

・日本橋女学館高等学校

・池田中学校

2008主な成績

2008主な成績
・アジア選手権 3位

2008主な成績

・村上笹川流れ国際大会 優勝

・スプリント選手権銚子 優勝

・コンチネンタル天草大会 優勝

・日本選手権東京港大会 8位

・スプリント選手権酒田 2位
・日本選手権東京港大会 3位

・日本選手権東京港大会 5位
・ジャパンカップランキング 1位
・スプリントランキング 1位
・ジュニアランキング 1位

ほそだ ゆういち

グリーンタワー・稲毛インター

2008主な成績

プロフィール
・1984年12月6日(24歳)
・徳島県

細田 雄一

・狭山ヶ丘高等学校在学中

B代表 B-2

足立 真梨子

あだち まりこ

トーシンパートナーズ・チームケンズ

B代表 B-2

佐藤 優香
チームケンズ

さとう ゆか

ホープ J-S

2009JTUナショナルチーム認定制度について
目 的
この制度により、第30回オリンピック競技大会（2012/ロンドン）トライアス
ロン競技での入賞・メダル獲得を狙える選手を「ナショナルチーム選手」とし
て強化本部が推薦しJTUが認定する。これにより、ナショナルチーム選手の
自覚を促し、効果的な強化活動そして広報活動を促進する。

ナショナルチーム選手・スタッフ・担当スタッフの認定
ナショナルチーム選手、スタッフ、担当スタッフともに本会が認定し委嘱す
る。その期間はいずれも認定開始月から1年間を原則とする。
ただし、この期間中であってもナショナルチーム選手としての成果・品格が
評価され、昇格、降格ならびに資格解除の対象となる場合がある。なお、
ナショナルチーム選手から希望のあった場合は、選手所属 先に強化活動
が円滑に行えるよう協力を依頼する。

事 業
ナショナルチーム選手の効果的な強化活動の展開を図るため、下記事業を
実施する。
2-1

2-2

2-3

ナショナルチーム選手の国際競技力向上を図るため、指定大会へ
の派遣、国内外の合同強化合宿（体力測定含む）ならびに個別強
化合宿等を実施する。
ナショナルチーム選手の強化活動に必要な所属先の連携を図る
ため、ナショナルチーム体制を整備し、ヘッドコーチ1名、チームマ
ネージャー1名、アシスタントマネージャー1名をスタッフとして認定
する。さらに、当該選手のコーチ（スタッフ）数名を担当スタッフと
して認定する。また、ナショナルチーム選手が希望するコーチングス
タッフ、マネジメントスタッフ、情報・戦略スタッフ、医・科学スタッ
フなどを支援する。
その他ナショナルチーム選手の強化及び広報のために必要な諸事
業を実施する。

ナショナルチーム選手の認定基準
強化本部が第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン)の候補選手とし
て推薦した、メダル獲得もしくは入賞が期待できる選手、さらには将来の活
躍が期待できる有望選手をナショナルチーム選手として認定する。その基準
は下記の3つの条件を満たした場合とし、男女いずれも最大6名を認定する。
3-1

ナショナルチーム＜A代表＞選手
条件：強化A指定以上の中から選考 （強化A3-5指定選手は、
同基準の2項目をクリアしていること）

3-2

ナショナルチーム＜B代表＞選手
条件：強化B指定以上の中から選考

3-3

ナショナルチーム＜ホープ＞選手
条件：強化B指定以上、ジュニア強化A指定以上の中から選考

強化
B指定

評価1：ITU世界選手権シリーズ
【B-1】 24位以内（33.33％）
評価2：ITUワールドカップ、アジア選手権、日本選手権、世界
選手権U23部門
【B-2】 3位以内（10％） 【B-3】 8位以内（20％）
評価3：ITUコンチネンタルカップ、アジア選手権U23部門、
JTU公式大会
【B-4】 1位（5％）

ユニフォーム着用
ナショナルチーム選手の効果的な強化活動及び広報活動の展開を図るた
め、公式な活動においては、指定ユニフォームを着用する（別途規定）。

参考（出場指定大会）
4月26日（日）
石垣島ITUトライアスロンワールドカップ

その他
前記各項に該当しない例が生じた場合は、別途協議し適切な処置をとる。

参考（強化指定評価基準）
強化
S指定

評価1：ITU世界選手権シリーズ・グランドファイナル
【S-1】 1位 【S-2】 3位以内 【S-3】 8位以内
評価2：ITU世界選手権シリーズ
【S-4】 1位 【S-5】 3位以内

強化
A指定

評価1：ITU世界選手権シリーズ・グランドファイナル
【A-1】 16位以内（22.22％）
評価2：ITU世界選手権シリーズ
【A-2】 8位以内（11.11％）
評価3：ITU世界選手権シリーズ・グランドファイナル
【A-3】 24位以内（33.33％）
評価4：ITU世界選手権シリーズ
【A-4】 16位以内（22.22％）
評価5：ITUワールドカップ、アジア選手権、日本選手権、世界
選手権U23部門
【A-5】 1位（5％）

8月15日（土）～16日（日）
2009トライアスロン世界選手権シリーズ
ロンドン大会

8月22日（土）～23日（日）
2009トライアスロン世界選手権シリーズ
横浜大会

8月30日（日）
ASTCアジアトライアスロン選手権インチョン大会

9月12日（土）～13日（日）
2009ゴールドコースト トライアスロン
ワールドチャンピオンシップ・グランドファイナル

10月18日（日）
第15回日本トライアスロン選手権東京港大会
2009ジャパンカップランキング・ファイナル

※2009年4月20日現在

※詳細はJTUホームページ（www.jtu.or.jp）を参照ください

