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第９回全国高校生トライアスロン大会

大会概要

P.2

第9回全国高校生トライアスロン大会の概要、大会会場風景 他
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大会概要

スイム:750m バイク:20km ラン:5㎞・競技距離

一般部門／リレー部門(3人一チーム ※一人一種目)・競技部門

大会実行委員会、社団法人東京都トライアスロン連合・主 管

第9回全国高校生トライアスロン大会事務局
〒188-0013 東京都西東京市向台町2-14-37 A&A西東京スポーツセンター内
TEL:042-468-3513／FAX:042-468-3549 

・事務局

男女別 総合1位～3位（予定）・表 彰

http://www.jtu.or.jp/alljapan/high-school/・ホームページ

高校生1～3年生の男女
個人の部100名／リレーの部（100組)

・参加定員

アミノバリュー、ソイジョイ、アリーナ・協 賛

株式会社キョーリン・特別協賛

大会実行委員会、社団法人東京都トライアスロン連合・主 管

国営昭和記念公園、立川市、朝日新聞社、朝日学生新聞社、立川市教育委員会、立川市体育協会 他・後 援

社団法人日本トライアスロン連合（JTU）・主 催

国営昭和記念公園（東京立川市・昭島市）・会 場

2007年9月15日(土) 10時15分スタート・開催日時

第9回全国高校生トライアスロン大会・大会名称

P.3

第9回全国高校生トライアスロン

大会の概要
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スケジュール

国営昭和記念公園大屋根下

スイムエリア・中の島

スイムエリア・中の島

スイムエリア・中の島

国営昭和記念公園スイムエリア・プール中の島

国営昭和記念公園特設トライアスロン会場

国営昭和記念公園立川西口ゲート

国営昭和記念公園立川西口ゲート

実施場所 備 考実施項目時間

高校生大会表彰式13:00～13:30

※10:00集合第2ウェーブスタート（高校生女子）10:17～

※10:00集合第1ウェーブスタート（高校生男子）10:15～

高校生大会開会式10:05～10:10

高校生大会競技説明会09:40～09:50

バイクセット09:00～10:00

開 門09:00～

受 付08:30～10:00

P.4

2007年9月15日(土)
開催当日のスケジュール
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主なＰＲ展開 募集告知① 告知

7月2日 JTUメールニュース （NO.37）の配信 7月2日 JTUメールニュース （NO.37）の配信

募集告知②

7月17日 高校生大会公式サイトのご案内

Web、メールマガジンによる
募集告知 他
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コース図
国営昭和記念公園および
トライアスロン特設会場マップ
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■国営昭和記念公園(会場)風景 ■国営昭和記念公園(会場)風景大会会場①
国営昭和記念公園、
会場入口風景

■受付(立川西口ゲート前）■会場入口(昭和記念公園立川西口）
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大会会場② ■スタートエリア（プール中の島） ■フィニッシュゲート

スタートエリア、
フィニッシュエリア、表彰式会場

■記録掲示板■表彰式会場
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大会会場③ ■コース誘導看板 ■コース誘導看板

コース内誘導看板、
トランジションエリア

■メカニックサービス■トランジションエリア
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■スポンサーバナー（特別協賛:キョーリン) ■スポンサーバナー（協賛:大塚製薬「SOYJOY」)大会会場④
大会スポンサー掲出物
（アドバナー）

■スポンサーバナー（協賛:デサント･アリーナ)■スポンサーバナー（協賛:大塚製薬「Amino-Value」)
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■バナー（後援:国営昭和記念公園）大会会場⑤ ■スポンサーバナー（フィニッシュゲート前）

大会スポンサー掲出物
（アドバナー、のぼり他）

■アドボード(特別協賛:キョーリン)■のぼり(特別協賛:キョーリン）
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■給水ポイント(スイム終了地点) ■給水ポイント(ランコース,大屋根下前)大会会場⑥
給水ポイント
大会オフィシャルドリンク:
大塚製薬「Amino-Value」

■給水ポイント(フィニッシュエリア)■給水ポイント(フィニッシュエリア)
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■Amino-Valueオリジナルビニールバッグ配布物 ■大会プログラム

選手への配布物について

■大会オリジナルTシャツ ■レースナンバー



第９回全国高校生トライアスロン大会

大会模様

P.14

大会当日、開門から競技終了までの模様について



P.15
http://www.jtu.or.jp/alljapan/high-school/

大会模様① 8時30分～
受付・開門（国営昭和記念公園立川西口ゲート）大会受付および立川西口

ゲート開門風景
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大会模様② ９時～10時
バイクセット（国営昭和記念公園トライアスロン特設会場）バイクセット風景

（トランジションエリア）

出場選手は各自でバイクをラックにセット。ヘルメットやバイクナンバー等の最終チェックを行った。
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大会模様③ ９時４０分～９時50分
競技説明会、開会式（国営昭和記念公園トライアスロン特設会場・プール中の島）競技説明会および開会式

風景（プール中の島）

開会式・競技説明会開催風景。
第9回全国高校生トライアスロン大会に、女子16名、男子49名、合計65名の選手が参加した。

特別協賛：株式会社キョーリン特別協賛：株式会社キョーリン
経営企画部経営企画部 宮木次長宮木次長

オフィシャルドリンクオフィシャルドリンク

大塚製薬様大塚製薬様
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大会模様④ ～１０時１0分
スタート前風景スタート前風景

・スイムウォーミングアップ
・タイミングベルト配布 他
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大会模様⑤ １０時１５分
男子スタート前風景スタート前風景

・男子スタート前
・スターター
・観客

スタートの合図を待つ選手たち

スターターは株式会社キョーリン 経営企画部の宮木次長多くの観客がスタートを見守ってくれた
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大会模様⑥ １０時１５分
男子スタート男子スタート風景

10時15分、第9回全国高校生トライアスロン大会 男子計49名の選手が一斉にスタートした。
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大会模様⑦ １０時１５分
女子スタート女子スタート風景

10時17分、第9回全国高校生トライアスロン大会 女子計14名(DNS2名)の選手がスタートした。
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大会模様⑧

スイム風景
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大会模様⑨

スイムフィニッシュ
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大会模様⑩

トランジション→バイク
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大会模様⑪

トランジション→ラン
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大会模様⑫

ラン
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第9回全国高校生トライアスロン大会
男子優勝：水野孟(慶應義塾高等学校 )

第9回全国高校生トライアスロン大会
女子優勝：高橋侑子(桐朋女子高等学校/東京ヴェルディ )大会模様⑬

フィニッシュ
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大会模様⑭
フィニッシュ
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第9回全国高校生トライアスロン大会 男子
1位：水野孟(慶應義塾高等学校 )
2位：細田貴茂(埼玉県立狭山経済高等学校/チームテイケイジュニア)
3位：大谷真史(大阪府立工業高等専門学校 )

第9回全国高校生トライアスロン大会 女子
1位：高橋侑子(桐朋女子高等学校/東京ヴェルディ )
2位：菅原多美代 (福島県立会津学鳳高等学校 )
3位：佐藤優香(日本橋女学館高等学校/チームケンズジュニア )

大会模様⑮

表彰式
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大会模様⑯

表彰式～大会終了後風景

■男子優勝 水野選手を囲い、チームで記念撮影■表彰式では多くの仲間たちが祝福

■大会記録が掲示され、掲示板にたくさんの人が集まった ■高校生大会終了後、同場所で「ＪＴＵちびっこ･ジュニア教室」が開催された
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■男子の部
公式記録
第9回全国高校生大会
リザルト

1:28:29 横浜商科大学高等学校16 岩本30 大成34 
1:27:26 日本学園高等学校18 臼井14 洋平33 
1:26:56 山北高校16 住廣36 隼人32 
1:26:49 慶應義塾高等学校15 スウィ25 セン 賢31 
1:26:06 明星高等学校16 中尾18 祥吾30 
1:25:56 山北高校16 佐藤38 諒29 
1:24:26 明星高等学校16 後藤21 秀一朗28 
1:23:51 慶應義塾高等学校18 森 浩27 気27 
1:20:56 東北高校17 佐藤9 壮26 
1:20:12 明星高等学校15 中山17 湧斗25 
1:18:40 横浜商科大学高等学校17 茂木32 大輝24 
1:18:23 北陸高等学校16 小森45 祥平23 
1:18:01 慶応義塾高等学校18 稲山23 真人22 
1:17:14 横浜商科大学高等学校16 田口31 大21 
1:17:14 明星高等学校16 阿久津16 将20 

1:17:12 秋田県立金足農業高校18 /
秋田トライアスロンクラブ

佐々木6 健19 

1:16:51 明星高等学校16 川田22 亮助18 
1:16:48 慶応義塾高等学校16 小峰24 遼介17 
1:15:45 北陸高等学校16 藤野46 翔大16 
1:14:43 横浜商科大学高等学校17 大沼34 弘和15 
1:13:59 明星高等学校17 岡野19 亮介14 
1:13:39 横浜商科大学高等学校18 小高28 駿人13 
1:13:27 野津田高校17 /東京ヴェルディ佐伯13 晃12 
1:12:36 横浜商科大学高等学校17 中澤29 元11 
1:11:00 東京電機大学高校17 酒井11 智央10 
1:10:59 本郷高等学校15 豊田5 雅人9 
1:08:27 愛知県立岡崎北高校15 大岩42 恭平8 

1:06:04 沖縄尚学高等学校16 /
チーム・ゴーヤー

村上44 貴洋7 

1:06:00 神奈川県立荏田高等学校18 若杉40 恵夢6 
1:05:22 共愛学園高等学校15 松澤4 真之介5 

1:04:44 狭山ヶ丘高等学校15 /
チームテイケイジュニア

椿 浩2 平4 

1:04:06 大阪府立工業高等専門学校16 大谷3 真史3 

1:03:46 埼玉県立狭山経済高等学校17 /
チームテイケイジュニア

細田1 貴茂2 

1:02:30 慶應義塾高等学校17 水野26 孟1 
総合記録学校名年齢氏名No.順位

－青稜高校16 吉田41 隆介DNS 
－横浜商科大学高等学校17 長谷川33 雄一DNS 

1:13:30 山北高校17 石井39 元紀DNF 
1:48:33 北陸高等学校15 齊籐48 拓己46 
1:48:20 北陸高等学校16 坂井49 翔45 
1:46:54 北陸高等学校16 村上47 諒介44 
1:35:09 明星高等学校16 原 聖20 也43 
1:32:51 明星高等学校16 西内15 健42 
1:32:46 山北高校15 大川37 徹晃41 
1:30:52 東北高校17 若生8 卓也40 
1:30:44 山北高校15 菊地35 史弥39 
1:30:33 東北高校17 三上10 宗太郎38 
1:29:40 中野養護学校16 松浦12 亮輝37 
1:28:54 大阪産業大学付属高校16 丸井43 海人36 
1:28:45 東北高校15 伊藤7 幸太朗35 
総合記録学校名年齢氏名No.順位

－兵庫県立川西緑台高等学校17 山岡 佳奈69 DNS 
－東北高校18 広瀬 香保65 DNS 

1:47:23 明星高等学校16 玉城71 玲奈14 
1:43:17 埼玉県立狭山経済高校16 深石67 実来13 
1:38:44 県立船橋法典高校16 登坂68 美南12 
1:36:16 明星高等学校17 山下73 瑠依11 
1:31:36 明星高等学校17 坂本72 春菜10 
1:29:13 明星高等学校15 木野70 由加利9 
1:19:28 糸満高校17 /チームゴーヤー豊平76 明日香8 
1:19:26 愛知工業大学名電高等学校17 中根74 礼音7 

1:14:54 敬愛学園高等学校18 /
稲毛インター

藪内75 里美6 

1:14:23 栃木県立宇都宮北高等学校16 /
チームテイケイジュニア

高久66 沙織5 

1:12:11 都立若葉総合高校16 /
東京ヴェルディ

古川63 翔子4 

1:10:42 日本橋女学館高等学校15 /
チームケンズジュニア

佐藤61 優香3 

1:08:50 福島県立会津学鳳高等学校17 菅原多美代64 2 

1:07:46 桐朋女子高等学校16 /
東京ヴェルディ

高橋62 侑子1 

総合記録学校名年齢氏名No.順位

■女子の部
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新聞掲載
9月16日 福井新聞9月16日 神奈川新聞9月16日 埼玉新聞9月16日 河北新報9月16日 北陸中日新聞

9月16日 琉球新報9月16日 沖縄タイムス9月16日 福島民友9月16日 福島民報
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御礼

第９回全国高校生トライアスロン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、

そしてトライアスロンファンの皆さまのご協力に、心から感謝いたします。

２００７年９月１５日
社団法人日本トライアスロン連合
www.jtu.or.jp


