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開催概要

「2006ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会＆
2006石垣島トライアスロン大会」実行委員会

主催団体：石垣市／石垣市教育委員会／社団法人日
本トライアスロン連合／社団法人石垣市観光協会／
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

■主管

「2006ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会＆
2006石垣島トライアスロン大会」組織委員会

主催団体：石垣市／社団法人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

国際トライアスロン連合(ITU)＝
2006ITUトライアスロン・ワールドカップ

■公認

男子エリート：40名

女子エリート：29名

■出場選手

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

■競技規則

①スイム：登野城漁港内（1.5㎞/2周回）

②バイク：登野城漁港～石垣市内～登野城漁港
（40.0㎞/6周回）

③ラン：登野城漁港～石垣市内～登野城漁港
（10.0㎞/3周回）

■競技会場・競技内容

沖縄県石垣市■開催地

2006年4月16日（日）■開催期日

JAL／JTA ■オフィシャルエアライン

180の各種団体・島内外企業■協力

沖縄ツーリスト■特別協力

オルカ／NTT東日本／キョーリン製薬／arena／

アシックス／太平エンジニアリング／デサント／

沖縄コカ・コーラボトリング／オリオンビール／

りゅうせき／沖縄電力／琉めん食品工業／サタケ／

ゼファー／石垣の塩

■協賛

NTT西日本■特別協賛

沖縄県八重山警察署／石垣海上保安部■特別支援

内閣府／財団法人日本オリンピック委員会／財団法人
日本体育協会／ギリシャ大使館／沖縄県議会／

財団法人沖縄県体育協会／

財団法人沖縄観光コンベンションビューロー／

沖縄マリンレジャーセイフティービューロー／

NHK沖縄放送局／琉球新報社／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／

株式会社近代美術 観光情報事業部／その他

■後援
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開催スケジュール

4月14日(金)

ウェルカムパーティ

〔ホテル日航八重山／1F八重山の間〕

18:00～19：30

競技説明会

〔ホテルミヤヒラ／でいごの間〕

16:30～17:30

日本ナショナルチーム記者発表

〔ホテルミヤヒラ／2F会議室〕

15:00～16:00

選手受付・ユニフォームチェック

〔ホテルミヤヒラ／でいごの間〕

16:00～16:30

メディア受付

〔大濱信泉記念館／2Fメディアルーム〕

13:00～17:00

メカニックサービス

〔ホテルミヤヒラ／駐車場〕

09:00～17:00

スイムトレーニング

〔中央運動公園／屋外水泳プール〕

09:00～12:00

ITUルームオープン

〔ホテルミヤヒラ／2Fでいごの間〕

09:00～20:00

4月15日(土)

メディア発表・説明会

〔大濱信泉記念館／2Fメディアルーム〕

16:00～17:00

スイム公式練習

〔登野城漁港／スイムコース〕

15:00～15:45

メディア受付

〔大濱信泉記念館／2Fメディアルーム〕

09:00～17:00

メカニックサービス

〔ホテルミヤヒラ／駐車場〕

09:00～17:00

スイムトレーニング

〔中央運動公園／屋外水泳プール〕

09:00～12:00

ITUルームオープン

〔ホテルミヤヒラ／2Fでいごの間〕

09:00～20:00

メダルセレモニー

〔登野城漁港／表彰ステージ〕

17:45～18:00

メディア発表

〔登野城漁港／表彰ステージ〕

18:00～18:30

4月16日(日)

交流パーティ

〔真栄里公園〕

19:00～21：00

競技（男子）

〔登野城漁港／競技コース〕

15:45～17:45

ボディーマーキング（男子）

〔登野城漁港／アスリートラウンジ〕

14:15～15:15

競技（女子）

〔登野城漁港／競技コース〕

13:00～15:15

スタートセレモニー

〔登野城漁港／アスリートラウンジ〕

12:50～12:55

ボディーマーキング（女子）

〔登野城漁港／アスリートラウンジ〕

11:30～12:30

メカニックサービス

〔登野城漁港／アスリートラウンジ〕

09:00～17:00

メディア受付

〔大濱信泉記念館／2Fメディアルーム〕

09:00～13:00
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コースMAP

コースMAP フィニッシュエリア
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大会会場①

会場：登野城漁港全体風景
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大会会場②

会場：登野城漁港（スタート＆フィニッシュゲート）
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大会会場③

会場：登野城漁港・競技コース



7社団法人 日本トライアスロン連合 http://www.jtu.or.jp/

大会会場④

メディアルーム：大濱信泉記念館
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日本代表ナショナルチーム
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大会風景①

4月14日 日本ナショナルチーム記者発表〔ホテルミヤヒラ/２Ｆ会議室〕
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大会風景②

4月14日 競技説明会〔ホテルミヤヒラ/２Ｆでいごの間〕

4月14日 ウェルカムパーティー〔ホテル日航八重山/１Ｆ八重山の間〕
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大会風景③

4月14日 ウェルカムパーティー〔ホテル日航八重山/１Ｆ八重山の間〕
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大会風景④

4月15日 メディア発表・説明会〔大濱信泉記念会館/２Ｆメディアルーム〕

4月16日 大会風景〔2006ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会〕
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大会風景⑤

4月16日 大会風景〔2006ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会〕

4月16日 表彰式〔2006ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会〕
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大会風景⑥

4月16日 交流パーティー〔真栄里公園〕
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ツール①

□ アーチ（スイム・フィニッシュ会場）

□ 記者会見会場（大濱信泉記念館）

□ 表彰式ボード（ワールドカップ） □ 表彰式ボード（一般）
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ツール②

□ 立看板
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プレスリリース

4月14日発信（大会直前情報その1） 4月16日発信（レース速報）

4月15日発信（大会直前情報その2）

2006ITUトライアスロンワールドカップ

石垣島大会の各種詳細情報は
JTU Web Magazineをご参照ください。

http://www.jtu.or.jp/race/japancup/06ishigaki.html
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報道

・海外・・・BBCスポーツニュース（90カ国に配信予定）

・J SPORTS（JTU Webサイトから挿入）
その他

特別番組（沖縄テレビ放送／「トライアスロン石垣島大会」）

特別番組（NHK-BS／「2006ITUトライアスロンワールドカップ石垣島大会」）
5月20日

大会模様（沖縄テレビ放送／「ITUトライアスロン・ワールドカップ石垣島大会」）4月30日

特別番組（NHK-BS／52分） ※放送時間調整中5月中旬

企画番組（TBS全国放送「情熱大陸」）4月23日

ニュース（フジテレビ全国放送「すぽると！」／NHK全国放送「サンデースポーツ」／テレビ東京全国「スポーツ魂」）4月16日

・ITU公式サイト ・・・ http://www.triathlon.org
・JTU公式サイト「JTUWebマガジン」 ・・・ http://www.jtu.or.jp/
・JTU公式サイト（モバイル版）「JTUモバイルマガジン」 ・・・ http://mjtu.net
・NTT西日本様公式サイト ・・・ http://www.ntt-west.co.jp/event/tri/
・石垣島大会公式サイト ・・・ http://ishigakijima-triathlon.jp/
・その他

Web

・クリッピング中

新聞

・トライアスロンJAPAN
・ターザン

・その他

雑誌（4月28日現在）

ニュース（沖縄県内 沖縄テレビ、琉球放送、NHK各社）4月12日～17日

テレビ

項目 内 容日 時

その他
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WEB・モバイル展開①

□ JTU Official Photo Service □ 「JTU Web Magazine」フォトギャラリー □ 「JTU Web Magazine」大会速報

□ 「ITU TricastTM」によるライブ映像配信

こちらで紹介しているWEBサイトは、

日本トライアスロン連合オフィシャルサイト
「JTU Web Magazine」からご覧頂けます。

http://www.jtu.or.jp/
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WEB・モバイル展開②

□ 「JTU Mobile Magazine」 □ NTT西日本様トライアスロンページ □ 石垣島大会ホームページ

こちらで紹介しているWEBサイトは、日本トライアスロン連合オフィシャルサイト
「JTU Web Magazine」からご覧頂けます。

http://www.jtu.or.jp/
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その他

大会ポスター 大会パンフレット

2006年度「JTU Magazine」
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大会公式記録（男子）

370:18:0727日本食研 実業団トライアスロン部佐藤 治伸30DNF
171:17:25191:00:3830:16:4724アメリカマイケル・アース27DNF
331:20:34321:02:45350:17:49カザフスタンドリトリー・ガーグ14DNF

0:14:22360:38:28391:23:57391:05:36390:18:212:02:2523東京ヴェルディ犬童 太一3437
0:12:01350:37:16381:22:48381:04:25400:18:232:00:0432K's-Y ・グリーンタワー・稲毛インター山本 淳一1636
0:09:48370:38:37241:19:14291:02:2370:16:511:57:51アメリカデビッド・クンディ3935
0:09:03330:36:22371:20:44361:03:12310:17:321:57:0621中国デン・ロンフ3334
0:08:09300:35:36351:20:36371:03:19300:17:171:56:1219中国ザン・イミン4133
0:07:35270:35:06311:20:32331:02:46340:17:461:55:3832アメリカブランダン・マーシュ3732
0:07:15320:36:04251:19:14271:02:15160:16:591:55:1823中国コン・ジャジー2631
0:06:44230:34:15321:20:32311:02:42360:17:501:54:47イタリアファブリッツォ・バラーラ3630
0:06:19280:35:07271:19:15281:02:20130:16:551:54:2224チームテイケイ杉本 宏樹2829
0:06:00260:34:47281:19:16251:02:06280:17:101:54:0320中国ジャン・ジハン2028
0:05:53340:36:27201:17:29181:00:3790:16:521:53:5620中国ファン・ズー3527
0:05:48180:33:20301:20:31301:02:24380:18:071:53:5129香港ダニエル・リー・チー・ウー626
0:05:38160:33:06341:20:35341:02:55330:17:401:53:4127日本食研 実業団トライアスロン部高濱 邦晃2425
0:05:24140:32:51361:20:36351:02:58320:17:381:53:27カザフスタンドミトリー・スムロフ2324
0:05:06310:35:44161:17:25161:00:3650:16:491:53:0923ハンガリーロリンク・バロフ4023
0:04:41290:35:18191:17:26151:00:3660:16:501:52:4422NTT東日本・NTT西日本・Weider平野 司1822
0:04:19170:33:10231:19:12221:02:04230:17:081:52:2224カザフスタンダニール・サプノフ521
0:04:03150:32:57211:19:09211:01:53290:17:161:52:0628スイスディディール・ブロカー1920
0:03:56240:34:36121:17:23141:00:30110:16:531:51:5937アメリカジョー・アンフェナー1219
0:03:53250:34:4241:17:1441:00:11190:17:031:51:5621Weider・speedo細田 雄一2118
0:03:49120:32:40221:19:12241:02:05200:17:071:51:5230西京味噌西内 洋行1517
0:03:43100:32:31261:19:15231:02:05270:17:101:51:4621ハンガリーノグラド・タマス4316
0:03:29220:34:1171:17:2181:00:25140:16:561:51:32スイスセバスチャン・ガコン4215
0:03:14210:33:51181:17:2661:00:16260:17:101:51:1726イタリアアンドレア・ダキーノ1714
0:02:58200:33:37131:17:2471:00:22180:17:021:51:0124ハンガリーダニエル・トロク3113
0:02:3860:31:24291:19:17261:02:10210:17:071:50:41イタリアジゼッペ・フェラーロ3812
0:02:22190:33:2111:17:0410:59:56240:17:081:50:2526トヨタ車体山本 良介711
0:01:55110:32:3781:17:21121:00:3080:16:511:49:58イギリススチュワート・ヘイズ910
0:01:51130:32:4631:17:0831:00:11150:16:571:49:54イタリアレオナルド・フィオレーラ259
0:01:4990:32:30111:17:22111:00:28120:16:541:49:5229ニュージーランドベバン・ドカティ28
0:01:3380:32:15101:17:21171:00:3610:16:451:49:3624チームテイケイ田山 寛豪227
0:01:1770:32:1421:17:0620:59:57250:17:091:49:2028アメリカマーク・フレッタ16
0:00:4450:31:22141:17:2591:00:25170:17:001:48:4730アメリカマシュー・リード115
0:00:2040:31:0361:17:20101:00:27100:16:531:48:2328ニュージーランドクリス・ゲメル44
0:00:0830:30:46151:17:25201:00:3920:16:461:48:1129アメリカアンディ・ポッツ103
0:00:0110:30:4391:17:2151:00:14220:17:071:48:0429アメリカハンター・ケンパー32

20:30:4551:17:18131:00:3040:16:481:48:0326オーストラリアカートニー・アトキンソン81
タイム差順位ラン通過スプリット順位バイク順位スイム総合記録年齢所属／登録氏名No.順位
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大会公式記録（女子）

20:34:4511:23:4931:05:41150:18:081:58:3423ニュージーランドデビー・ターナー51
0:00:0210:34:4241:23:5421:05:20230:18:341:58:3632イギリスミシェル・ディロン72
0:00:1630:34:5921:23:51121:06:0980:17:421:58:5034ニュージーランドサマンサ・ワリナー113
0:00:2450:35:0731:23:5111:05:03260:18:481:58:5825オーストラリアミリンダ・カーフレー214
0:00:3540:35:05171:24:0491:05:54160:18:101:59:0924カナダローレン・グローブス205
0:01:1160:35:45151:24:0071:05:53130:18:071:59:45イギリスアンドレア・ウィットコム156
0:01:1970:35:5791:23:5661:05:48140:18:081:59:5335アシックス・ザバス庭田 清美107
0:01:3180:36:08101:23:57141:06:1670:17:412:00:0523ニュージーランドニッキー・サミュエルス288
0:01:5290:36:26161:24:00101:05:54120:18:062:00:2629NTT東日本・NTT西日本中西 真知子179
0:02:06110:36:42121:23:58161:06:1850:17:402:00:4022アメリカサラ・ハスキンス2610
0:02:07120:36:4771:23:54131:06:1290:17:422:00:4135スイスマガリ・メスマー2211
0:03:43150:38:19141:23:58111:06:03100:17:552:02:1729日東紅茶・TEAM KEN'S・A&A忽那 静香1412
0:03:56160:38:33111:23:5741:05:42210:18:152:02:3021NTT東日本・NTT西日本・スカイタワー58田中 敬子3213
0:04:00170:38:36131:23:58151:06:1760:17:412:02:34イギリスアネリーズ・ハード1214
0:04:08180:38:4681:23:5651:05:46170:18:102:02:4226中国シン・リン315
0:04:43200:39:2361:23:54191:07:4210:16:122:03:1722アメリカサラ・マクラーティ3116
0:04:45210:39:2551:23:5481:05:53110:18:012:03:1933アメリカジュリー・スウェイル617
0:05:01130:37:03211:26:32201:07:56240:18:362:03:3522グリーンタワー・稲毛インター上田 藍2418
0:06:04100:36:40241:27:58231:09:01280:18:572:04:3830NTT東日本・NTT西日本関根 明子2319
0:06:15230:40:37191:24:12181:06:3340:17:392:04:4924トヨタ車体古谷 あかね1620
0:07:08140:37:43261:27:59251:09:12250:18:472:05:4224トヨタ車体大松 沙央里2921
0:07:32220:39:35201:26:31211:07:59220:18:322:06:0627湘南ベルマーレスポーツクラブ高木 美里922
0:08:45190:39:21251:27:58241:09:07270:18:512:07:1924中国ワン・ホンニ823
0:11:01240:41:39231:27:56261:09:42200:18:142:09:3521アメリカジェナ・シューメーカー3024
0:11:47270:43:48221:26:33221:08:20180:18:132:10:2120中国テン・チャンチャン2725
0:12:32260:43:03271:28:03271:09:50190:18:132:11:0621中国ユ・シュジュン1826
0:13:37250:42:03281:30:08281:11:01290:19:072:12:1126トヨタ車体高橋 梨香1927

181:24:05171:06:2920:17:3633カナダクリスティン・ジェフリー25DNF
30:17:3924オーストラリアアナベル・ラックスフォード1DNF

タイム差順位ラン通過スプリット順位バイク順位スイム総合記録年齢所属／登録氏名No.順位
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ジャパンカップランキング（2006石垣島大会終了時点）

男子ランキング 女子ランキング
1位：142pt

田山寛豪（たやまひろかつ）

チームテイケイ

2006WC石垣島：7位

〔PROFILE〕
所属 チームテイケイ
居住地 兵庫県川辺郡
生年月日 1981年11月12日
身長/体重 166cm/60kg 
血液型 O 
出身校 流通経済大学

3位：118pt

西内洋行（にしうちひろゆき）

西京味噌

2006WC石垣島：17位

〔PROFILE〕
所属 西京味噌
居住地 宮城県多賀城市
生年月日 1975年10月13日
身長/体重 170cm/61kg 
血液型 O 
出身校 東北福祉大学

2位：130pt

山本良介（やまもとりょうすけ）

トヨタ車体

2006WC石垣島：11位

〔PROFILE〕
所属 トヨタ車体
居住地 京都府京都市
生年月日 1979年5月17日
身長/体重 178cm/68kg 
血液型 B 
出身校 向陽台高校

2位：132pt

中西真知子（なかにしまちこ）

NTT東日本・NTT西日本

2006WC石垣島：9位

〔PROFILE〕
所属 NTT東日本・NTT西日本
居住地 千葉県千葉市
生年月日 1976年9月19日
身長/体重 162cm/53kg 
血液型 B 
出身校 桃山学院大学

1位：144pt

庭田清美（にわたきよみ）

アシックス・ザバス

2006WC石垣島：7位

〔PROFILE〕
所属 アシックス・ザバス
居住地 東京都墨田区
生年月日 1970年12月10日
身長/体重 166cm/52kg 
血液型 A 
出身校 竜ヶ崎第二高校

3位：120pt

忽那静香（くつなしずか）

2006WC石垣島：12位

〔PROFILE〕
所属 日東紅茶・TEAM KEN'S・A&A  
居住地 東京都西東京市
生年月日 1976年11月2日
身長/体重 162cm/51kg 
血液型 A 
出身校 東京女子体育大学

日東紅茶・TEAM KEN'S・A&A  

4位：107pt 4位：109pt細田 雄一（ほそだゆういち） Weider・speedo 田中 敬子（たなかけいこ） NTT東日本・NTT西日本・スカイタワー58

5位： 97pt 5位： 98pt平野 司（ひらのつかさ） NTT東日本・NTT西日本・Weider 上田 藍（うえだあい） グリーンタワー・稲毛インター

6位： 86pt 関根 明子（せきねあきこ） NTT東日本・NTT西日本

7位： 74pt 古谷 あかね（ふるやあかね） トヨタ車体

8位： 64pt 大松 沙央里（おおまつさおり） トヨタ車体

9位： 52pt 高木 美里（たかぎみさと） 湘南ベルマーレスポーツクラブ
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主要スケジュール

日本代表ナショナルチーム出場指定大会 ジャパンカップポイントランキング対象大会

千葉県
幕張新都心

2006日本スプリント・トライアスロン選手権幕張大会6月18日（日）

東京都
臨海副都心

第12回日本トライアスロン選手権東京港大会10月22日（日）

新潟県村上市2006村上・笹川流れ国際トライアスロン大会10月1日（日）

福島県いわき市2006小名浜スーパースプリント・トライアスロン大会7月16日（日）

宮城県七ヶ浜町第12回みやぎ国際トライアスロン七ヶ浜大会7月2日（日）

山形県酒田市日本海トライアスロンおしんレース6月18日（日）

沖縄県石垣市2006ITUトライアスロンワールドカップ石垣島大会4月16日（日）

日程

愛知県蒲郡市2006ITUトライアスロンコンチネンタルカップ蒲郡大会9月17日（日）

千葉県銚子市
2006日本スーパースプリント・トライアスロン選手権

銚子大会
10月15日（日）

熊本県本渡市

開催地大会名称

2006ITUトライアスロンコンチネンタルカップ天草大会9月10日（日）
中 国ITUトライアスロンワールドカップ北京大会9月24日（日

スイスITU世界トライアスロン選手権ローザンヌ大会9月 3日（日) 

中 国アジアトライアスロン選手権中国大会8月13日（日）

沖縄県石垣市
2006ITUトライアスロンワールドカップ

石垣島大会
4月16日（日）

日程

カタール2006アジアトライスロンドーハ大会12月 7日（木）

東京都
臨海副都心

開催地大会名称

第12回日本トライアスロン選手権東京港大会10月22日（日）
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スイム・バイク・ラン

スイム・バイク・ラン・

ミニレース

スイム

オリエンテーション/スイム・バイ

ク・ランのワンポイントレッスン

※調整中

※調整中

スイム・バイク・ラン

※調整中

スイム・バイク・ラン

※対象小学生1～6年

スイム・ラン

メニュー

09:00～16:00

09:00～16:00

午前中

14:00～16:00

※調整中

※調整中

14:00～16:30

※調整中

12:30～17:00

09:00～12:30

時間

30～50名

100名

100名

150名

30～50名

30名

50名

30～50名

60～100名

30～50名

定員場所

松山中央公園

サイクリングロード
11月12日(日)愛媛

日産スタジアム

富士総合運動公園

国営昭和記念公園

目黒区立烏森小学校

秋田県能代市

※会場調整中

富山市八尾B&G海洋センター町

民ひろば

兵庫県三木市

※会場調整中

サン府中スイミングスクール/府
中小学校具グランド

フェニックス・

シーガイヤリゾート

8月20日（日）東京(目黒)

9月24日(日)静岡

10月中旬～

11月開催予定
神奈川

9月16日(土)東京(昭和公園)

7月23日（日）秋田県

7月15日(土）富山

6月中旬兵庫

5月7日(日)広島

5月6日(土)

開催日

宮崎

教室名

2006ちびっこ・ジュニアトライアスロン教室情報

2006年4月末現在
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2006シーズン開幕を迎えて・・・

Official top sponsors

Official sponsors

Official partners

オフィシャルスポンサーならびにボランティアの皆さまの

ご協力とご支援を頂き、2006年シーズン開幕を迎えることができました。

心から御礼を申し上げます。

引き続き、トライアスロン日本代表ナショナルチームをはじめとする

多くのトライアスリートへ、皆さまのあたたかいご声援をお願い申し上げます。


