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　新型コロナウイルス感染症との長きにわたる闘いの中
で、医療従事者の皆様、感染拡大防止対策の徹底にご協力い
ただいている皆様に、改めて感謝いたします。また、「第28
回日本トライアスロン選手権（2022/東京・台場）」が、昨年
夏の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会トラ
イアスロン競技が開催された、ここ東京・お台場で開催でき
ますことを大変うれしく思います。全国から出場する選手
及び関係者の皆様を、都民を代表して心から歓迎いたし
ます。

　本大会は、国内トップクラスの選手が一堂に会し、日本ラ
ンキングを決する最終戦に位置付けられた大会です。出場
される皆様、日本一の称号を目指し、日頃の鍛錬の成果を
存分に発揮してください。同時に、トライアスロンを愛好
する選手と広く交流し、切磋琢磨しながら、友情を深められ
ることを期待しております。

　東京2020大会は、皆様のご協力を賜り、成功裏に幕を
閉じました。「人」が輝く最高の瞬間は、世界中に勇気と感動
を届けました。東京都は、このレガシーを都市の持続可能な
発展、「サステナブル・リカバリー」につなげてまいります。
スポーツが日常にとけ込み、誰もが健やかに、いきいきと
暮らせる日々の実現が、一人ひとりを輝かせ、私たちの社会
の発展を支えます。全ての都民・国民の皆様がこの先も、
スポーツを通じて感動を分かち合える。そのための「スポー
ツフィールド・東京」を、実現したいと考えております。皆様
のご支援とご協力をお願い申し上げます。

　結びに、本大会を通じてトライアスロン競技の更なる
普及・発展を祈念して挨拶といたします。

東京都知事

小池 百合子

大会名誉会長
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Greeting

公益社団法人 日本トライアスロン連合
会　長

岩城 光英

大会会長

　「第28回日本トライアスロン選手権（2022/東京・台場）」
「第12回日本U23トライアスロン選手権（2022/東京・
台場）」が開催されるにあたり、トライアスロンファミリー
を代表して、皆さまを歓迎申し上げます。

　本大会は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会後初のお台場での日本選手権となります。「Applause 
for Tokyo ! ‒東京に喝采を-」をテーマに、一層飛躍する東
京・そして日本のスポーツ界の未来に向かって、ここお台場
を舞台に、各地から集うエリート選手たちが日頃の練習の
成果を発揮することを期待しております。

　一昨年来、思うように大会が開催できない時期が続きま
したが、昨夏、東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会が実現したことは、多くのスポーツ関係者を勇気
づけました。また、各地域の皆様の柔軟な対応により、全国
各地で約300の社会貢献活動が実施され、トライアスロン
ファミリーの底力も感じることができました。

　このようなスポーツの世界においても、持続可能な開発
目標（SDGs）への貢献が求められています。スポーツを
通じた健康増進・体力向上、地域共生・活性化の推進は、トラ
イアスロン界が目指す指針と一致するものです。さらに、
自然を活用して行われるトライアスロンならではの取り組
み方法は様々です。まずは、私たち一人ひとりが日常的にで
きる環境問題へのアプローチの検討を提唱します。

　本大会にご支援をいただいた企業・団体そしてボラン
ティアの皆様に心から御礼を申し上げます。日本選手権が、
選手に愛され、より地域の振興と福祉に貢献できるよう、
関係者の皆様のご支援をお願いし、大会の成功を心より
お祈りいたします。



東京新聞・東京中日スポーツ（中日新聞社）
常務取締役東京本社代表

菅沼 堅吾

大会副会長
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Greeting

　この度の新型コロナウイルスの影響を受けられた皆さま
に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回
復をお祈り申し上げます。

　コロナ感染者数は減少傾向が続いていて、少しずつ従来
の生活を取り戻しているとはいえ、まだ油断できない状況
の中、全国から日本を代表する選手が集い28回目を迎える
「日本トライアスロン選手権」を開催できますことは、主催
者の一員として大変喜ばしく思います。

　本大会には、2022年度日本王者を目指し、全国から男女
合わせて55人のトップアスリートが、2年ぶりにお台場に
集結いたします。2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クのトライアスロン競技の舞台となったここお台場で、
ふたたび熱い戦いが繰り広げられることでしょう。

　応援にかけつけていただけるトライアスロンファンの方
には感染拡大防止の観点から、コース沿道で声を出しての
観戦はお控えいただき、温かい拍手で選手を応援し、大会を
盛り上げていただくことを期待しています。

　東京新聞・東京中日スポーツは紙面を通じ、本大会の模様
を広く読者に伝え、少しでもトライアスロン競技の普及・
発展につながることを今後も目指していきます。

　最後になりますが、ご共催いただきました東京都をはじ
め、日本トライアスロン連合、NTT東日本、警視庁、東京海上
保安部、東京消防庁、東京臨海副都心まちづくり協議会
ほか、お力添えを賜りましたすべての関係者の皆さまに
心より御礼を申し上げ、挨拶とさせていただきます。



東日本電信電話株式会社
代表取締役社長

澁谷 直樹

大会参与
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Greeting

　ＮＴＴ東日本がトライアスロンを応援させていただい
て、今年で33年目となります。トライアスロンを取り巻く
近年の状況としては、コロナ禍による厳しい環境もありま
したが、そのような中で開催された東京2020オリンピッ
ク・パラリンピックでは、日本のトライアスロンとして記念
すべき初のメダル獲得も記憶に新しいところです。この33
年を通じ、トライアスロン競技全体の発展をお支えできた
ことを大変嬉しく思いますし、また、この度、「第28回日本
トライアスロン選手権（2022/東京・台場）」が開催できる
ことを大変心強く感じるとともに、特別協賛させていただ
くことを大変光栄に思います。

　選手の皆様は、日々、多くの鍛錬を積み重ねていると思い
ます。その鍛錬の成果を存分に発揮して頂き、日本一の称号
獲得に向けた熱戦が繰り広げられることを期待しており
ます。

　私たちNTT東日本は、これからもトライアスロン、パラ
トライアスロンの「健康スポーツ」として更なる普及・拡大、
並びにその応援を通じて多くの皆様と感動を分かち合うと
ともに、地域密着力の特徴を活かして「地域の未来を支える
ソーシャルイノベーション企業」として、地域の循環型社会
に向けた社会づくりまでご支援できるように努めてまいり
ます。

　最後に、本大会の開催にご尽力された関係者の皆様に
深く感謝するとともに、本大会のますますのご発展と皆様
のご活躍を祈念し、ご挨拶とさせていただきます。
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大会名誉会長 小池 百合子 東京都知事
大会会長 岩城 光英 日本トライアスロン連合（JTU） 会長
大会副会長 菅沼 堅吾 東京新聞・東京中日スポーツ（中日新聞社）常務取締役東京本社代表
顧問 横山 英樹 東京都生活文化スポーツ局長 
 猪谷 千春 日本トライアスロン連合（JTU）名誉会長
 佐々木 秀幸 日本トライアスロン連合（JTU）名誉副会長
 國分 孝雄 日本トライアスロン連合（JTU）名誉副会長
 仲井 公哉 日本トライアスロン連合（JTU）副会長
 飯島 健二郎 日本トライアスロン連合（JTU）副会長
 中山 正夫 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 岸田 吉史 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 山倉 紀子 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 鈴木 貴里代 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 和田 知子 日本トライアスロン連合（JTU）常務理事
 三宅 義信 日本トライアスロン連合（JTU）顧問
 鈴木 美昭 日本トライアスロン連合（JTU）顧問
 中島 清成 日本トライアスロン連合（JTU）顧問
 大村 真人 東京都トライアスロン連合（TMTU）会長
参与 澁谷 直樹 東日本電信電話株式会社 代表取締役社長
 橋本 聖子 トライアスロン議員連盟会長
大会実行委員長 大塚 眞一郎 ワールドトライアスロン副会長、日本トライアスロン連合（JTU）専務理事

※2022年10月1日現在

事務局長 加藤 寛太 東京新聞・東京中日スポーツ（中日新聞社）事業局スポーツ事業部長
事務局次長 坂田 洋治 日本トライアスロン連合（JTU）マーケティング・イベント事業局長
事務局庶務長 中田 順子 東京新聞・東京中日スポーツ（中日新聞社）事業局事業管理部長
事務局 高木 遥二朗 東京新聞・東京中日スポーツ（中日新聞社）事業局スポーツ事業部
 小池 賢 日本トライアスロン連合（JTU）事業企画委員
 児玉 健太 日本トライアスロン連合（JTU）事務局次長

大会役員

大会事務局
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ワールドトライアスロンシリーズ（2022/横浜） エリート女子



Overview

開催日程
2022年10月9日（日）
女子  8時25分スタート
男子11時00分スタート
大会（交通規制）終了 13時30分

競技会場  
お台場海浜公園
臨海副都心トライアスロン特設会場

主　催  
公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）
東京新聞・東京中日スポーツ

共　催  
東京都

主　管  
日本トライアスロン選手権 実行委員会

競技主管  
一般社団法人東京都トライアスロン連（TMTU）

後　援  
スポーツ庁、公益財団法人日本オリンピック委員会、
公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本
水泳連盟、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり
協議会、東京臨海副都心グループ（株式会社東京臨
海ホールディングス、東京港埠頭株式会社、株式会
社東京テレポートセンター）、株式会社ゆりかもめ、
株式会社東京ビッグサイト、りんかい線（東京臨海
高速鉄道株式会社）、港区、公益財団法人港区スポー
ツふれあい文化健康財団、一般財団法人港区体育協会

協　力  
公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）東京ブ
ロック協議会、公益財団法人日本財団パラスポーツ
サポートセンター、公益財団法人日本海事科学振興
財団、アクアシティお台場、デックス東京ビーチ、
the SOHO、港区トライアスロン連合、東京慈恵会医
科大学附属病院、昭和大学江東豊洲病院、フジエクス
プレス、公益財団法人日本ライフセービング協会、
kmモビリティサービス、京浜急行バス、
日の丸自動車興業、日本財団ボランティアセンター

特別協賛  
NTT東日本

協　賛 
セガサミーグループ、ローソン、アシックス、JAL、
大和ハウス工業、三井住友海上火災保険、味の素、
セレスポ、サンフロンティア不動産、博慈会、
シマノセールス、JTB、日本旅行、H.I.S.、
ブリヂストン、スポーツクラブNAS、HUUB、TYR、
2XU、ROKA、フォトクリエイト、OAKLEY、
エアウィーヴ、仙台銘板、ワイ・インターナショナル、
JPF、BMW Motorrad

助成団体  
独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）

オフィシャルホテル
グランドニッコー東京 台場

競技距離
51.5km
（スイム2周回1.5km、バイク8周回40km、ラン
4周回10km）

参加対象
男子60人、女子60人
（エリート：NTTランキング選手、JTU各ブロック
選抜選手他）

テレビ放送
大会終了後、NHK BS1にて放送予定

大
会
概
要

7

大会名称
- Applause for Tokyo! -　
第28回日本トライアスロン選手権（2022/東京・台場）
第12回日本U23トライアスロン選手権（2022/東京・台場）
2022NTTランキング最終戦
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第14回日本スプリントトライアスロン選手権（2022/蒲郡）エリート男子
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10月8日(土)
13:00-15:00 コーチID受付（台場区民センター）
13:00-15:00 選手支給物配布（台場区民センター）
14:00-15:00 選手記者会見（晴天：マリンハウス屋上／雨天：台場区民センター）
16:00-16:30 競技説明会（WEB：ZOOM）

10月9日(日)
07:00ｰ12:00 メカニックサービス（アスリートラウンジ横）
07:00ｰ13:00  コーチID受付（アスリートラウンジ横）
07:00ｰ08:00  女子レジストレーション（アスリートラウンジ）
07:00ｰ08:00  女子トランジションオープン（トランジションエリア）
07:45ｰ08:05  女子スイムウォームアップ（スイムコース）
08:10ｰ　  女子スタートセレモニー（スタートエリア）
08:25ｰ  女子競技（コース）
09:30ｰ10:40  男子レジストレーション（アスリートラウンジ）
10:10ｰ10:40  男子トランジションオープン（トランジションエリア）
10:20ｰ10:40  男子スイムウォームアップ（スイムコース）
10:50ｰ  男子スタートセレモニー（スタートエリア）
11:00ｰ  男子競技（コース）
13:30ｰ  メダルセレモニー（フィニッシュエリア）

※2022年10月4日現在

日　時：2022年10月6日（木）
場　所：港区立小中一貫教育校お台場学園港陽小・中学校
対　象：小学4年生
講　師：オリンピアン田山寛豪 氏（NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学 准教授）
内　容：田山寛豪オリンピアン講演、パラトライアスロン競技紹介、機材試乗体験

日本選手権トライアスロン・パラトライアスロン普及教育授業の実施について

10月10日(月)
13:00ｰ18:00 2022年JTUトライアスロン・パラトライアスロンコーチングシンポジウム
＊予定 （オンライン）
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第14回日本スプリントトライアスロン選手権（2022/蒲郡）エリート女子



Spectator Information

10/9（日） 
YouTubeライブ配信

観
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情
報
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https://www.youtube.com/channel/UCVDeZm3hyrZQMn0G19iQzDQ

08:25ｰ　女子スタート
11:00ｰ　男子スタート

Live Timing 記録速報
https://systemway.jp/22championships

WEB/SNS
大会公式サイト https://www.jtu.or.jp/national_championships/
JTU Web Magazine https://www.jtu.or.jp/
JTU公式Twitter https://twitter.com/Triathlon_Japan
JTU公式Facebook https://www.facebook.com/JapanTriathlonUnion/
JTU公式Instagram https://www.instagram.com/triathlon_japan/?hl=ja 

大会終了後、NHK BS1で放送を予定しております。
詳細が決定次第、WEB/SNSでご案内いたします。

「JTU YouTube」
ぜひチャンネル登録を

お願いします
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第24回日本U19トライアスロン選手権（2022/仙台）/第1回日本U23スプリントトライアスロン選手権（2022/仙台） 女子
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Main Venue
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Start Listス
タ
ー
ト
リ
ス
ト

15

※2022年10月4日現在

NO 氏名 所属 YOB U23選手権対象
1 徳山　哲平 早稲田大学・ロンドスポーツ 2002 U23
2 谷口　白羽 三重県スポーツ協会（三重） 1994 
3 小田倉　真 三井住友海上（東京） 1993 
4 玉﨑　稜也 小泉（東京） 1998 
5 望月　満帆 トーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） 2000 U23
6 岩本　敏 日本食研（愛媛） 1996 
7 石関　玲於 佐賀県スポーツ協会（佐賀） 1998 
8 吉川　恭太郎 早稲田大学 2000 U23
9 安藤　勘太 流通経済大学 2001 U23
10 小原　北斗 セクダム・チームエフォーツ（鳥取） 1998 
11 榊原　利基 ANAシステムズ（神奈川） 1994 
12 古山　大 セクダム（茨城） 1995 
13 山本　康貴 博慈会（東京） 1996 
14 長正　憲武 福島県トライアスロン協会 1999 U23
15 富内　檀 アリーディ・トライアクティブ・テイルウインド（東京） 1994 
16 小林  祐也 日本大学 1999 U23
17 桶谷　祐輝 ベルリオ・ヤマツネ（島根） 1988 
18 新田　城二 関愛会佐賀関病院（大分） 1994 
19 前田　凌輔 三重県トライアスロン協会 1995 
20 湯村　天星 岐阜県トライアスロン協会 1999 U23
21 花岡　秀吾 日本体育大学 2000 U23
22 浅海　健太 東京都トライアスロン連合 1994 
23 高橋　正俊 大阪府トライアスロン協会 1992 
24 寺澤　光介 東京都トライアスロン連合 1994 
25 小川　颯斗 東京都トライアスロン連合 1999 U23
26 阿部　有希 福島県トライアスロン協会 1993 
27 出口　陽也 東京都トライアスロン連合 1998 
28 岩井　悠二 立命館大学 2002 U23
29 福島　旺 日本体育大学 2002 U23
30 定塚　利心 石川県トライアスロン協会 2004 U23
31 田中　聡 東北大学 1999 U23
32 森　拳真 トヨタ自動車（愛知） 1999 U23
33 若竹　葵礼 開星高校・チームエフォーツ（鳥取） 2004 U23
34 林田　悠希 同志社大学 2004 U23

Elite Women

Elite Men

NO 氏名 所属 YOB U23選手権対象
1 福岡　啓 オクタケグループ（福井） 1994 
2 佐藤　優香 トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ（山梨） 1992 
3 酒井　美有 トーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） 1999 U23
4 中嶋　千紗都 トーシンパートナーズ・チームケンズ（山梨） 2003 U23
5 安西　琴美  博慈会（東京） 2004 U23
6 江田　佳子 東京ヴェルディ（東京） 1993 
7 松本　文佳 木村情報技術（佐賀） 1995 
8 佐藤　姫夏 敬愛大学・稲毛インター 2001 U23
9 白石　怜佳  立命館大学 2001 U23
10 池口　いずみ 日本体育大学 2000 U23
11 林　愛望  岡崎城西高校・まるいち（愛知） 2004 U23
12 平泉　真心 流通経済大学 2003 U23
13 武田 結 東北大学 1999 U23
14 丹野　惠梨香 ゾーン・ボーマレーシング（埼玉） 1989 
15 山内　麻代 大阪府トライアスロン協会 1986 
16 江成　みなみ FBインターナショナル（神奈川） 1999 U23
17 杉原　有紀 栃木県トライアスロン協会 1998 
18 一松　菜央 鹿児島県トライアスロン協会 1993 
19 田中　美沙樹 愛知県トライアスロン協会 1998 
20 前田　乙乃 愛知県トライアスロン協会 1997 
21 鈴木　詩万 東京都トライアスロン連合 2004 U23



人をつなぐ、笑顔をつなぐ。
JTBは地球を舞台に、あらゆる交流を創造し続けます。



【お問合先】 株式会社日本旅行 ソリューション事業本部
✉： ☎： ｰ ｰ
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※2022年10月4日現在

Hiraku Fukuoka福岡  啓
所　　属：オクタケグループ
加盟団体名：福井県トライアスロン協会
出身地：神奈川県寒川町
出身校（在学校）：旭が丘中学校→桐蔭学園高等学校→東京農業大学

主要成績：
・2アジアトライアスロンスプリント選手権（2022/セジョン） 4位
・アフリカトライアスロンカップ（2022/シャルム・エル・シェイク）3位
・アジアトライアスロンカップ/南アジア選手権（2022/ポカラ） 2位

1994年生まれ

Miyu Sakai酒井 美有
所　　属：トーシンパートナーズ・チームケンズ
加盟団体名：山梨県トライアスロン連合
活動拠点名：山梨県
出身地：愛知県豊明市
出身校（在学校）：中京大学附属中京高等学校

主要成績：
・ワールドトライアスロンシリーズ（2022/ハンブルク）ミックスリレー  8位入賞
・アフリカトライアスロンカップ（2022/シャルム・エル・シェイク） 優勝
・アメリカトライアスロンカップ（2021/サンティアゴ） 2位
・アメリカトライアスロンカップ（2021/バルディビア） 2位

1999年生まれ

Yuka Sato佐藤 優香
所　　属：トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ
加盟団体名：山梨県トライアスロン連合
活動拠点名：山梨県甲府市・チームケンズ
出身地：千葉県佐倉市
出身校（在学校）：千葉県佐倉市立佐倉中学校→東京都私立日本橋女学館高等学校

主要成績：
・アジアトライアスロンスプリント選手権（2022/セジョン）  優勝
・アジアトライアスロンカップ（2022/スービックベイ）  優勝
・アメリカトライアスロンカップ（2022/サリナス）  3位

1992年生まれ
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※2022年10月4日現在

所　　　属：三井住友海上 
加盟団体名：一般社団法人東京都トライアスロン連合
活動拠点名：東京都東村山市
出身地：東京都小平市
出身校（在学校）：小平市立小平第四中学校→日体荏原高校→日本体育大学

主要成績：
・アジアトライアスロン選手権（2022/アクタウ） 3位
・ワールドトライアスロンシリーズ（2022/横浜） 9位
・第32回オリンピック競技大会（2020/東京） 19位

Makoto Odakura小田倉 真 1993年生まれ

Teppei Tokuyama徳山 哲平 
所　　　属：早稲田大学・ロンドスポーツ
加盟団体名：日本学生連合
活動拠点名：東京都東村山市
出身地：京都府京都市
出身校（在学校）：早稲田大学

主要成績：
・第14回日本スプリントトライアスロン選手権（2022/蒲郡）　3位
・第27回日本トライアスロン選手権（2021/宮崎）　 2位
・第11回日本U23トライアスロン選手権（2021/宮崎）　 優勝

2002年生まれ

Shiruba Taniguchi谷口 白羽
所　　属　：三重県スポーツ協会
加盟団体名：(一社）三重県トライアスロン協会
出身地：愛知県豊明市
出身校（在学校）：豊明市立沓掛中学校→私立星城高校

主要成績：
・第77回国民体育大会いちご一会とちぎ国体 4位
・第27回日本トライアスロン選手権（2021/宮崎） 3位
・NTT ASTCトライアスロンアジアカップ（2019/蒲郡） 優勝

1994年生まれ
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順位 氏名  所属  加盟団体  ポイント
1  高橋　侑子  相互物産  東京  1808.26
2  池野　みのり  佐賀県スポーツ協会  佐賀  1304.41
3  福岡　啓  オクタケグループ  福井  1187.97
4  中山　彩理香  日本大学・アリーディ  学連  1178.27
5  佐藤　優香  トーシンパートナーズ、NTT東日本・NTT西日本、チームケンズ  山梨  1109.77
6  酒井　美有  トーシンパートナーズ・チームケンズ  山梨  1100.08
7  中嶋　千紗都  トーシンパートナーズ・チームケンズ  山梨  862.26
8  井出　樹里  神奈川県トライアスロン連合  神奈川   841.80
9  岸本　新菜  リソル・稲毛インター  千葉  648.33
10  安西　琴美   博慈会  東京  407.87
11  江田　佳子  東京ヴェルディ  東京  357.69
12  宮崎　集  サイサンガスワン・鹿児島県スポーツ協会  東京  355.52
13  松本　文佳  木村情報技術  佐賀  336.60
14  佐藤　姫夏  敬愛大学・稲毛インター  千葉  331.55
15  白石　怜佳   立命館大学  学連  205.38
16  池口 　いずみ  日本体育大学  学連  163.50
17  林　愛望   岡崎城西高校・まるいち  愛知  138.33
18  平泉　真心  流通経済大学  学連  109.00
20  林　彩夢  岡崎城西高校・まるいち  愛知  73.81
21  上田　藍  リソル・稲毛インター  千葉  50.00
22  蔵本　葵   東京ヴェルディ  東京  46.25
23  潮田　小波  三重県トライアスロン協会  三重  39.57
24  久保埜　南  山梨県トライアスロン連合  山梨  36.60
25  武田 結  東北大学  学連  33.74
26  丹野　惠梨香  埼玉県トライアスロン連合   埼玉  29.68

※2022年10月4日現在

Elite Women

高橋 侑子 
Yuko Takahashi

所　属：相互物産
登録地：東京

池野 みのり 
Minori Ikeno

所　属：佐賀県スポーツ協会
登録地：佐賀

福岡 啓
Hiraku Fukuoka

所　属：オクタケグループ
登録地：福井

1

2

3

Elite Women
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順位 氏名  所属  加盟団体  ポイント
1  ニナー　賢治  NTT東日本・NTT西日本  山梨  2054.81
2  北條　巧  NTT東日本・NTT西日本  東京  1569.64
3  佐藤　錬  玉昌会  鹿児島  1554.86
4  小田倉　真  三井住友海上  東京  1481.11
5  内田　弦大  滋賀県スポーツ協会  滋賀  1395.43
6  安松　青葉  アクサスホールディングス  東京  1387.03
7  古谷　純平  三井住友海上  東京  1132.98
8  玉﨑　稜也  小泉  東京  702.74
9  望月　満帆  トーシンパートナーズ・チームケンズ  山梨  671.14
10  岩本　敏  日本食研  愛媛  497.47
11  石関　玲於  佐賀県スポーツ協会  佐賀  439.85
12  吉川　恭太郎  早稲田大学  東京  405.45
13  榊原　利基  ANAシステムズ  神奈川  395.63
14  徳山　哲平  早稲田大学・ロンドスポーツ  学連  383.01
15  安藤　勘太  流通経済大学  学連  323.13
16  小原　北斗  セクダム・チームエフォーツ  鳥取  304.03
17  古山　大  セクダム  東京  245.65
18  山本　康貴  博慈会  東京  213.32
19  大島　拓人   城西高校  東京  162.94
20  大室　杏夢  城西高校・ロンドスポーツ・スウィン坂戸  東京  161.22
21  長正　憲武  福島県トライアスロン協会  福島  119.45
22  谷口　白羽  三重県スポーツ協会  三重  98.58
23  細田　雄一  博慈会  東京  50.00
24  富内　檀  アリーディ・トライアクティブ・テイルウインド  東京  42.49
25  小林  祐也  日本大学  学連  19.55

※2022年10月4日現在

Elite Men

ニナー　賢治
Kenji Nener

所　属：NTT東日本・NTT西日本
登録地：山梨

北條 巧
Takumi Hojo

所　属：NTT東日本・NTT西日本
登録地：東京

佐藤 錬
Ren Sato

所　属：玉昌会
登録地：鹿児島

1

2

3

Elite Men
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Established in 1995

1995
第1回大会
開催

2000
SYDNEY

2004
ATHENS

2008
BEIJING

2012
LONDON

2016
RIO

2020
TOKYO

2022
第28回大会
開催

第3回（1997年：瀬戸内）
中西 真知子（チームNTT）
星野 健一（千葉県連合）

第5回（1999年：長良川）
小梅川 雪絵(チームテイケイ) 
小原 工(チームテイケイ) 

第7回（2001年：東京港）
関根 明子(NTT東日本･NTT西日本) 

田山 寛豪（流通経済大学） 　

第9回（2003年：東京港）
庭田 清美(アシックス･ザバス) 　
西内 洋行(チームテイケイ) 　

第11回（2005年：東京港）
庭田 清美(アシックス･ザバス) 

平野 司(関西大学) 　

第13回（2007年：東京港）
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(チームテイケイ)

第15回（2009年：東京港）
井出 樹里(トーシンパートナーズ・チームケンズ)

田山 寛豪(NTT東日本・NTT西日本/流通経済大学職員)

第17回（2011年：東京港）
井出樹里(トーシンパートナーズ・チームケンズ)

細田雄一(グリーンタワー・稲毛インター)

第19回（2013年：東京港）
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)

第21回（2015年：東京港）
上田藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター ）

古谷純平（三井住友海上）

第23回（2017年：東京・台場）
佐藤優香（トーシンパートナーズ、NTT東日本･NTT西日本、チームケンズ）

田山寛豪（NTT東日本･NTT西日本／流通経済大学職員）

第25回（2019年：東京・台場）
高橋侑子（富士通/東京）

北條巧（博慈会、NTT東日本・NTT西日本/東京 ）

第1回（1995年：長良川）
小林 美智子（チームニコス）

田村 嘉規（西京味噌）

第27回（2021年：宮崎）
上田藍（ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター/千葉） 

細田雄一（博慈会/東京）

第4回（1998年：長良川）
枇杷田 深雪（大阪信愛女学院短大）
星野 健一（東京都連合）

第6回（2000年：長良川）
小梅川 雪絵(チームテイケイ) 
斎藤 大輝（アラコ） 

第8回（2002年：東京港）
中西 真知子（NTT東日本･NTT西日本) 
福井 英郎（シャクリー･稲毛ITC）

第10回（2004年：東京港）
関根 明子(NTT東日本･NTT西日本)
田山 寛豪(チームテイケイ)

第12回（2006年：東京港）
庭田 清美(アシックス･ザバス)
田山 寛豪(チームテイケイ)

第14回（2008年：東京港）
井出 樹里(トーシンパートナーズ・チームケンズ)
田山 寛豪(流通経済大学職員・チームブレイブ)

第16回（2010年：東京港）
﨑本智子(日本食研)
山本良介(トヨタ車体)

第18回（2012年：東京港）
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)

第20回（2014年：東京港）
佐藤優香(トーシンパートナーズ・チームケンズ)
田山寛豪(NTT東日本･NTT西日本／流通経済大学職員)

第22回（2016年：東京・台場）
上田藍（ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・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）

第24回（2018年：東京・台場）
高橋侑子（富士通/東京）
北條巧（日本体育大学）

第26回（2020年：東京・台場）
上田藍（ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター/千葉）
ニナーケンジ（NTT東日本・NTT西日本/山梨）

第2回（1996年：波崎）
小梅川 雪絵（三田工業）
山口 博久（埼玉県連合）

NTTトライアスロンサーキット（1990ｰ）

NTTジャパンカップランキング（1996ｰ）



Photo © Shugo TAKEMI/Japan Triathlon Media

Entries Now Open!!
2023 World Triathlon Championship Series Yokohama

13-14 MAY, 2023

大会名称 2023ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会
開催日程 2023年5月13日（土）・14日（日）
  5月13日（土） エリート・エリートパラ（男子/女子）、5月14日（日） エイジグループ（一般/エイジパラトライアスロン/リレー）

会 　　場 山下公園周辺特設会場

エントリー 11月6日（日）まで受付中

https://yokohamatriathlon.jp/

The race of your life

（先着エントリー枠は定員に達し次第受付終了） 横浜　トライアスロン 検 索
詳細は2023エントリー特設サイトをご覧ください
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2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

北條 巧（博慈会、NTT東日本・NTT西日本）
北條 巧（博慈会、NTT東日本・NTT西日本）
北條 巧（博慈会、NTT東日本・NTT西日本）
古谷 純平（三井住友海上）
古谷 純平（三井住友海上）
古谷 純平（三井住友海上）
細田 雄一（博慈会）
田山 寛豪（NTT東日本･NTT西日本／流通経済大学職員）
田山 寛豪（NTT東日本･NTT西日本／流通経済大学職員）
田山 寛豪（NTT東日本･NTT西日本／流通経済大学職員）
細田 雄一（グリーンタワー・稲毛インター)
山本 良介（トヨタ車体)
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)
山本 良介（トヨタ車体)
杉本 宏樹（チームテイケイ)
細田 雄一（グリーンタワー･稲毛ITC)
平野 司（関西大学)
西内 洋行（チームテイケイ)
西内 洋行（チームテイケイ)
山本 淳一（シャクリー･稲毛ITC)
西内 洋行（チームテイケイ)
小原 工（チームテイケイ)
小原 工（チームテイケイ)
小原 工（チームテイケイ)
小原 工（チームテイケイ)

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

1998
1997
1996

上田 藍（ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター)
上田 藍（ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター)
高橋 侑子（富士通）
高橋 侑子（富士通）
上田 藍（ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター)
上田 藍（ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター)
上田 藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター)
上田 藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター)
上田 藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター)
高橋 侑子（法政大学)
上田 藍（シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター )
﨑本 智子（日本食研)
井出 樹里（トーシンパートナーズ・チームケンズ)
佐藤 優香（日本橋女学館高等学校)
関根 明子（NTT東日本･NTT西日本）
中西 真知子（NTT東日本･NTT西日本)
上田 藍（グリーンタワー･稲毛ITC)
関根 明子（NTT東日本･NTT西日本)
中西 真知子（NTT東日本･NTT西日本)
中西 真知子（NTT東日本･NTT西日本)
関根 明子（NTT東日本･NTT西日本)
小梅川 雪絵（チームテイケイ)
平尾明子（NTT東日本・NTT西日本）
細谷はるな（ニデック）
庭田 清美（シャクリー・FILA・GT)
半田 恵理（東京女子体育大学)
細谷はるな（愛知）

女子歴代チャンピオン

男子歴代チャンピオン

Women's
Champion

Men'sChampion

写真：2021横浜

写真：2021宮崎






