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2019 ITU 世界トライアスロン・パラトライアスロン
シリーズ横浜大会
第10回
記念大会

世界最高峰のレース、いよいよ開催！

5月18日（土）・19日（日）開催！ 会場：山下公園周辺特設会場

エリート女子・男子 【18日（土）】

～東京2020オリンピックに向けて～

世界ランキング上位の選手が横浜に集結。今大会は東京2020オリンピック出場に向けたランキングポイント獲得対象レースです。
世界のトップアスリートが横浜に集まり、例年にも増して熱い戦いが繰り広げられます。
高橋 侑子 Yuko Takahashi

上田 藍

Ai Ueda
所属：ペリエ・グリーンタ
ワー・ブリヂストン・稲毛イ
ンター／出身:京都
・2016リオオリンピック代
表
・2017WTSランキング
5位
2019WCケープタウン
優勝
WTSランキング47位

所属：富士通
出身：東京
・2017アジア選手権
パレンバン優勝
・2018アジア競技大会
優勝
・2018WTSバルミューダ
5位
ーWTSランキング29位ー

Katie Zaferes
ケイティー・ザフィアエス

Mario Mola マリオ・モーラ

出身：アメリカ
・2018WTSGFゴールド
コースト3位
・2019WTSバミューダ
優勝
・2019WTSアブダビ優
勝

出身：スペイン
・2016、2017、
2018WTSランキング
チャンピオン
・2016リオオリンピック8
位
・2016、2017、
2018WTS横浜優勝

ーWTSランキング１位ー

ーWTSランキング4位ー
WTS:World Triathlon Series

エリートパラトライアスロン 【18日（土）】

～東京2020パラリンピックに向けて～

2017年にシリーズ化された世界パラトライアスロンシリーズ。今年は世界最高峰の大会に3都市（ミラノ（イタリア）、横浜、モントリ
オール（カナダ））が選ばれ、横浜は昨年に引き続きアジアで唯一の開催国です。
3連覇のかかる土田選手をはじめ、東京パラリンピック出場に向けたランキングポイント獲得付与大会としても、注目のレースとなります。
宇田 秀生
Hideki Uda

土田 和歌子
Wakako Tsuchida

所属：NTT東日本・NTT
西日本/出身:滋賀県

所属：八千代工業
出身：東京
・2017、2018WPS横
浜 優勝
・2018WPSエドモントン
優勝
-ITUパラランキング3位-

・2017WPSエドモントン2
位
・2018PWCローザンヌ2位
・2018WPSGFゴールドコー
スト4位
-ITUパラランキング5位WPS:World Paratriathlon Series

エイジ(一般)グループ 【19日（日）】
一般参加の部。国内外から、約1,700名が
横浜を駆け巡ります。
沿道には応援の家族や友人の歓声が広がり、
さらに大会を盛り上げます。
裏面あり

EXPO
会 場

５月18日（土）8:00～17:00
５月19日（日）8:00～15:00
山下公園芝生広場

EXPOステージプログラム
5.18 Sat

出展ブース44社、山下公園に集結！

5.19 Sun

8:00 オープニング

8:00 エイジグループ競技

8:10 エリートパラトライアスロン競技

生中継

生中継

8:50 オープニング
ダンスパフォーマンス

■トライアスロン＆スポーツゾーン■
トライアスロングッズの販売をはじめスポーツ関係の
展示や販売等
■ライフスタイルゾーン■
イベント・事業啓発やPR・プロモーションなど体験
型の企画等
■フード・ドリンクゾーン■
バラエティに富んだ飲食ブースでは様々なメニュー
が勢ぞろい

9:10

フェリス女学院

不知火
関東学院大学：よさこいソーランサークル誇咲

9:00

・ミュージカル楽曲／ミュージカル部Calboo
・ベリーダンス／ベリーダンスJAMIL
・フラダンス／Hula Pua Anela
補助犬デモンストレーション

9:30 じゃんけん大会

10:00

9:40 エコPlayer紹介

10:40 じゃんけん大会

10:00 エリート女子競技
12:40

生中継

ダンスパフォーマンス
関東学院大学：ストリートダンス部BEP-HOP

13:00 エリート男子競技

生中継

15:20 エコPlayer紹介

10:50 エコPlayer紹介
11:00
11:30
12:00

アーティスト(歌手) パフォーマンス "GOLDEN
16:00 DREAM in YOKOHAMA"

12:30

HYNA
16:20 エンディング

盲導犬総合支援センター

13:00
13:30

吹奏楽演奏
横浜市立大学：吹奏楽団「奏」
ジャズパフォーマンス
ジャズ喫茶ちぐさ
ライブパフォーマンス
アラフォーアイドル情熱Dream
和太鼓演奏
三宅太鼓
ジャズ演奏
横浜市立大学：Second Wind Jazz Orchestra
アカペラライブ
横浜市立大学医学部：アカペラ部Hepburn's

14:00 表彰式
15:00 エンディング

【10回大会記念】
【10回大会記念】

映像等を活用した大会PR

ごみ収集車とともに環境と大会をPR
～自然環境にやさしいトライアスロン大会を目指して！～

本大会を盛り上げるべく、駅のサイ
ネージやフリーペーパー等を活用した
PRを実施(詳細は以下参照)。

世界トライアスロンシリーズ横浜大会は、環境に配慮した大会
を目指しています。
今年の大会も資源循環局中事務所・西事務所と連携し、ご
み収集車にシールポスターを掲出しています。また、大会パート
ナーである横浜環境保全株式会社のデザインパッカー車が横
浜市内を走行します。

①街頭ビジョン（5月13日～19日）
JR東京駅

（5時～24時 30秒 1ロール6分）

東京メトロ大手町駅

（5時～24時 15秒 1ロール6分）

東京圏(20駅25エリア)

（5時～24時 15秒 1ロール6分）

ランドマークタワー

（7時～24時 15秒 1ロール6分）

横浜SOGO

（10時~20時 15秒 1ロール15分）

②フリーペーパー

Spopre5月号(全国19万部発行)

5月10日（金）東京都内周辺3万部 手配り

パッカー車のデザイン

PR映像のキャプチャー

2019年
大会
見どころ

●東京2020オリンピック・パラリンピック出場に向けたポイント獲得
対象レース。
●第10回大会を記念したキッズドリームフェスタを開催。世界大会の
舞台を子どもたちが体験します。
●花と緑にあふれる「ガーデンネックレス横浜2019」が開催中。
開港160周年の今回「横浜ローズウィーク」が新たに開催しています。

広告映像のキャプチャー

【写真：© Shinji KAWATA/JTU ©EXILES/JTU】

プレスブリーフィング（取材説明会）について
メディア説明会

5月16日（木）13:00-14:00 プレスブリーフィング（取材説明会）（ホテルモントレ横浜/ビクトリア）
5月16日（木）14:00-15:00 記者会見（ホテルモントレ横浜/ビクトリア）

※事前のメディア登録は終了しています。（※5/13記者発表済）
※事前のメディア登録をしていない方でプレス説明会に出席希望の方は、11:00よりホテルモントレ横浜／ケンジントンにて受付します。
※事前のメディア登録をした方を優先するため、ご希望のエリアでの取材ができない場合がありますので予めご了承ください。

お 問 合 せ 先
市民局 スポーツ振興課担当課長
（公財）横浜市体育協会 トライアスロン推進部長
※お問合せや取材についてはトライアスロン推進部長までお願いします。

福山 郁敏
金子 忠彦

TEL 045-226-5036
TEL 045-680-5538

