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写真＝小野口健太、播本明彦、藤巻翔、本多ジェロ

2020年、2021年とコロナ禍の影響で、ほと
んどのレースが中止や延期を余儀なくされ、レ
ースに出たくても出られない、レースを開催し
たくてもできない状況が続いた。毎年前年の人
気レースランキングを発表していたが（昨年は
10年間のベストレース）、今年はスイム、バイ
ク、ランのコース別ベストレース、また観光が
充実しているレースについてランキングを作成。
大会が終了していても参加したことがあれば投
票OK。国内外問わず投票してもらった。

スイムコースNo1は全日本トライアスロン宮
古島。残念ながら今年も中止が決定しているが、
海の美しさ、泳ぎやすさでダントツ人気だった。
バイクコースNo１は佐渡国際トライアスロン。
Aタイプ（ロング）で島を1周、Bタイプ（ミド
ル）で半周する変化に富んだコースのダイナミ
ックさと、景色の美しさがランクインの要因の
ようだ。ここまで2レースとも島でのレースだ
が、打って変わってランコースNo１は世界ト
ライアスロンシリーズ横浜。会場の山下公園を

はじめ、氷川丸、ランドマークタワー、赤レン
ガ倉庫など、観光地を楽しめ、コンパクトなレ
イアウトと選手同士の交流、応援の近さがポイ
ントとなった。
観光が充実しているレースは、1位宮古島、
2位石垣島、3位横浜に、4位佐渡、5位五島長
崎と続き、コースの満足度とリンクしているこ
とが分かる。それぞれのベスト10を決定して
いるので参加者のコメントも併せて次ページか
ら詳しく紹介していこう。

人気大会ランキング

あなたの推しレース、教えてください

「あなたの推しレース教えてください！」Luminaのメルマガ会員とWEBマガジン
＆SNSユーザーのべ約3万人を対象に、スイム、バイク、ランのコース別、観光
が楽しめるレースについてアンケートを実施。トライアスリートイチ押しのガチ
ランキングを発表。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

コース別

スイムコースランキング
1位～10位まで

バイクコースランキング
1位～10位まで

ランコースランキング
1位～10位まで

観光、アフターレース
1位～10位まで

それぞれのカテゴリーのベス
ト10まで、エンブレムを贈呈。
レース紹介ページに各部門の
エンブレムが付いているので
ランキングが一目で分かる。

トライアスロン・ベストレース

ユーザーが選ぶ
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 Swim Course Best 10

全日本トライアスロン宮古島

世界に誇る宮古ブルー

スイムコース No.1

1 全日本トライアスロン宮古島 216

2 石垣島トライアスロン 124

3 世界トライアスロンシリーズ横浜 88

4 佐渡国際トライアスロン 72

5 五島長崎国際トライアスロン 56

6 九十九里トライアスロン 40

7 千葉シティトライアスロン 36

8 木更津トライアスロン 32

8 南紀白浜トライアスロン 32

8 伊勢志摩里海トライアスロン 32

都心でもビーチスタートが叶う千葉シティトライ
アスロン

※

とにかく水がきれい！　サンゴ礁を見
ながらのSWIMは大会参加中なのを忘れ
るほど。（高田明彦さん・トラ歴26年）

スイムしながら熱帯の魚に会えます。
（新井武志さん・トラ歴27年）

海水の綺麗さ。ここで泳いだら他のレー
スで泳ぎたくなくなってしまいます！
（ロートル キングさん・トラ歴29年）

ホントに綺麗で空を飛んでいるようで、いつまで
も泳いでいたいと思った。（Shotaroさん・12年）

透明度が高く魚も見えて水族館の中の様な感じ。
（ヨッシーさん・トラ歴26年）

世界一と称される美しい与那覇前浜ビーチ、
当然水質も最高、来間島を臨む景観、泳ぎな
がら下を見るとサンゴ礁、これ以上楽しいコ
ースは存在しません！（高武さん・トラ歴9年）

とにかく水がキレイ。海の底を見なが
ら楽しく泳いでいたら、3kmがあっと
いう間でした！（キミさん・トラ歴9年）

透明度が高い南国の海で楽しいです。レスキ
ューの数も多く安心して泳げます。過去、レ
ースのスイム中にウミガメやイラブウミヘビ
にも遭遇しました。（けいさん・トラ歴33年）

海底から海面を見上げ選手を見守ってくれ
ているダイバーに手を振ってお礼の挨拶を
しましょう。（角田徹さん・トラ歴14年）

※ランキングの数値は総合的なポイント数（以下同）

水質が良く、綺麗な魚達と一緒に泳いでいるよう
な感覚が味わえる。（高橋靖隆さん・トラ歴5年）
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佐渡国際トライアスロン
初秋の港町、揺れる稲穂を心に刻む

バイクコース No.1

1 佐渡国際トライアスロン 228

2 全日本トライアスロン宮古島 140

3 木更津トライアスロン 80

4 九十九里トライアスロン 60

4 五島長崎国際トライアスロン 60

6 トライアスロン珠洲 56

6 石垣島トライアスロン 56

8 世界トライアスロンシリーズ横浜 52

9 千葉シティトライアスロン 44

10 全日本トライアスロン皆生 32

絶景！絶景！絶景！（渡辺和雄さん・トラ歴9年） 島を１周（Aタイプ）または半周（Bタ
イプ）できて、佐渡の自然を漏れなく
楽しめる。（宋基央さん・トラ歴6年）

稲穂を見ながらのバイクコースは、普段なかな
か走れないので気持ちが上がります。アップダ
ウンの激しいコースも登り切った達成感と、そ
のご褒美の下りは、ジェットコースターに乗っ
ているかのような感じで、とてもスピード感が
あり少し恐怖を感じますが、それがまた、楽し
みのひとつです。（信田篤志さん・トラ歴11年）

佐渡島を１周、アップダウンもあり、黄金色に染
まった田んぼ、絶景の大海原、子どもから大人ま
での献身的なボランティア、至る所で島民の方々
の声援最高です。（岡崎広尚さん・トラ歴9年）

綺麗な海岸線や長い坂もあり、登りの途中でも
見惚れてしまう程の日本らしい景色は世界に誇
れるバイクコースです。（Kcさん・トラ歴30年） 大佐渡の海は涙が出るほどの絶景。日本で

最長のバイクコースである。アップダウン
がタフで全く気が抜けない。沿道の声援が
暖かい。（大北武志さん・トラ歴30年）

島を周るので、なんか走っていて、ワクワクする。
今ここらへんだ！　とか。アップダウンのコー
スと、良い意味で、田舎なところが、とてもいい。
おじいちゃんやおばあちゃんが鍋とお玉で将棋
を指しながら片手間で応援してくれているのが、
また味があっていい。（おすぎさん・トラ歴5年）

180km島１周して戻ってきたときの真野湾
の青い海が最高に美しく、再びパワーが充
填される！（Nao4000さん・トラ歴21年）

 Bike Course Best 10

広大なコースが魅力の木更津トライアスロン
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 Run Course Best 10

世界トライアスロンシリーズ横浜
走りながら贅沢な観光ツアー

ランコース No.1

1 世界トライアスロンシリーズ横浜 180

2 全日本トライアスロン宮古島 144

3 佐渡国際トライアスロン 88

4 五島長崎国際トライアスロン 80

5 全日本トライアスロン皆生 64

6 千葉シティトライアスロン 44

6 九十九里トライアスロン 44

8 トライアスロンIN徳之島 28

8 南紀白浜トライアスロン 28

8 トライアスロン伊良湖 28

山下公園周辺というロケーションと、応
援がぎっしり絶え間なく続いて元気がも
らえるから。（上田 剛さん・トラ歴9年）

THE港町横浜！ギャラリーも多くテンション
が上がりっぱなし。（よーいちさん・トラ歴8年）

応援が多くてイヤでもガッツリ走ってしま
う公園側と、応援がなくすれ違う選手を見
ながら気合いで走らないといけない埠頭側
のバランス。（中井克彦さん・トラ歴9年）

カーブやアップダウンはあるものの、み
なとみらいを走りながら仲間とすれ違え
るのは楽しい。（ガッキーさん・トラ歴6年）

the横浜！という名所を巡るコースで、
街の中を観光しているような楽しさ
があったので。（あこさん・トラ歴1年）

昔からのあこがれで私の人生初である観光名所の
山下公園からの赤レンガ倉庫を走れたのは圧巻で
した。（高田智広さん・トラ歴1年）

横浜の公園内の周回コースはきれいで観客も
多く、ITUのブルーのカーペットエリアもと
ても華やか！（角田暁潮さん・トラ歴6年）

ランドマークを見ながらのランは楽
しいです。（まりなさん・トラ歴2年）

観光名所を回るし人通り多いので応援もあるの
でやる気が増す。（ミヤッチさん・トラ歴10年）

赤レンガ倉庫や山下公園などの観光スポット
が見られるだけでなく、そこに来ている観光
客までギャラリーとして応援に加わってもら
えるところ。（平塚幹隆さん・トラ歴11年）

島をまるごと楽しめる佐渡国際トライアスロン
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全日本トライアスロン宮古島
観光充実 No.1

1 全日本トライアスロン宮古島 216

2 石垣島トライアスロン 124

3 世界トライアスロンシリーズ横浜 88

4 佐渡国際トライアスロン 72

5 五島長崎国際トライアスロン 56

6 九十九里トライアスロン 40

7 千葉シティトライアスロン 36

8 木更津トライアスロン 32

8 南紀白浜トライアスロン 32

8 伊勢志摩里海トライアスロン 32

砂山ビーチなど、大会では観られなかった絶
景ビーチを回ったり、レース後の疲れた身体
を宮古牛のタンパク質で労ったり、帰りの空
港でレースの写真が見れたり、行ってから帰
るまで宮古島とトライアスロンに浸れる至極
の大会です！（高武さん・トラ歴9年）

南紀白浜トライアスロン

街全体がコンパクトで、会場、ホテル、空港
のほかに観光地（アドベンチャーワールドな
ど）も隣接しているので家族で滞在しても過
ごしやすい。（ニシダヤスノリさん・トラ歴3年）

石垣島トライアスロン

なんといっても川平湾、そしてフェリーで行
った竹富島の海は圧巻でした！　絶対にまた
行きたい！（福永真一郎さん・トラ歴2年）

いぜな88トライアスロン 

民泊でおばあやお母さんの手料理とお父
さんと酒を酌み交わすアットホームな感
じが大好きです。（Yoshiさん・トラ歴8年）

ロングのレースを終えて、地元の島人と島酒酌
み交わしながら深夜まで続くオトーリは、何よ
りも最高です！　最後は人と人との繋がりが思
い出に残ります。（内藤聡之助さん・トラ歴31年）

伊勢志摩・里海トライアスロン

ランコースの商店街のおばちゃんや住民の方々が
めっちゃ応援してくれるし、歓迎してくれる感じ
が暖かくて好き！（野口敦子さん・トラ歴8年）

五島長崎国際トライアスロン

五島うどんが美味しい。五島だけでな
く帰りの高速船で長崎市内の観光もで
きる。（田村晋一さん・トラ歴10年）

宮崎シーガイアトライアスロン

宮崎グルメ最高！豚ホルモン、チキン南
蛮、宮崎うどん、そしてスイーツのレベ
ルも高い！（原田昌美さん・トラ歴5年）

 Tourism Best 10

水族館、マリンアクティビティや食事の充実、伊勢神宮にも近いなど見所満載の伊勢志摩・里海トライアスロン

すべてのカテゴリーでランクインしている全日本トライアスロン宮古島。誰もが一度は出たい憧れのレース

南紀白浜トライアスロンに参加したなら、魚介を楽し
み、アドベンチャーワールドでパンダに会うのが鉄則！


