
 

 

『Triathlon Luminaユ－ザ－が選ぶ人気ランキング 2018』

において「秋田トライアスロン芭蕉レ－ス象潟大会」が 

25位に選ばれました。 

参加者並びに投票をして頂いた皆様をはじめ、ボランティア、関係各所のご協力に心より

感謝申し上げます。 

にかほ市スポ－ツイベント開催実行委員会 

会長 辻正美 

秋田トライアスロン芭蕉レ－ス象潟大会 

実行委員長 齋藤進 



〇 Lumina Best Raceとは 

日本で唯一のトライアスロン専門誌『Triathlon Lumina』において、ユーザー約 3万人を

対象に「2018 年に出場したレースの中でいちばん良かった大会は？」という内容のアンケ

ートを実施し、集計した結果から割り出した大会ランキングです。 

当大会は、約 200レースあるすべての大会でベスト 25位に選ばれました！ 

 

出典：『Triathlon Lumina』 72号（2019年4月号）付録「TRIATHLON RACE GUIDE2019」

セロトーレ刊 
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毎年参加しています。島の方の応援
があたたかく、「ただいま！」と言
ってしまうほど病みつきになります。
（ミニピンちょこさん）

風情のある船旅、地元の熱いもてな
しと応援、完璧な運営、美しい海岸線、
走りがいのあるバイクコース、達成
感のある国内最長距離、そして酒蔵、
金山、トキなど二次的観光スポット
が豊富にあること。（MASAさん）

のどぐろの寿司が最高に美味かった。
（SKさん）

相変わらずのGOODなコース設計、フ
ィニッシャーメダルとポロシャツの
デザインが秀逸で完走の達成感、タ
フなコースだけどまた次回来よう！　
という気にさせる。（Kさん）

Bタイプはミドルで丁度良い距離のレ
ース感。Aタイプは国内最長距離の達
成感。（A・Kさん）

佐渡国際トライアスロン総合RANKING 1位

旅行気分で大会を楽しめる。島全体で大会をバックア
ップしてくれていることがうれしい。コース、距離とも
に日本一と言って良いレベルの高さで、ゴールの感動
は非常に大きかった。多くの大会に出ているが、自分
のゴール後に妻が泣いたのは初めて。（増田貴史さん）

佐渡の島カフェが良かった
です。レースの翌日に行っ
たのですが、疲れも吹っ飛
びました。（山村嘉之さん）

走りきった後の達成感が物凄か
ったです。ランで見上げた天の
川や、ゴール直前からの応援が
染み渡りました！（もびさん）

毎年ランキングを発表していますが、今年（2018年分）から上位入賞レースには、 ルミナから 「トライアスロン ベストレース」 の
称号を授与します。ランキングに入ったレースの各紹介ページには、各部門別のエンブレムが！　人気大会がひと目で分かります。

総合ランキング1位～30位までの大会

アイアンマンディスタンスを含む
ロングディスタンスで1位の大会

51.5㎞（オリンピックディスタンス、
スタンダードディスタンス）で1位の大会

アイアンマン70.3ディスタンス他、
ミドルディスタンスのレースで1位の大会

参加定員が500人以下のレースで1位の大会

ランキング上位レースに称号を授与します！

1日かけて島を巡る充実感たっぷりの日本最長レース

　　　　から
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R  nki  ga n

写真＝大前 稔、小野口健太、播本明彦、古谷 勝

2018年シーズン、台風や酷暑など
天候に左右される大会が多く中止を余
儀なくされるレースも。そんな中でも
初秋の爽やかな天候のもとで開催され
た佐渡国際トライアスロンが2016年
から3年連続でナンバーワンの座を手
にした。佐渡に関しては天候の良し悪
しはもはや関係なく、30回を数える
歴史の中で、時代やトライアスリート
のニーズに応えて運営を変え、工夫し
てきたことが出場者の満足度へとつな

がり、ロング、ミドルともに抽選とな
るほどの人気大会へ進化してきた。そ
の変革してきた功績が評価され、リピ
ーターからも愛されている。
2位は2018年から安全面を考慮し

てスイムを2周回にした全日本トライ
アスロン宮古島。トライアスリートが
まず憧れる日本の南国レースであり、
そのロケーションの良さが選手を魅了
している。佐渡と同様に風もほとんど
なくベストコンディションとなったた

め昨年よりも僅差での次点となった。
島らしい変わらなさが魅力のひとつで
もあるが、今年は35周年記念大会と
なるため、ロケーション+αのユーザ
ー目線に立った、宮古島らしい大会運
営に期待したい。
3位には昨年の4位からランクアッ
プした51.5㎞の伊勢志摩・里海トラ
イアスロン。スイムは真珠の養殖発祥
の地である英虞湾を臨む大矢海水浴場
を泳ぐことができ、透明度抜群で選手

を魅了している。またバイクコースの
アップダウン、コーナーの多さなどか
ら「攻略しがいがある」とベテラント
ライアスリートも満足のコースレイア
ウトもウリのひとつ。情緒溢れる街並
みがコースの一部になっていたり、観
光名所も多いことから家族連れ参加者
から人気を得ている。4位にはWTS
世界トライアスロンシリーズ横浜が入
り、上位レースはいずれも好天に恵ま
れた。

佐渡が3年連続トップの座に。伊勢志摩が51.5で1位、総合でも3位！

2018年でいちばん良かったレースは？

「2018年に出場したレースの中でいちばん良かった大会は？」Luminaのメルマガ会員とWEBマガジン＆
SNSユーザーのべ約3万人を対象にしたアンケートの結果をもとに集計した、トライアスリートによるト
ライアスリートのための人気大会ランキング！　ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました！

人気大会ランキング

順位 大会名 昨年順位 ポイント

1位 佐渡国際トライアスロン 1位 214

2位 全日本トライアスロン宮古島 2位 202

3位 伊勢志摩・里海トライアスロン 4位 ↗ 147

4位 WTS世界トライアスロンシリーズ横浜 8位 ↗ 92

5位 五島長崎国際トライアスロン 6位 ↗ 80

6位 木更津トライアスロン 3位 ↘ 71

7位 アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン 5位 ↘ 67

8位 九十九里トライアスロン 13位 ↗ 59

9位 トライアスロン珠洲 7位 ↘ 50

10位 皆生トライアスロン 9位 ↘ 42

11位 河津フラワートライアスロン 18位 ↗ 34

12位 大阪城トライアスロン 30位 ↗ 29

館山わかしおトライアスロン 15位 ↗ 20

14位 トライアスロンIN徳之島 10位 ↘ 25

15位 南紀白浜トライアスロン 17位 ↗ 21

ひわさうみがめトライアスロン 25位 ↗ 21

新島トライアスロン 23位 ↗ 21

順位 大会名 昨年順位 ポイント

18位 はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン 30位 ↗ 17

村上・笹川流れ国際トライアスロン 21位 ↗ 17

20位 うつくしまトライアスロン 16位 ↘ 13

のとじまトライアスロン ─ 13

伊良湖トライアスロン 10位 ↘ 13

霞ヶ浦トライアスロンフェスタ ─ 13

西表島Happyトライアスロン ─ 13

25位 北海道トライアスロン 13位 ↘ 8

さがえトライアスロン ─ 8

潮来トライアスロン ─ 8

伊予市トライアスロン大会inふたみ ─ 8

富山いきいきトライアスロン ─ 8

秋田トライアスロン芭蕉レース象潟大会 ─ 8

さくらおろち湖トライアスロン 19位 ↘ 8

野尻湖トライアスロン ─ 8

宮崎シーガイアトライアスロン 30位 ↗ 8

大井川港トライアスロン ─ 8

2018
今年はここに
出てみたい！　　　　ユーザーが選ぶ
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事前のコース攻略講座
選手説明会での《コース攻略ミニ講座》
があれば参考になる。（木下貴光さん、
荒川博英さん、ヒデさん、服部タカト
シさん他多数）

もっと便利にデジタル化希望！
Zwift風のコース３Ｄ体験。（アッキーさん）
ネット受付、動画説明会。（シンさん）

観光情報の案内の充実
レース後に行ける温泉の案内。（kuwaさん）
オススメのレストラン、スーパー、土産

ランキングの他に、「大会会場や遠征先でこんなあったらうれしいサービス」に
ついても聞いてみました。実現できたらもっと参加しやくするかも！

11月でも海で泳げる温かさ、フラットなコース、レ
ース後近くに温泉あり、駅近で良かった。踊り子温泉
会館は広くて入浴後もストレッチなど出来る休憩スペ
ースあり便利。（ずんこさん）

アクセスも良く日本語で対応が初めての海外でも不安
なくレースに集中できた。地元飲食店でも、親切でメ
ニューも漢字なのでギリギリ分かる！ 低価格で美味
しい！（ケンケンさん）

初開催で手作り感満載&ボランティアの方々の対応も
◎。競技の写真が無料でダウンロードできるうれしい
特典付き。地域特産のレンコンやサツマイモのスイー
ツもオススメ。（弱脚ペダルさん）

時間制限なし、穏やかな海、と初心者やデビューにも
ってこいの大会。（よ～へ～さん）　
ロケーションが最高。ビーチがきれい。（佐藤実さん）

海がとても綺麗で魚群やエイも見られる。ランのアッ
プダウンはキツイ！ 離島のため1泊はすることになる
が、アフターパーティーも楽しい。無料で入れる露天
温泉が名物。（河越諒さん）

食べ物が美味しい！安い！Orkid Ria Seafood レスト
ラン。3泊で４回食べに行きました。メニューも多く
て、そして美味しい！（青木睦さん）
空港からのアクセスが良い。（こーたさん）

物屋が載っている地図。（近藤真司さん）
同行者がレースの間に手軽に巡れる観
光コース情報。（もびさん）

応援ツアーの充実
応援バスツアーがあると、子どもを連
れていけて安心。（中山江利さん）
家族がゆっくり起床しても参加できる
ような応援ツアー。（竹原司郎さん）
家族がいるアスリートにとっては応援
を楽しめるかどうかはとても大事なポ
イント。（前園一也さん）
特にロングの大会で、応援者へのオス

スメ観光の提案があると良い。待ち時
間に合わせて提案してもらいたい。（は
まてつさん）

バイクの輸送を簡単に
会場でバイクを渡すと自宅に郵送して
くれるサービス。（阿部涼平さん）
バイクらくらく収受、空港からのバイ
ク輸送送迎。（佐藤寅彦さん）
バイクをランの間に宿に運んでもらえ
る「宅配サービス」。（maskedrider555
さん）
駅や空港からバイクも一緒に乗ること
のできるバスや電車など。（まぐろさん）

おひとり様大歓迎！
ひとりで参加している人同士が知り合

えるようなイベントがあれば、より楽
しめそう。（岡村直人さん）
ひとり参加者向けの配慮（荷物預かりな
ど）。（後藤正直さん）

とにかく”映え”たい
インスタ映えする記念モニュメントの
設置。（小野康彦さん）

ママさん、パパさん大助かり
託児サービスや子どもが遊べる遊具の
設置。（鈴木惠介さん）
室内で子どもが遊べるスペース。（新美 
太祐さん）
幼児の遊び場、授乳室など、育児に係
わる施設があれば、中年層のさらなる
参加者を見込める。（ヒロさん）

定員500人以下の人気レース ベスト3

アジアのアイアンマン人気再熱！

あったらいいな！　こんなサービス

河津フラワートライアスロン

アイアンマン台湾

1位

1位

新島トライアスロン

アイアンマン・ランカウイ

2位

2位

霞ケ浦トライアスロンフェスタ

ホノルルトライアスロン

3位

3位

海外 2018年の海外レース人気TOP3。参加しやすいフルアイアンマンと
ビギナーにも優しいホノルルがランクイン
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事前説明や当日の運営まで、細かなところまで管
理が行き届いており、スタッフやボランティアの
方々の対応も素晴らしい。応援する人のためのバ
ス運行も整備されていて、助かります。（jun18さん）

空港の温泉施設、さっぱりしてパーティに臨める。
（今井 達也さん）

アイアンマンブランドでゴージャス。
（プラットビットさん）

日本で唯一のアイアンマンの大会。アクセスのし
やすさと事務局の対応が手厚い。初めての遠征に
もオススメ。エイドの補給食も充実！（M@KOさん）

お祭りのようにゴール地点で盛り上げてくれるこ
と。（高橋順彦さん）

派手で魅力的。沿道の応援が多くて温かい。エイ
ドの充実度が高い。コースはアップダウンでキツ
いが飽きない。（金子英一さん）

攻略しがいのあるコース、地元の方の温かい声援、
美しいロケーション、情緒あふれる港町、古き良き
時代のトライアスロン‼（あすたまのエースさん）

赤福もちは当然のことですが、おかげサブレもか
わいくておいしいですよ。夏季限定の赤福氷も定
番です。（Rokiさん）

海がきれいで安心して気分良く泳げて楽しい！　
バイクコースは適度にアップダウンがあり、景色
が良く気持ち良くこげて楽しい！　ランコースは
地元の商店街や海沿いを走り、地元の風景を楽し
めるから最後の辛さも和らぐ。（高梨芳生さん）

近くに志摩マリンランド・鳥羽水族館・二見シー
パラダイスと半径50㎞程度に水族館が3館もある、
１日でハシゴも可能。（ナコカズヒロさん）

他の大会との大きな違いは地元の皆さんの応援が
温かい街の路地を走るランコース！　魚屋さんか
ら料理屋さんまでお店の前で応援してくれる、う
れしい気持ちで心がほっこりとなる、そんな大会。
（榊谷幹雄さん）

アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン

伊勢志摩・里海トライアスロン

ミドルディスタンス 1位

51.5㎞ 1位

にっぽんで唯一のアイアンマンブランド

美しい英虞湾が迎えてくれる情緒あふれるコース




