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トライアスロンの特性トライアスロンの特性

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

トライアスロンは水泳、自転車、ランニングを続けて行うス
ポーツである。その生い立ちは「一番過酷な競技は何か」とポーツである。その生い立ちは「一番過酷な競技は何か」と
いう30年前のハワイの酒場で盛り上がった話題から発展し

たものである。そのため他者との競争という面よりも、過酷
すぎて諦めてしまう自分の心理との戦いという面が強い。

その後、トライアスロンをオリンピック種目へ押し上げる働
きが起こった。今までIronman distanceと言われていた距

離を、長距離スポーツの代名詞であるマラソンと同じ時間
内に競技終了できる距離へ短くしたオリンピックディスタン
スを設定し、2000年のシドニーオリンピックに正式種目とし
て採用された。

現在では水泳、自転車、ランニングの３種目にとらわれず、
水泳とランニングのみのアクアスロンや自転車とランニング
のみのデュアスロンといった競技が生まれ、トライアスロン
人口の裾野を広げている。人口の裾野を広げている。

距離の種類/種目
水泳
(Swim)

自転車
(Bike)

ランニング
(Run)

Ironman distance 3.8 180.2 42.2

Half Ironman distance 1.9 90.1 21.1

オリンピックディスタンス(ショート
ディスタンス）

1.5 40 10

スプリントディスタンス 0.75 20 5

表1. トライアスロンレースの距離(単位はkm)
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日本国内におけるトライアスロン界の現状日本国内におけるトライアスロン界の現状

日本国内における最初のトライアスロン統括団体は、日本

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

日本国内における最初のトライアスロン統括団体は、日本
トライアスロン連合(JTU)である。JTUは全国各地で個別に

開催されていた試合を統括し、いくつかの試合をシリーズ戦
に設定して全国を回るジャパントライアスロンシリーズが開
始する。この流れはジャパンカップシリーズという名前で現
在も続いている。

世界的には2000年シドニーオリンピックから正式種目に
採用されたが、日本国内においても2009年の新潟国体に
おいて公開競技に採用され、2013年から隔年開催の正式
種目に採用された。

日本におけるトライアスロンチームの状況は、以前第一線
で活躍していた選手たちが開始したトライアスロンスクール
で、ほぼ構成されている。そのため、学校の部活動としてので、ほぼ構成されている。そのため、学校の部活動としての
活動はほぼ無く、都内では数校、全国的に見ても１０校前後
である。
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慶應義塾高等学校における慶應義塾高等学校における

トライアスロン活動の取り組みトライアスロン活動の取り組み

本校での取り組みは、2005年にトライアスロンをやって

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

本校での取り組みは、2005年にトライアスロンをやって
みたいと集まった3人から始まり、活動を開始するにあたっ

て、練習環境の準備をまず行った。幸いにも本校にはサイ
クリング部があり、トライアスロンで一番のネックである自
転車の練習環境が他よりも整っていた。しかしながらプー
ルに関しては、既存のクラブ活動だけで空きがない状態な
ので、公共のプールを団体使用することで、まとまった練
習場所の確保に努めた。

なお練習環境を整える際に、天候(雨天)や時間(日暮れ)

に左右されない環境を押さえておく必要があったため、そ
れらを念頭に練習場所を確保した。なぜならば練習スケ
ジュールが天候によって変更されることが、選手にとって
一番のストレスになるからである。一番のストレスになるからである。

種目 練習場所

水泳(Swim) 青少年オリンピックセンター、横浜国際プール

自転車(Bike)
大井埠頭、多摩川サイクリングロード、
構内ローラー台(*)

ランニング
(Run)

日吉構内、鶴見川、校舎内(*)

表2. 各種目の練習場所(＊印は屋内練習場所)
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活動状況活動状況11

マラソンのように、長時間集中を要するスポーツを取り組

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

マラソンのように、長時間集中を要するスポーツを取り組
む選手にとって、飽きが一番の大敵である。集中力を持続し
にくい高校生が、トライアスロンのような競技をやる際に指
導者が注意しなくてはならないのは、毎回の練習に対して目
標を明確にし、確認させることである。私がとった方法は、試
合をほぼ毎月に設定し、練習のモチベーションとさせた。そ
の試合もトライアスロンだけではなく、デュアスロンやアクア
スロン、ランニングと様々な試合を設定することで、日々のト
レーニングに各種目のメリハリをつけることを配慮した。

日々の練習は、日曜日に試合が多いことから月曜日をoff

日とし、時間に余裕がある土曜日に水泳練、水曜日はラン
練とし、他の曜日は軽いメニューでつなぐことにした。

曜日 月 火 水 木 金 土 日

種目 off Bike+Run Run Swim Run Swim
Bike+Run 
or 試合

強度 off 中 強 弱 中 中 強

表3. 練習スケジュール
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1年間の流れは、表4のように進めた。1年間を4つのシー

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

1年間の流れは、表4のように進めた。1年間を4つのシー
ズンに分け、10月から12月までを最初のシーズンとして、9
月をシーズンの最後とした。9月には全国高校生大会があり、

北は東北地方から南は沖縄までの高校生が集まって行う
試合であり、生徒にとってもよい目標になるため、1年間の
仕上げとして、この試合を設定した。

月 クール 主な出場した試合、イベント

1月

Ⅱ期

チームケンズカップデュアスロン大会

2月 Calfman Japan(デュアスロン)

3月 春合宿

表4. 年間スケジュール

3月 春合宿

4月

Ⅲ期

東日本国際駅伝(ランニング)

5月 潮来トライアスロン全国大会

6月 出場試合なし

7月

Ⅳ期

Try This Try 国営昭和、国営昭和トライアスロン大会

8月 夏合宿、日本ジュニアトライアスロン選手権

9月
全国高校生トライアスロン大会、世田谷区アクアスロン大
会

10月

Ⅰ期

日当紅茶カップトライアスロン大会

11月 多摩川ハーフマラソン大会

12月 塾長杯蝮谷クロスカントリー大会
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２００５年の主な活動２００５年の主な活動

2005年は活動を5月に開始したこともあり、目標を7月に開

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

2005年は活動を5月に開始したこともあり、目標を7月に開

催される日米親善トライアスロン大会に出場・完走することで
あった。また、トライアスロンとはどのようなものかを見学する
ために、5月下旬に茨城県潮来市で開催される全国大学選
抜トライアスロン大会の見学も行った。3人で始めた活動も年
末までには7名に増え、チームとしての練習をなんとか行える
人数になった。

主な試合結果
日米親善トライアスロン大会(7月) 2名完走
世田谷区アクアスロン大会(9月) 2名完走
日東紅茶カップトライアスロン大会(10月) 3名完走(1名はデュアスロン)
蝮谷クロスカントリー大会(12月) 6名完走蝮谷クロスカントリー大会(12月) 6名完走

図1. 蝮谷クロスカントリー大会
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昨年はスプリントディスタンスをメインに出場したが、今年
はオリンピックディスタンスの試合を完走すること、全国高校

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

はオリンピックディスタンスの試合を完走すること、全国高校
生大会で結果を残すことを目標に1年間の活動を行った。オ

リンピックディスタンスの試合には、昨年見学に行った潮来
での大会を選んだ。潮来の試合は選手たちにとって記憶に
残る試合だったようで、上記のように目標を設定してからは、
練習に対して貪欲な取り組みを見せた。その結果、国営昭
和大会ではチーム初の入賞者が生まれ、9月の全国高校生
大会でも個人3位入賞した。1年前までは初心者であった選

手たちが、大人やトライアスロン歴が長い同学年の生徒に
混じっていい勝負ができたことは、選手たちにとって大きな
励みになった

また夏には初めてサイクリング部と合同の合宿を行い、集
団生活を通じて、精神的な自立を学ぶ良い経験となった。団生活を通じて、精神的な自立を学ぶ良い経験となった。

主な試合結果
潮来全国トライアスロン大会(5月) 2名完走(故障で1名はDNS)

国営昭和アクアスロン大会(7月) 2名完走(井上豊裕が3位入賞)

日米親善トライアスロン大会(7月) 3名完走(水野孟が3位入賞)

全国高校生トライアスロン大会(9月) 2名完走(水野孟が3位入賞)

日東紅茶カップトライアスロン大会(10月) 3名完走(水野孟が3位入賞)
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((全国高校生トライアスロン大会全国高校生トライアスロン大会))

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

図2. スタート直前 図3. Swimパート

図4. Bikeパート 図5. Runフィニッシュ
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昨年と同様、試合出場と完走・入賞と言った目標を各個人

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

昨年と同様、試合出場と完走・入賞と言った目標を各個人
で設定してもらい、それを1年間のモチベーションとした。た

だ、指導者としては「最終目標」から「長期目標」、「短期目
標」を独自に設定し、その目標を達成するには何が足りなく
て、何が必要なのかを考える訓練をミーティングや春合宿
中に行った。

トライアスロンだけに限らず、高校卒業後も使えるモノを身
につけてもらいたいため、身近な素材の方が選手も実行に
移しやすいため、トライアスロンを用いることにした。

また、今年の大きな結果として全国高校生大会の優勝で
ある。トライアスロンは個人のスポーツではあるが、仲間た
ちとの練習やレース中のサポートなどがなければ達成でき
なかったことである。この結果はチームにとって、大きな財
産であり、後輩たちにも今後の練習の大きな励みになった。産であり、後輩たちにも今後の練習の大きな励みになった。

主な試合結果
Calfman Japan(2月) 2名完走(稲山真人が5位入賞)

潮来全国トライアスロン大会(5月) 3名完走(チームの部で2位入賞)

国営昭和アクアスロン大会(7月) 3名完走
(森浩気が優勝、小峰遼介が4位入賞)

日本スプリント選手権(7月) 1名完走
全国高校生大会(9月) 5名完走(水野孟が優勝)

蝮谷クロスカントリー大会 7名完走(水野孟が3位入賞、団体優勝)
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((全国高校生トライアスロン大会全国高校生トライアスロン大会))
研究代表者 所属 高等学校

氏名 松岡大樹（数学科）

図6. 潮来大会完走者 図7. 夏合宿のアクアスロン練1

図8. 夏合宿のアクアスロン練2 図9. 全国高校生大会集合写真
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２００８年の主な活動２００８年の主な活動11

部員11名中、3年生8名が卒業してしまうため、新入生の

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

部員11名中、3年生8名が卒業してしまうため、新入生の

確保が大きな課題となった年であった。また人数の少なさを
補うために、慶應義塾大学トライアスロン部との合同合宿や
サイクリング部との合同練習などを積極的に行い、少人数
の短所を補うように努めた。

また今年は選手がエリートレースと呼ばれる、日本代表ク
ラスの選手が出場するレースに積極的に参加し、あわよく
ばアジア選手権の出場権を獲得しようというところまで考え
ていた。残念ながら獲得することはできなかったが、クラブ
チームでの選手が多い中で、学校主体の部活動出身の選
手がエリートレースで戦っている姿は、高校トライアスロン界
での新しい形を提唱しているように感じられた。

主な試合結果
沖縄とよさきトライアスロン大会(3月) 2名完走
潮来全国トライアスロン大会(5月) 3名完走(チームの部で優勝)

国営昭和トライアスロン大会(7月) 1名完走
日本ジュニアトライアスロン選手権(8月) 2名完走
全国高校生大会(9月) 3名完走(井上豊裕が3位入賞)

大田原マラソン(11月) 1名完走
蝮谷クロスカントリー大会 2名完走
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((全国高校生トライアスロン大会全国高校生トライアスロン大会))

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

図10. Swim up 図11. Runパート

図12. Finish 図13. 集合写真
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昨年は新入部員が入らなかったため、部員1名で活動をし
ていかなくてはならず、練習とは別の面で辛い1年となって

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

ていかなくてはならず、練習とは別の面で辛い1年となって

しまった。普段の練習や合宿は大学生と合同で行えるので、
さしあたり問題は無いように感じられるが、やはり同世代の
生徒とのつながりが少ないため、1名の選手には大変な思

いをさせてしまったことを大いに反省している。それでもサイ
クリング部と合同合宿を行って、トライアスロンに誘い、何名
かはレースに出場して、トライアスロンを楽しんでくれたよう
である。

また今年は協生館のプールを借りて練習することが可能
になったため、外部のプールへの移動時間や利用料の面で
も大いに助かった。更に陸上競技場も昨年に新しくなり、ト
ライアスロンの練習環境としてはこの上なく整えることがで
きた。
2009年は横浜でトライアスロンのワールドカップ大会が開2009年は横浜でトライアスロンのワールドカップ大会が開

催され、ホスト国としての出場枠を利用して、1名の選手が

日本代表として出場した。完走することはできなかったが、
公道を規制してのレースに、終始興奮しっぱなしで、今後の
モチベーションになってくれればと願っている。

主な試合結果
国営昭和トライアスロン大会(7月) 2名完走
木曽三川ジュニアトライアスロン大会(8月) 2名完走
ワールドカップシリーズ(WCS)横浜大会(8月) 1名出場(BikeでDNF)
全国高校生大会(9月) 1名完走
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研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

図14. 大学生との合同合宿 図15. 協生館での練習

図16. WCS横浜大会Swim スタート 図17. 高校生大会集合写真
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練習環境における練習環境における

トライアスロン界の問題点トライアスロン界の問題点

トライアスロンというスポーツを高校部活動の中に組み込も

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

トライアスロンというスポーツを高校部活動の中に組み込も
うとこの5年間活動してきたが、やはり環境整備という敷居の

高さが最大のネックとなる。プールと自転車の両方の環境を
備えた施設は、そう簡単に探せるものではない。本校では幸
運にも協生館という素晴らしいプールや、サイクリング部とい
うクラブ活動のおかげでなんとか活動することができている
といったレベルである。

全国にあるトライアスロンチームも練習環境を整えることが
まず第一にあり、多くのトライアスロンチームはスイミングク
ラブのプールを拠点として活動している。トライアスロンチー
ムだけではプールを持つことは難しいため、早朝使用の契
約を結ぶことで融通してもらっているのが現状である。

高校トライアスロン界に限らず、トライアスロン界にとっても、
環境整備特にプールに関しては今後も続く問題の１つである。

チーム名 スイミングクラブ

チームケンズ A&A西東京スポーツセンター

三好SAトライアスロン倶楽部 三好スイミングアカデミー

稲毛インターナショナルトライアス
ロンクラブ

稲毛インターナショナルスイミン
グクラブ

サニーフィッシュ 太陽教育スポーツセンター

東京ヴェルディ アクラブ稲城

宇都宮ブレイブ村上塾
みゆきがはらスイミングスクー
ル

表5. トライアスロンチームと拠点となるスイミングクラブ
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トライアスロン界におけるトライアスロン界における

高校生の位置づけ高校生の位置づけ

現在、高校生が出場できるトライアスロンの大会数は約80

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

現在、高校生が出場できるトライアスロンの大会数は約80

程度であるが、これらのほとんどは大人と混じって一緒に行
う試合である。高校生もしくは15才～18才の選手向けの試
合となると、大幅に減って5レース程度である。しかしながら、
小学生・中学生向けのいわゆる「キッズ」の試合数は15レー

スもある。小学生、中学生でトライアスロンに興味を持った
生徒が高校生になったときの受け皿が用意されていないの
が、試合数という面で確認される。

このことは選手育成という面においても、ジュニアトライア
スロン界と大学トライアスロン界との断絶を引き起こしてい
る。JTUの選手育成は水泳などの他の選手を一本釣りして

から育てることが多いが、ジュニアの頃から育て上げようと
する姿勢が見られないのは残念である。する姿勢が見られないのは残念である。

日本トライアスロン界の層が厚くならないばかりか、トライ
アスロン人口が横ばいになっている現状の一員ともなって
いる。



塾高式トライアスロンのすすめ塾高式トライアスロンのすすめ

活動を通じて活動を通じて

残念ながら1名の3年生が卒業してしまうことで、この活動

もおわってしまうことになるが、低空飛行ながらもこの活動

研究代表者 所属 高等学校
氏名 松岡大樹（数学科）

もおわってしまうことになるが、低空飛行ながらもこの活動
は続けていきたい。トライアスロンは過酷なイメージが先行
していることもあり、初めてレースを完走した選手の顔は達
成感で満ちあふれている。この成功体験の積み重ねの上に、
自信と何事にも対する積極性といった世の中で生きていくた
めに必要なものがある。

高校生の中には努力しても報われないといったことを経験
している生徒が少なくはないと思うが、社会に出れば更に多
くの報われない体験が待っている。せめて学校教育として
の最後の砦である高校時代には、成功体験をたくさん積ま
せたい。

そのためにスポーツ、とりわけ他者との比較ではなく自己
と対峙するスポーツは大いに向いている。練習を積めば、と対峙するスポーツは大いに向いている。練習を積めば、
今日の自分よりはちょっとだけ強い自分が明日には存在し、
毎日繰り返すことで、信じられないくらい強くなっていること
を試合で確認することができる。

長距離スポーツは日々の練習は大変辛い上、孤独な部分
も多いが、その分報われることが多い。更にトライアスロン
は3種目の練習を行うため、仮に膝を故障しても水泳練習
に切り替えるなど、柔軟なトレーニングが可能である。

成功体験だけという考えは甘いというご指摘もあるかと思
うが、自信なさげに資格試験の勉強だけをしている学生が
多くいることを見ていると、小さい頃からの成功体験も悪くは
ないのかなと私は考えてしまう。
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