２０１６年 ７月 ５日
株式会社千葉ステーションビル

2016年7月18日（月・祝）、JR稲毛駅にて
トライアスロン日本代表選手応援イベント
『稲毛の街からメダリストを！』を開催します
～上田藍選手・加藤友里恵選手を応援しよう！～
7月18日（月・祝）、JR稲毛駅でリオデジャネイロオリンピックトライアスロン日本代表選手であ
る上田藍選手、加藤友里恵選手を、稲毛の街のみなさんと送り出そうと、地元と協力して、「トラ
イアスロン日本代表選手応援イベント『稲毛の街からメダリストを！』」を開催します。

◆イベント概要
●イベント名
●開催日
●主催
●会場
●来場選手

トライアスロン日本代表選手応援イベント
『稲毛の街からメダリストを！』
2016 年 7 月 18 日(月・祝) 13:00～13:40
株式会社千葉ステーションビル
ＪＲ稲毛駅コンコース
トライアスロン日本代表 上田 藍 選手（※1）
トライアスロン日本代表 加藤 友里恵 選手（※2）
（※1）＝ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター所属
（※2）＝ペリエ・グリーンタワー・稲毛インター所属

●ご来賓（予定） 千葉市長 千葉市稲毛区長
●スケジュール
7 月 18 日（月・祝）
時間
13:00
13:10
13:30
13:40

内容
開会、来賓・クラブ代表ご挨拶
選手トークショー、花束贈呈、決意表明
ハイタッチ会 ※整理券をお持ちの方のみ
終了

備考

会場：ＪＲ稲毛駅コンコース

※内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。

●その他
・イベントは自由に見学いただけます。
・ハイタッチ会は整理券（100 枚）を配布いたします。整理券は当日 11:00 からＪＲ稲毛駅
びゅうプラザ内にて配布予定です。
・混雑状況によっては入場を制限させていただく場合があります。
・災害等やむを得ない理由によりイベントを中止する場合があります。
・詳しくは、7 月初旬から掲載予定のＪＲ稲毛駅構内のイベント案内ポスターをご覧ください。
・両選手は、ITU 世界トライアスロンシリーズ・ハンブルグ大会から当日の午前中に帰国のの
ち、本壮行会会場に向かうため、交通状況によりやむを得ず出席できなくなる可能性があり
ます旨、ご理解いただきますようお願いいたします。

◆メディア受付
2016 年 7 月 18 日(月・祝) 12:20～12:50 場所：ＪＲ稲毛駅イベント会場内
※当日は、受付にて名刺をご提示ください。
【本件に関するお問い合わせ】
※駐車場の用意はございませんので
株式会社千葉ステーションビル
ご了承ください。
営業部 河村・鵜澤 E-mail uzawa@perie.co.jp
TEL 043-224-7820 FAX 043-222-0528

別紙

■上田 藍（うえだ あい） 選手 プロフィール
所
属 ：ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター
生 年 月 日 ：1983 年 10 月 26 日
身 長 / 体 重 ：155cm / 44kg
血 液 型 ：Ａ型
出 身 地 ：京都府
出 身 校 ：京都府立洛北高等学校
過去主要大会成績
※公益社団法人日本トライアスロン連合ＨＰより抜粋
2016 ITU 世界トライアスロンシリーズ（横浜）３位
2016 ASTC アジアトライアスロン選手権（廿日市）１位
2016 ITU 世界トライアスロンシリーズ（ケープタウン）７位
2015 ITU 世界デュアスロン選手権（アデレード）２位
2015 第２１回日本トライアスロン選手権（東京港）１位
2015 ITU トライアスロンワールドカップ（コスメル）１位
2015 ASTC アジアトライアスロン選手権（ニュー台北）１位
2014 第４回アジアビーチゲームス（プーケット）１位
トライアスロン競技 4×Mixed Relay
2014 第４回アジアビーチゲームス（プーケット）１位
トライアスロン競技
2014 第２０回日本トライアスロン選手権（東京港）２位
2014 ITU トライアスロンワールドカップ（トンヨン）２位
2014 第１７回アジア競技大会（仁川）１位
トライアスロン競技
2014 第１７回アジア競技大会（仁川）１位
トライアスロン競技 4×Mixed Relay
2014 ITU トライアスロンワールドカップ（ウアトゥルコ）１位
2014 ITU 世界トライアスロンシリーズ（横浜）２位
2013 第１９回日本トライアスロン選手権（東京港）１位
2013 ITU 世界デュアスロン選手権（カリ） １位
2013Cali World Games
2013 ITU トライアスロンアジアカップ（天草） １位
2013 ITU トライアスロンワールドカップ（石垣島） １位

(C)Satoshi TAKASAKI/JTU

(C)Satoshi TAKASAKI/JTU

※大会名は大会当時の名称と異なる場合があります。

■加藤 友里恵（かとう ゆりえ） 選手 プロフィール
所

属 ：ペリエ・グリーンタワー・稲毛インター

生 年 月 日 ：1987 年 1 月 27 日
身 長 / 体 重 ：161cm / 49kg
血 液 型 ：Ｏ型
出 身 地 ：千葉県
出 身 校 ：城西国際大学

過去主要大会成績
※公益社団法人日本トライアスロン連合ＨＰより抜粋
2016 ASTC アジアトライアスロン選手権（廿日市） ２位
2016 ITU 世界トライアスロンシリーズ（ケープタウン） ８位
2015 ITU スプリント・トライアスロンアジアカップ（大阪） ３位
2015 ITU トライアスロンアジアカップ（蒲郡） １位
2014 第４回アジアビーチゲームス（プーケット）１位
デュアスロン競技 4×Mixed Relay
2014 第４回アジアビーチゲームス（プーケット）１位
デュアスロン競技
2014 第１４回日本デュアロン選手権（福島） ３位
2014 ITU トライアスロンアジアカップ（村上） ３位
2014 ITU トライアスロンワールドカップ（嘉峪関） ２位
2014 ITU スプリント・トライアスロンアジアカップ（大阪） １位
2013 ITU トライアスロンアジアカップ（ランタオ） １位
2013 ITU トライアスロンアジアカップ（天草） ３位
2013 第１３回日本デュアスロン選手権（福島） ２位
※大会名は大会当時の名称と異なる場合があります。

(C)Satoshi TAKASAKI/JTU

(C)Satoshi TAKASAKI/JTU

