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トライアスロン会場の⽔質汚染、台風で⽣活排⽔混⼊
[2019年8⽉17⽇20時5分]

＜パラトライアスロンW杯東京⼤会＞◇17
⽇◇東京・お台場海浜公園周辺◇ラン2・5
キロ、バイク20キロ、ラン5キロ

2020年東京⼤会のテストベントが、⽔質汚
染に襲われた。国際トライアスロン 連
合（ITU）は、前⽇16⽇午後1時に採取した
⽔質検査で⼤腸菌の値が基準を超えたために
スイム（750メートル）中⽌を決定。ラン、
バイクによるデュアスロンで⼤会を実施し
た。

台風による⾬の影響とみられ、1年後の本番
までの改善は急務。選⼿に動揺はなく、
PTWC（⾞いす）⼥⼦で⼟⽥和歌⼦（44）が
優勝した。

   ◇   ◇   ◇

変更が各国選⼿団に伝えられたのは午前3時
37分だった。前⽇16⽇午後1時に採取された
サンプルから、ITUが定める上限の2倍超の
⼤腸菌が検出されたからだ。ITUゲルゲイ・
マーカススポーツディレクター（SD）は
「⽔質リスクは4段階で最悪のレベル4。
ルールに従ってスイムを中⽌した」と説明し
た。

テストイベント初⽇の15⽇は猛暑でランが半分の距離になった。そして、⼼配されていた
⽔質汚染。前⽇までは基準値内だったが、台風10号による豪⾬で合流下⽔道に処理しきれ
ない⽣活排⽔が混⼊し、東京湾に流れ込んだ。マーカスSDは「選⼿の安全が最優先。来
年も同じ数値なら、本番もデュアスロンになることはありうる」と話した。

⽔質汚染を防ぐために、10⽇夜には⽔中スクリーンを張ったが、それも効かなかった。
ITUの⼤塚真⼀郎副会⻑は「1枚でも効果はあるとされていたが、それ以上だった。来年
は3重にしたい」。対流がなくなって⽔温が上がる危険性もあるが、⼤会組織委員会は
「天気を⾒ながら開閉する可能性もある」とした。

00年⼤会からのオリンピック（五輪）、前回からのパラで過去にスイム中⽌はないが、世
界選⼿権やW杯などでは珍しくない。PTS5（運動機能障がい）男⼦6位の佐藤圭⼀は「想
定もしていた。環境に合わせて準備するのは当然」。PTS4⼥⼦2位の⾕真海も「（中⽌
は）よい判断。健康第⼀だから」と話した。もっとも、本来は3種目やる競技。PTS4で4
位の宇野秀⽣は「来年はトライアスロン をやってほしい」と話していた。【荻島弘
⼀】

「トライアスロン」の記事をお探しですか︖
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パラトライアスロンは⽔質悪化のためスイム
が中⽌になった（撮影・柴⽥隆⼆）
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城⼭正太郎８ｍ40⽇本新「狂った
競技場」でまた

1

⾛り幅跳び橋岡優輝が⽇本新︕世
界５位タイ８ｍ32

2

寺⽥明⽇⾹が⽇本タイ記録でＶ 
⼥⼦100ｍ障害

3

⼤坂なおみ、途中棄権で４強なら
ず 全⽶に暗雲

4

桐⽣祥秀Ｖも「そこは残念」⽇本
新ラッシュ乗り遅れ

5

スコアボックス

BMW選⼿権 3⽇目

順位 通算 選⼿ 3⽇目 合計

1 -12 松⼭ 英樹 0 132

2 -11 トニー フィナ
ウ 0 133

2 -11 パトリック カ
ントレイ 0 133
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