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◎神奈川県トライアスロン連合

〒243‑0431 海老名市上今泉５−１５−２５
ＴＥＬ：０４６−２３２−６８４１（祝祭日を除く月〜金の午後１時〜５時）
ＦＡＸ：０４６−２３２−６８４４ ホームページＵＲＬ：http://www4.justnet.ne.jp/ ktu/
◎(社)日本トライアスロン連合(JTU) 〒150‑0002 渋谷区渋谷２−９−１０青山キングビル 3F
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会員の皆様，2002 年トライアスロンシーズンも終わりに近づ
きましたが成績の方はいかがでしたでしょうか。すでにオフに

立候補者は別紙の立候補届出用紙に必要事項を記入し，上記

入られている方もいらっしゃると思いますが，十分な休養をと

受付締め切り日に必着するよう県連合事務局に郵送またはＦＡ

り新世紀のシーズンに向けて鋭気を養って下さい。

Ｘにて送付して下さい（宛先は会報表題欄を参照のこと）
。

さて，標記理事選挙を下記要領にて実施いたします。この選

＜選挙の方式及び当選の決定＞

挙は，今後の県トライアスロンの方向を決める重要な選挙であ

本選挙の投票は郵送による無記名信任投票の方式を採りま

り，会員各位には選挙の重要性を十分に理解していただき，ご

す。投票期間は平成 14 年 12 月の会報による立候補者発表から

協力をお願いしたいと思います。

１ヶ月間とします。

県連合の仕事に興味のある方，自薦他薦を問いませんのでぜ

投票において，立候補者数が理事定員数（20 名）と同数若し

ひ立候補をお願いします。なお，11 月 17 日(日)には「かなが

くは定員数に達しない場合は，有効投票の過半数の信任を得た

わ県民センター」にて定例理事会を開催する予定です。皆様の

方を当選とします。また立候補者数が理事定員数を越えた場合

オブザーバー出席をお待ちしております（要事前連絡）
。

は，信任票の多い方から順に定員数を当選とし，定員数にあた

＜公 示＞

る最終順位に複数の同一得票者が存在する場合はその全員を当

平成 14 年 10 月 21 日，神奈川県トライアスロン連合会則第

選とします。
（投票用葉書は次号会報に同封）

３章，第９条及び第 12 条に基づき理事選挙を公示します。

＜選挙日程＞

＜立候補届出受付＞

14 年 10 月 理事選挙公示，立候補者届出受付
12 月 立候補者告示，投票開始

上記選挙の立候補者の届出受付を行います。届出期間は平成
14 年 10 月 24 日から 11 月 23 日までの１ヶ月間とし，立候補者

15 年２月
４月

の条件として本年度神奈川県連合登録者とします。

選挙結果発表
2003 年度(平成 15 年度)総会にて新役員体制承認
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第 16 回スリーエフカップ日米親善トライアスロン大会は，
８

選手，約 1400 名がみごと完走した。各カテゴリーの上位入賞選

月 18 日，相模原市内の在日米陸軍第 35 補給大隊相模総合補給

手は以下のとおり。
（全選手の記録は，
県連合ホームページで確

廠内において開催された。
日本に接近した台風 13 号の余波を受

認ください）

け，時折雨足も強まる中にもかかわらず，９才から 76 才までの
【上位入賞者の記録】
◆キッズの部優勝者
女
子
小学４年生
衣笠 瑛子(茨城県) 15:53
小学５年生
佐藤 優香(千葉県) 13:02
小学６年生
栗真 千里(東京都) 12:11
◆ジュニアの部優勝者
女
子
中学１年生
千葉あり沙(川崎市) 18:30
中学２年生
山本 梨永(千葉県) 19:56
中学３年生
堤
彩乃(東京都) 20:07
◆一般の部
女
子
優勝
今泉奈緒美(横浜市)
59:39
２位
八代 純子(横浜市) 1:01:29
３位
内野 恵里(埼玉県) 1:04:25
４位
水谷 直子(川崎市) 1:05:37
５位
沖 留美子(東京都) 1:05:40
６位
勝田 陽子(千葉県) 1:06:50

男
子
山上 拓馬(東京都) 12:36
長崎
暢(茨城県) 12:01
森崎 竜二(横浜市) 11:51
男
子
相川
巧(埼玉県) 17:16
横倉 将太(茨城県) 16:58
金子 和弘(横浜市) 18:15
男
子
入江 康介(川崎市) 54:42
杉藤 宏樹(横浜市) 55:28
菊池 隆文(千葉県) 55:30
松岡 大樹(東京都) 55:39
宮島 大輔(千葉県) 55:51
神保 貴行(東京都) 55:56
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◆ファミリーの部
優勝 のんちゃんﾌｧﾐﾘｰ(茅ヶ崎市) 33:35
２位 木村チーム(埼玉県)
34:12
３位 Team CARLSON(米軍)
34:54

◆リレーの部
◆団体表彰（各チーム上位３名の合計タイム）
松戸自衛隊ﾁｰﾑ ｺﾅ ｳｨﾝｽﾞ(千葉県) 55:51
日体モッコリーズ新人組＆Ｊ氏、Ｊ子
2:55:52
なんちゃって！ｱｽﾘｰﾄ(東京都)
55:55
チームあべのやすひと
2:58:28
アヤトＴＳ(川崎市)
57:33
元祖ザ・スッパマン
3:01:32
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第16 回NISSAN CUP 神奈川県トライアスロン選手権大会は，
９月８日，横須賀市夏島の日産自動車追浜工場内および浦郷
沖海域において約 290 名が参加して開催された。大会が始ま
る頃にぱらついた雨も途中からは夏空に変わり，海上では波
も無く透明度も確保されるなど，
絶好のコンディションの中，
熱戦が繰り広げられた。
選手権の部男子では，遠く高松市から参加した二川祐司（ふ
たかわ ひろし）選手が最終種目のランで最高タイムを記録し，
バイク終了時点で３位から逆転で初優勝をおさめた。女子は
スイムを，男子を含めた全選手中トップで上がった浅沼美鈴
選手が，３種目とも女子のトップタイムを記録して同じく初
優勝をおさめた。神奈川県内の登録選手で争われる神奈川県
選手権は，男子は総合３位の長澤選手，女子は女子１位の浅
沼選手が獲得した。両者とも初タイトルである。
【上位入賞者の記録】
◆選手権の部
女
子
優勝 浅沼 美鈴(座間市)
2:30:07
２位 緒方 さり(足柄下郡) 2:36:49
３位 宮原あゆみ(横浜市)
2:41:43
◆一般の部
女
子
優勝 笠松 郁子(東京都)
2:44:58
２位 Dilingham Leah(横須賀市)2:54:40
３位 竹内万由里(川崎市)
2:57:55
４位 香林由季子(東京都)
2:59:06
５位 椛島 君枝(横浜市)
3:00:15
６位 吉塚美千代(横浜市)
3:06:51
◆スプリントの部
女
子
優勝 古間 砂織(東京都)
1:19:48
２位 片田 知子(横浜市)
1:28:27
３位 飯田ゆり子(大和市)
1:31:25
◆一般リレーの部
優勝 ＤＳＰ
2:33:08
２位 日本アビオニクス
2:36:58
３位 ＮＡＳＢ
2:44:22
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一般の部，スプリントの部ならびに各リレーの部において
は，
参加者全員が日頃のトレーニングの成果を発揮すること，
あるいは仲間と楽しむことを目標に，スイム，バイク，ラン
に熱戦を繰り広げていた。
また，この大会では，毎年，参加選手に昼食を配付してい
るが，今年初の試みとして海軍カレーの街・横須賀らしくカ
レーライスを配付したところ，暑さの中，エネルギーを使っ
た選手にはカレーのスパイスの適度な刺激が合うようで好評
を博していた。
表彰式後には，日産自動車追浜工場やベルマーレ湘南から
提供された景品をもとに，選手はもちろん大会ボランティア
や応援者も参加したジャンケン大会が行われ，大いに盛り上
がりを見せていた。各カテゴリーの上位入賞選手は以下のと
おり。
（全選手の記録は県連合ホームページで確認ください）

男
子
二川 祐司(香川県)
中川 智生(静岡県)
長澤 大志(海老名市)
男
子
塚越 達也(横浜市)
高橋 一誠(東京都)
斉藤 誠司(相模原市)
福井 誠司(座間市)
大澤 一隆(埼玉県)
高橋 伸一(川崎市)
男
子
飯田 忠司(東京都)
井上 孝夫(千葉県)
渡辺 伊織(静岡県)
◆スプリントリレーの部
富士ターキーズ
チームフリーバーズＡ
チームフリーバーズＢ

2:10:23
2:13:35
2:14:50
2:21:55
2:23:04
2:24:54
2:25:37
2:28:30
2:28:41
1:01:23
1:05:44
1:06:27
1:20:33
1:36:03
1:42:07

選手権女子の部優勝者・浅沼選手
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(1)トライアスロンスイム･バイク･ランクリニック
ＮＰＯ法人湘南ベルマーレスポーツクラブ，㈱湘南ベルマ

11月23日(土) 12:00〜15:00 ラ ン 17:30〜19:30 スイム

ーレ，(社)日本プロサッカーリーグ主催，神奈川県トライアス

＜内容・開催場所・参加費＞

12月14日(土) 13:00〜15:00 バイク 17:30〜19:30 スイム

ロン連合後援によりトライアスロンクリニックが開催されま

［スイム］毎回テーマを決めてフォームチェックアドバイス

す。
講師には湘南ベルマーレトライアスロンチームの中島靖弘

（ビデオチェックも実施）

コーチや各地の大会で活躍している山本良介，浅沼美鈴，八戸

東急スポーツオアシス本厚木 ２，５００円

博子各選手ならびにミヤタ・スバルレーシングチームの栗村修

［バイク］ローラー台を利用したポジション，フォーム，ペ

監督などが参加します。
詳細は下記の湘南ベルマーレスポーツ

ダリングのチェック。トレーニングのアドバイス

クラブ事務局までお問い合わせください。

（ロードチームのミヤタ・スバルレーシングチー

＜日 程＞

ムが助っ人として登場）

10月19日(土) 13:00〜15:00 バイク 17:30〜19:30 スイム

湘南ベルマーレクラブハウス ２，０００円
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［ラ ン］心拍数を利用したトレーニング方法のアドバイス

97，99 年パンパシフィック選手権日本代表

（その後湘南の海を観ながらのランニング）

01 年 世界水泳日本代表

鵠沼サーフヴィレッジ，湘南サイクリングロード

中村 康英氏

２，０００円

ＮＫＫ水泳部顧問

杉沢選手のコーチ兼監督，
（財）日本水泳連盟

＜参加資格＞中学生以上

OWS 委員，01 年世界水泳日本代表コーチ

＜募集選手＞３０名（先着順）

＜時 間＞9:00− 9:20 受付

＜申込方法＞申込書／誓約書に必要事項を記入し，
事務局まで

9:30−10:45 講義「オープンウォ−ターの知識」

ＦＡＸまたは郵送にてお申し込みください。

11:00−12:30 実技
「効率の良いオープンウォ−タ

＜問い合わせ先＞湘南ベルマーレスポーツクラブ事務局

ーの泳ぎ方とは」

担当：遠藤さちえ

＜参加費＞一般３，０００円

http://www.bellmare.or.jp/

＜問い合わせ先＞アヤトトライアスロンスクール

電話：0463‑54‑0275 FAX：0463‑54‑0124

電話：044−854−4660
E‑mail：ayato@nifty.com

http://ayato.jp

(2) Smile Run For Children ２００２
10 月 27 日に座間市をスタートした後，11 月９日に大分県

(4) ロング･ディスタンス･スイミング･シリーズ

別府にフィニッシュするまでの 14 日間連続で１日 90km 前後

(社)日本トライアスロン連合主催により第１回ロング･デ

を走るチャリティウルトラマラソン「Smile Run For Children

ィスタンス･スイミング･シリーズが開催されますのでご案内

2002」が開催されます。このウルトラマラソンは，50 年前に

します。詳細は同封資料をご参照ください。

別府に駐屯していたアーン大尉が，戦争孤児のための「光の

＜開 催 日＞２００３年３月３０日（日）

園白菊寮」の建設資金を得るために座間から別府まで２週間

＜会

で歩き通す賭をしたことに由来するものです。参加者から走

＜競技種目＞４００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ

破距離１キロにつき１０円の募金を集め，
「光の園子ども家

＜出場資格＞中学生以上の健康な男女

庭支援センター」に寄付いたします。一昨年は延べ 77 名の

＜競技方法＞1 コースに４〜７名が入り 10〜15 秒おきにス

場＞横浜国際プール

タート

ランナーが走り，昨年は県連合の佐合監事が一人で全コース
を走破するという偉業を成し遂げています。
参加，応援希望者は下記を参考に実行委員会までお問い合

＜参加定員＞７００名
＜参加費(1 種目)＞中学生１，０００円，
高校生１，５００円，大学･一般３，０００円

わせください。
＜主 催＞Smile Run For Children 2002 実行委員会

＜申 込 先＞ロングディスタンススイミングシリーズ事務局
電話：03‑3680‑2626（平日 16−19 時のみ）

＜共 催＞(社)日本トライアスロン連合，カトリック大分司

FAX：03‑3680‑2466

教区，(財)法律扶助協会
＜協 力＞日本トライアスロン連合全国加盟団体，在日米陸
軍司令部，通過県カトリック教会・修道会，他

(５)ＪＴＵ公認審判員認定試験／審判員講習会

＜参加費＞１ステージ１０，０００円（複数ステージ参加の
場合は２回目以降１ステージ５，０００円）
＜問い合わせ・申込先＞
Smile Run For Children 2002 実行委員会
電話：0978‑68‑1171 FAX：0978‑68‑1172
E‑mail：saga@fat.coara.or.jp

本年度も下記のとおりＪＴＵ公認審判員認定試験と講習会
を開催する予定です。トライアスロン大会にスタッフや審判
員として協力・参加してみたい方，あるいはトライアスロン
競技の規則・ルールについて興味のある方の参加をお待ちし
ております。
第 2 種公認審判員講習会 2 月 11 日(祝) 9 時〜17 時

(3)アヤトトライアスロンスクール・トライアスロ
ンセミナー

第 3 種公認審判員講習会 2 月 23 日(日) 9 時〜13 時
第 2/3 種公認審判員試験 2 月 23 日(日) 13 時〜17 時

トライアスロンセミナーシリーズの第１回として「オープ

会場はいずれもかながわ県民サポートセンター（ＪＲ横

ンウォ−タースイミング講習会」を下記のとおり開催いたし
ます。今後，毎回多彩な講師・ゲストを迎え，普段聞けない

浜駅徒歩３分）の予定。開催の詳細については，今後の会

ようなエピソードや強くなるトレーニングなどを毎回テーマ

報などでご案内いたします。

を変えて開催する予定です。
＜開催日＞２００２年１１月２３日（祝）

(6)技術委員会・審判員会議 開催のお知らせ

＜会 場＞多摩川スイミングスクール
神奈川県川崎市中原区上丸子山王町 1‑1455
東急東横線「新丸子駅」下車徒歩７分
＜講 師＞杉沢 毅志氏

ＮＫＫ所属

競泳 日本実業団 400ｍ自由形 10 連覇

日米親善，日産カップと県内大会も無事に終了し，また各
地のトライアスロンシーズンも終盤を迎えていますが，県内
審判員の皆さんを対象に以下のとおり，審判員会議を開催い
たします。
奮ってご参加いただきますようご案内いたします。

98，01 年オープンウォータースイミング世界

＜日 時＞ 11 月 2 日(土)10 時〜12 時
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(2) 最近の技術・審判に関する話題報告(JTU 技術総会，等)

＜場 所＞ 小田原駅前ふらっとスポット

(3) その他，意見交換

小田原市栄町 1‑2‑38（東華軒ハローズビル１階）

なお，資料準備の都合上，参加される方は県連合あるい

小田原駅から徒歩１分 電話：0465‑24‑3727

は E‑mail:hwatana@mvi.biglobe.ne.jp まで連絡願います。

＜議 題＞
(1) 県内大会の反省、意見

［
［５
５］
］Ｊ
ＪＴ
ＴＵ
Ｕ公
公式
式大
大会
会よ
より
り

強
強化
化委
委員
員会
会

８月から 10 月にかけてのＪＴＵ公式大会（エリート部門）
を中心に神奈川県連合登録選手の活躍についてご紹介します。
皆様のご声援をよろしくお願いいたします。
◆ＮＴＴトライアスロンジャパンカップ第５戦／2002ＩＴＵ
インターナショナルイベント和歌山大会（８月 24 日）
＜男子＞ ８位 永留
誠
１：56：53
13 位 山本 良介
１：58：25
24 位 折原祥次郎
２：04：25
27 位 長谷川裕一
２：08：42
31 位 木下 友宏
２：11：06
＜女子＞ ＤＮＦ 緒方 さり
◆2002ＡＳＴＣトライアスロンアジア選手権中国大会（９月８日）
＜男子＞ ８位 山本 良介 １：56：42（日本人３位）
◆ＩＴＵインターナショナルイベント第５回日本スプリント
トライアスロン選手権村上大会（新潟）
（９月 29 日）
＜男子＞ 12 位 山本 良介
54：51（日本人２位）
34 位 長谷川裕一
58：48

44 位 原田 隆史
１：01：41
45 位 根本 大治
１：02：20
＜女子＞ 18 位 浅沼 美鈴
１：04：07
◆ＮＴＴトライアスロンジャパンカップ第６戦／2002ＩＴＵ
トライアスロン・ワールドカップ幕張大会（10 月６日）
＜男子＞ 18 位 福井 英郎 １：52：20（日本人２位）
29 位 山本 良介 １：54：24（日本人３位）
◆ＮＴＴトライアスロンジャパンカップ第７戦／第８回日本
トライアスロン選手権兼 2002 ジャパンカップシリーズチ
ャンピオンシップ東京港大会（10 月 27 日）
出場予定選手
＜男子＞福井英郎，山本良介，永留 誠，折原祥次郎，
木下友宏（以上ＪＴＵ強化指定選手）
，長谷川裕一，
長澤大志，
原田隆史，
青山太一(以上関東ブロック推薦)
＜女子＞宮原あゆみ（関東ブロック推薦）

◇
◇事
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◇
◆日産車紹介キャンペーンについて
神奈川県選手権大会に協賛いただいている日産自動車(株)では，
「日産車紹介キャンペーン」を実施しています。新車ご購入
の際は日産からの特典もありますので，会員の方やそのご家族，ご友人が日産車の購入検討をされているときは，県連合事務局
までご連絡願います。

◆2002 年８月〜１０月の県連合の動き
８月３日（土） 日米親善大会実行委員会，第３回理事会（かながわ県民サポートセンター）
８月 18 日（日） 第 16 回スリーエフカップ日米親善大会
９月８日（日） 第 16 回 NISSAN CUP 神奈川県選手権大会
９月 23 日（月） 第４回理事会（かながわ県民サポートセンター）
10 月 12 日（土） 第５回理事会（かながわ県民サポートセンター）
11 月 17 日（日）予定 第６回理事会（かながわ県民サポートセンター）
（編集後記）10 月の満月に一番近い土曜日，アイアンマンハワイ大会は開催される。月明りが必要なのだ。暗闇にぼんやり浮かぶ山
影と，ただただ真っ直ぐな道と，微かに聞こえる潮騒と。70 歳を超えるアイアンマンがゴールした。その暗闇を６時間かけて完走し
た。満面の笑みがこぼれた。トップゴール選手以上の拍手が送られた。(Ｋ)
最近，異動に伴う通勤時間の長時間化と練習環境の悪化から，練習量が減り，反比例して体重が増えてしまった。ウーッ･･･！(Ｏ)
神奈川県トライアスロン連合協賛店（５０音順）
●あきば接骨院（茅ヶ崎市）
０４６７−５８−８１８１
http://members.aol.com/tyouonnpa/
●アヤトトライアスロンスクール（川崎市）
０４４−８５４−４６６０
http://ayato.jp
●川崎サイクリングセンターオオノ（川崎市） ０４４−２２２−４８９６
●サイクルショップ・ウスイ（川崎市）
０４４−２６６−７４８０
●ちばサイクル（相模原市）
０４２−７４８−２０３８
http://www.chibacycle.com
●トライアスロンショップＳＵＢ３（海老名市） ０４６−２３２−６６７３ http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3711/sub3‑1.html
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