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［１］日米大会開催される （８月１７日）
ステーキがGood！、初心者でも安心！

般の部」では日産大会でも活躍した伊藤功顕選手が52分30秒で
優勝した。レースも良いけどあの雰囲気がいい。特にステーキ

今年で第17回になるスリーエフカップ日米親善トライアス

が、とアフターレースを家族や友達で楽しむ参加者も多い。

ロン大会が開催された。米軍相模補給廠内の特設コースが舞台
だ。普段は入ることのできない基地内で、一日楽しめる大会は
他にない。

来年も８月に開催を予定している。
「三種目は無理」と言う人は、リレーでもよい。是非トライア
スリートの仲間入りを果たして欲しい。See you next time!
各部門の上位入賞者は以下のとおり。
◆キッズの部
（スイム：0.06km バイク：2km ラン：1km ）
小４

当日はうす曇りで暑くもなく、絶好のレース日和になった。

男子（出場13人）

優勝 山崎芙蓉 17´30

濱田彗矢 13´05

２位 名渡山菜 18´25

土井寛喜 13´32

３位 山田かすみ18´33

吉村 歩 15´10

小５

【スイムスタート】

女子（出場７人）

女子（出場７人）

男子（出場10人）

優勝 衣笠瑛子 13´47

金子翔磨 12´44

２位 下山翔子 14´53

中道壮大 12´53

３位 齋藤愛結 16´04

相原 稜 13´30

小６

女子（出場３人）

男子（出場10人）

小学４年生から６９歳まで総勢１１００名の選手が集まった。

優勝 竹森万澄 15´52

長塚 陽 11´21

コースレイアウトがしっかりしており、安心して参加できる。

２位 西村玲那 17´25

高野太陽 12´00

そのため、初めてトライアスロンレースに出場する選手が、数

３位 渥美帆夏 17´40

大西祥文 12´04

多く見られた。
レースは「キッズの部」、「ジュニアの部」，「ファミリー
の部」、「リレーの部」および「一般の部」に分かれる。「一

◆ジュニアの部
（スイム：0.1km バイク：5km ラン：2km ）
中１

女子（出場２人）

優勝 古川翔子 18´54

森崎竜二 17´56

２位 山田ほのか24´49

杉本 巧 20´05

３位

奥秋翔太 20´21

中２

女子（出場５人）

男子（出場９人）

優勝 千葉あり沙 19´06

相川 巧 16´54

２位

19´57

若杉恵夢 16´58

23´24

門馬 匠 18´25

篠木理沙

３位 小山 萌
中３

女子（出場１人）

優勝 柳沢あゆみ 20´16
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男子（出場６人）

男子（出場６人）
横倉将太 17´15
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２位

中村 翼 18´33

３位

池田大輔 20´46

◆ファミリーの部
（スイム：0.2km バイク：8km ラン：2.5km ）
優勝 藍場＆東井ファミリー

31´40

２位 吉野ファミリー

33´13

３位 チーム沼田

33´58

◆リレーの部
（スイム：0.4km バイク：20km ラン：5km ）
優勝 日本体育大学ﾓｯｺﾘｰｽﾞ2003

53´21

２位 チームストラトス

53´40

３位 日本体育大学トライアスロン部

55´53

◆一般の部
（スイム：0.4km バイク：20km ラン：5km ）
優勝

伊藤功顕

２位 長澤大志
３位 松岡大樹

52´30
53´20
53´50

【あっ！ 速報だ】

［2］大会・練習会・講習会の開催案内

普及委員会

(1)トライアスロンクリニック

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コ

ＮＰＯ法人湘南ベルマーレスポーツクラブ，
㈱湘南ベルマー

ーチや湘南ベルマーレ所属の山本良介，益田大貴、高木美里、

レ，(社)日本プロサッカーリーグ主催，神奈川県トライアスロ

浅沼美鈴，
八戸博子各選手などがスタッフとして指導を行いま

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す。

す。
詳細は下記の湘南ベルマーレスポーツクラブ事務局までお
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問い合わせください。

加資格＞中学生以上（スイムは50m以上泳げる人）

＜日程・内容＞

＜募集選手＞３０名（先着順）

11月16日(日) 17:00〜19:00
・

＜申込方法＞申込書／誓約書に必要事項を記入し，事務局ま

スイム

水中からビデオ撮影し、フォームチェック。そしてワ

でＦＡＸまたは郵送にてお申し込みください。

ンポイントアドバイスをします。続けて参加するとト

＜問い合わせ先＞湘南ベルマーレスポーツクラブ事務局
担当：遠藤さちえ

レーニングによる変化をしっかりと比較できます。
11月29日(土) 13:00〜15:00

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

ラン

・トレーニングメニューについてのアドバイス。

〒254‑0012 神奈川県平塚市大神 3489‑1

そしてランニングフォームをチェックして効率の良い走り

電話：0463‑54‑0275／FAX：0463‑54‑0124

方を習得するためのアドバイスをします。
＜場所・参加費＞
・スイム 東急スポーツオアシス本厚木 2000円
・ラン

厚木市荻野運動公園周辺

2000円

(2)ビーチアドベンチャー２００３

審判長 遠藤浩之

短かった夏も終わり、朝晩は涼しさを感じるようになった９月 28 日、
鎌倉市の由比ガ浜に於いて「ビーチアドベンチャー湘南 2003」が開催さ
れました。
過去に開催された、平塚，江ノ島での大会も甲乙つけがたい良い大会
でしたが、今回の由比ガ浜は更に良い大会でした。
私たち神奈川県連合の審判有資格者５名はオーシャンマン・レースの
お手伝いをさせていただきましたが、どこにいても競技全体が見渡せる
ような会場レイアウトになっており、応援にいらっしゃっていた方々に
も楽しんでいただけたのではないでしょうか。
競技内容は一般の部では、予選：R150m＋S100m＋R150m＋S100m＋R150m
決勝戦：R150m＋S100m＋R150m＋S100m＋R150m＋S100m＋R150m、と前回に
比べランもスイムも距離が増えました。しかし距離が伸びた分だけ盛り
上がり方も増えたように感じました。キッズ，ジュニア，今回から新設の
リレーの部、等、ちびっ子から大人まで、バイクがなくても参加できる。
そんな気軽さが人気の秘訣なのか？ 回を増すごとに参加者数も増え、カ
テゴリーも増えています。
さ〜、この記事を読んだあなたも来年は参加してみてはいかがですか？！

［３］ JTU公認審判員資格認定試験/講習会のご案内
以下のとおり、第２種/第３種審判員講習会と認定試験を

技術委員会

開催会場：神奈川県民サポートセンター601号室

ＪＴＵ公認審判員資格認定試験/講習会実施要領に従って

（ＪＲ横浜駅西口より徒歩５分）

開催する予定です。 会員各位、現在審判活動に従事している方、

受講対象者：①新たに第２種審判員資格試験を受験される方。

或いは競技規則/運用に興味のある方の積極的な受験/受講を

（第３種での審判業務を３年（３シーズン）以上継続的に行

お待ちしております。 今からご予定ください。

い、所属加盟団体（県連合）の推薦をうけた者。さらには
これと同等の経験と実績を有することが認められた者。新

既に審判員資格をお持ちの方へ

規第２種受験推薦者に対しては県連合技術委員会から

審判員資格の有効期限は４年間です。 資格更新に際しては、

個別に連絡いたします。）

有効期限が切れる４年目或いはその前年にあたる３年目の

②第２種審判員資格を更新される方。

何れかに、資格更新のために講習会を受講いただく必要が

(2) JTU公認第３種審判員講習会

あります。 本年は２００１年４月以前に資格取得された方に

開催日時：２００４年２月２２日（日）或いは２９日（日）

是非資格更新のための講習会受講をしていただきたく、
お願いいたします。

（JTU主催全国一斉認定試験の日程によります。)
受講対象者：①新たに第３種審判員認定試験を受験される方。
（ＪＴＵ競技・運営規則、一般常識を理解し、大会あるいは

(1) JTU公認第２種審判員講習会

関連行事において審判関連業務を行う意志のある者。または、

開催日時：２００４年２月１１日（水・祝）９時〜１６時

トライアスロンの知識向上のために受験を希望する者。）
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１１月９日は、是非お台場へご参集下さい。

②第３種審判員資格を更新される方。
(3) JTU公認第２種/第３種審判員認定試験

１． 日時

開催日時：２００４年２月２２日（日）或いは２９日（日）

１１月９日（日）

（JTU主催全国一斉認定試験の日程によります。）

女子スタート： ８時１０分

(1)〜(3)とも、11月10日以降に要項を配布いたしますので、受

男子スタート：１０時３０分

講/受験ご希望の方は県連合事務局までお問い合わせください。

２．出場予定選手（神奈川県連合登録）

［４］ 第9回日本トライアスロン選手権
東京港大会 （強化委員会）

女子：
八代 純子、高木 美里、大河内 智未、薄 愛美、
今泉 奈緒美

今年もお台場を舞台に日本選手権が開催されます。

男子：

来年のアテネオリンピック出場をターゲットにした

福井 英郎、山本 良介、益田 大貴、永留 誠、

選手達の白熱したレース展開が期待できます。

平松 弘道、長澤 大志、井上 一輝、松崎 奨

神奈川県からは福井選手をはじめ、以下の選手が
出場予定です。
ショッピング、デートを兼ねての応援も可能です。

事務局からのお知らせ
◆日産車紹介キャンペーンについて
日産カップ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。新車購入の際は日
産から特典があります.会員の方やそのご家族，ご友人が日産車の購入を検討されている時は，県連合事務局までご連絡下さい.

◆２００３年 7 月〜10 月の県連合の動き
７月６日

第４回理事会（かながわ県民サポートセンター）

８月２日

第５回理事会（かながわ県民サポートセンター）

８月１７日

第 17 回日米大会

９月２８日

ビーチアドべンチャー大会（鎌倉由比ガ浜海岸）

（編集後記）
ホモサピエンス、人間も立派な動物だ。
靴を脱ぎ、雑念を捨て、誰もいない浜辺を歩いて見よう。確かな新しい感触が伝わってくる。遠い祖先が感じていた感覚だ。
服を脱ぎ、目を閉じて、誰もいない高原に佇んでみよう。肌を通じて草木の英気が伝わってくる。皮膚で呼吸している証拠だ。
アスリートたちは無意識のうちに自然と対話している。人間が忘れかけた感覚を大切にしようではないか。
（ＫＫ）

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）
●アヤトトライアスロンスクール（川崎市）
●川崎サイクリングセンターオオノ（川崎市）
●サイクルショップ・ウスイ（川崎市）
●湘南ベルマーレスポーツクラブ（平塚市）
●トライアスロンショップＳＵＢ３（海老名市）

０４６７−５８−８１８１
http://www.members.aol.com/tyouonnpa/
０４４−８５４−４６６０
http://www.ayato.jp
０４４−２２２−４８９６
０４４−２６６−７４８０
０４６３−５４−０２７５
http://www.bellmare.or.jp/
０４６−２３２−６６７３
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3711/sub3‑1.html
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