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［１］新年のご挨拶

神奈川県トライアスロン連合理事長 奈良島信泰

新年あけましておめでとうございます。新しい年の幕開け

ろしくお願いいたします。

ということで、会員の皆さまも新たなチャレンジの年として決

一方今年は（社）日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）が１

意を新たにされていることと思います。また会員の皆さまには，

９９４年４月に発足以来１０周年を迎えます。ＪＴＵがトライ

平素から神奈川県トライアスロン連合の活動に，ご理解，ご協

アスロンの普及／発展に大きく寄与してきたことは言うまで

力いただき，本当にありがとうございます。

もありませんが、この１０年間でトライアスロンの大会数や競

２００４年はトライアスロンにとって、エポックメイキン

技者人口は必ずしも増えてきたわけではないと思います。

グな年になるのではないかと考えています。今年は４年に１度

これから新たな１０年間に向けて、会員の皆さんのみなら

のオリンピックイヤーです。野球やマラソン、サッカーに注目

ずトライアスロン愛好者の皆さんとお互いに協力して「トライ

が集まっていますが、２度目のオリンピックとなるトライアス

アスロンの普及／発展」という大きな目標に向かって、意見交

ロンは、残念ながら注目度（知名度）はまだ充分ではありませ

換をしながら進めて行きたい、行かなければならないと考えて

ん。現在５月の世界選手権大会へ向けてオリンピック代表候補

おります。

選手の合宿がは石垣島で行われております。世界のレベルとの

最後になりますが，今年も充実した１年になりますよう，

差はシドニー時から開いているというデータもありますが、ト

皆さまのご健勝とご活躍をお祈りして挨拶とさせていただき

ライアスロンが競技スポーツとして日本で広く認知されるた

ます。

めにも、日本選手の活躍を期待したいと思います。なお代表候
補選手合宿へは、神奈川県連合登録選手として、山本良介選手
と福井英雄選手が参加しておりますので、両選手への応援もよ

［2］２００４年度総会開催のお知らせ

総務委員会

神奈川県トライアスロン連合２００４年度総会を開催

奈川県連合理事長」などの役職名でも可）
，②ご自身の住

します。総会では各専門委員会の活動および県連合の予決

所・氏名，③捺印，④記入日）を記入のうえ，返信下さい。

算に関する審議ならびに会員の皆さまとの意見交換を行
います。多くの皆さまのご参加・活発な討議をお願います。
同封した出欠（委任状）ハガキの出席・欠席のいずれか
に○印を付け，出席される方は氏名を，欠席される方は委
任状の必要事項（①委任者名（
「神奈川県連合会長」や「神
日 時：2004 年４月 24 日（土）10 時〜12 時
場 所：かながわ県民センター3 階 303 会議室
（ＪＲ横浜駅西口下車徒歩５分 右図参照）
議 事(予定)：１号議案；2003 年度活動報告
２号議案；2003 年度決算報告
３号議案；2004 年度活動計画案
４号議案；2004 年度収支予算案
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総会成立のため、会員総数の１０分の１以上の出席また
は委任状提出が必要です。都合により欠席される方は、委
任状を４月 20 日（火）までに投函して下さい。
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［３］2004年度会員登録更新のご案内 『忘れないでね』
2004 年度神奈川県トライアスロン連合の会員登録を受付
ています。同封した払込取扱票を使用し、更新手続きをお願

県連合事務局

た手続きを行うためにもできるだけ早め（３月末まで）の登
録更新手続きをお願いします。

いします。４月末までに県連合を経由してＪＴＵへの登録手

新規登録を希望する方へは必要書類一式をお送りします

続きが済んだ方へ、ＪＴＵマガジン６月号が送付されます。

ので，県連合事務局へ請求するようご紹介をお願いします。

また、登録が必要な大会への参加申し込み時には，登録費の

（以下「更新手続き要領」備考(6)参照）

振込票控えの添付が求められることもあります。余裕を持っ
(4)住所・氏名欄

【更新手続き要領】

前回登録後に住所変更した人は住所変更「有」に○を、変更無

１．登録費
◆一般会員：３０００円

い方は「無」に○を付けて下さい。郵便番号（７桁）
、住所、

◆家族会員：１５００円

同一住居の複数の方が登録する場合、１名は一般会員（3000

電話番号、氏名（フリガナ）
、性別は全員ご記入下さい。県連

円）ですが、２人目以降は家族会員で１名につき 1500 円で

合会報などはこの住所宛に送付します。

す。家族会員として申し込まれる方は、一般会員の方の氏名

４．備 考

を必ず郵便払込取扱票に記入して下さい。なお、会報等発行

(1)登録費の中にはＪＴＵへの登録費（1000 円）が含まれています。
この登録手続きを行うことで自動的にＪＴＵへ登録されます。

物は一部のみ送付します。

(2)登録費を郵便局で振り込んだ際に受け取る払込票兼受領証は

２．登録有効期間

大切に保管下さい。

２００４年４月１日（登録完了日が４月１日以降の場合は登録

(3)1998 年度から，大学，短期大学，高等専門学校４，５学年在

完了日）〜２００５年３月３１日まで

籍者の登録は日本学生トライアスロン連合です。詳細は日本学

３．郵便払込取扱票の記入方法

生トライアスロン連合（tel.03‑5469‑5402）へお問い合わせ下

郵便払込取扱票は１枚につき１名とし，下記の要領で。

さい。

(1)種 別：記入不要

(4)転居，結婚などにより住所，氏名が変わった場合は，速やかに

(2)登録番号

県連合事務局までハガキあるいはＦＡＸで連絡下さい。

1994 年度以降に登録した人は「３１４−」で始まる５桁の

(5)ＪＴＵライセンスカードを紛失した場合は、県連合事務局へ速

会員登録番号を記したＪＴＵライセンスカードをお持ちのは

やかに連絡下さい。
（再発行手数料：1000 円）

ずです。
各自のライセンスカードを確認のうえ、
その番号を
「３

(6)新規登録ご希望の方は，住所，氏名を記入し８０円切手を貼付

１４−」に続く□内に書いて下さい。番号が不明の方は「不明」

した返信用封筒を同封のうえ，県連合事務局宛に新規登録申請

に○を付けて下さい。新規登録の方は記入不要です。

書類を請求願います。近々KTU ホーム

(3)一般会員／家族会員の別
申し込もうとする種別に○を付けて下さい。家族会員の方は、

ページからもダウンロードできるようにします。

一般会員となっている方（または登録しようとする方）の氏名
を必ず記入下さい。

［４］ 今年もやります日産大会、日米大会

大会実行委員会

今年で共に第１８回となる NISSAN CUP 神奈川トライアスロン大会と日米親善トライアスロン大会の開催日が決まりま
した。日産大会（6/20）で昨年好評だった「追浜カレー」は，今年も全選手の昼食です（応援者も買えるよ）。豪快な自
動車バンクサーキットコースも健在です。距離の短い部門やＪＴＵ未登録者が出場可能なリレー部門も設定しています。
初心者のデビュー戦やお仲間との親睦レースとしてぴったり。大会要項、参加申込書を同封しました。
日米大会（8/8）ではスイムはプールを使用。トライアスロンのデビュー戦に最適です。レース後の特製ステーキ
に期待してください。また、今年は同会場で 5/9(日)にデュアスロン大会を実施予定。詳細は追ってお知らせします。
◆第１８回 NISSAN CUP 神奈川トライアスロン大会
＜開催日＞2004 年６月２０日(日)
＜場

所＞横須賀市浦郷沖水域および日産自動車追浜工場内特設コース
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＜競技内容＞選手権の部(ＪＴＵ登録者)
一般の部(ＪＴＵ登録者・18 才以上)
一般リレーの部(18 才以上，１チーム２〜３名)
スプリントの部(ＪＴＵ登録者・中学生以上)
ｽﾌﾟﾘﾝﾄﾘﾚｰの部(中学生以上，１ﾁｰﾑ２〜３名)

Ｓ1500ｍ Ｂ 40km Ｒ 10km
Ｓ1500ｍ Ｂ 40km Ｒ 10km
Ｓ1500ｍ Ｂ 40km Ｒ 10km
Ｓ 750ｍ Ｂ 16km Ｒ ５km
Ｓ 750ｍ Ｂ 16km Ｒ ５km

◆第１８回スリーエフカップ日米親善トライアスロン大会
＜開催日＞

2004 年８月８日(日)

＜場 所＞ 相模原市「在日米陸軍第 35 補給大隊相模支廠内特設コース
＜競技内容＞キッズの部(小学４〜６年生)
Ｓ 60ｍ Ｂ ２km
ジュニアの部(中学１〜３年生)
Ｓ 100ｍ Ｂ ５km
Ｓ 400ｍ Ｂ 20km
一般の部(高校生以上，団体表彰もあり)
Ｓ 400ｍ Ｂ 20km
リレーの部(高校生以上，１チーム２〜３名)
ファミリーの部(小学４年以上，１チーム３名)
Ｓ 200ｍ Ｂ ８km
スーパースプリント（エキシビション競技）

Ｓ 250ｍ

Ｒ １km
Ｒ ２km
Ｒ ５km
Ｒ ５km
Ｒ2.5km

Ｂ ５km Ｒ １km

［5］ 強化選手認定記録会＋アジア選手権レポート

強化委員会

１．「平成１６年度トライアスロン認定記録会」のお知らせ
下記の通り、平成１６年度トライアスロン認定記録会を開催しますので奮ってご参加下さい。最近、次のシーズンに向けたコンディシ
ョンチェックのために、記録会に参加するエイジグルーパーが全国的に増えてきています。来期を前に実力をチェックしてみませんか？
・開催日時

2004 年 2 月 29 日（日）午前 9 時〜午後 4 時
Swim：アトリオあざみ野スイミングクラブ

・開催場所

神奈川県横浜市

Run：日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場

・主催／主管：神奈川県トライアスロン連合
・実施種目

20 歳以上 ；スイム 400M ラン 5,000M

16〜19 歳 ；スイム 400M ラン 3,000M

12〜15 歳 ；スイム 400M ラン 1,500M
（年齢は 2004 年１月 1 日現在）
（ランは他の年齢区分への距離変更が可能です。希望する方は、申込時に申請してください）
・対象

（１）ＪＴＵ強化指定認定記録会を目指す方
（２）大会等に備え、スイム／ランの実力を試したい方（一般の方の参加を歓迎いたします）
・参加資格：

２００４年１月１日現在１２歳以上でＪＴＵ登録者

・定員：

５０名

・参加費

３０００円

・申込先・問い合わせ：

・申込締切

２月２２日（日）必着

神奈川県トライアスロン連合事務局

TEL0462‑32‑6841

FAX0462‑32‑6844

２．アジア選手権レポート
神奈川県連合からアジア選手権大会に出場した平松弘道選手（神奈川県連合所属）から大会レポートを頂きました
のでご紹介します。
『昨年 12 月に開催されたアジア選手権のレポートです。今大会はインドの南東（スリランカ側）のチェンマイという町で行われま
した。 その昔はマドラスといって東インド会社が設立されて栄えた港町です。 見た目はとてもキレイなビーチでしたが、海へ流れる
川の汚れがひどく、海が生活排水で泡立っている。泳いでいても鼻がおかしくなる程、非常に臭い海でした。波は終始高く、オーシャ
ンスイムのテクニックを要求されるコース。 沖のブイを回って帰ってくる簡単なコースでしたが、波が変則的でした。
エリートとアンダー２３のレースは同時スタート。私はアンダー２３の枠で出場させていただきました。
スイムは、徹底して右よりのポジションをキープして泳ぎました。波が変則的ではありましたが、だいたい沖に向かって左に流れてい
るように感じましたからです。それが功を奏したのか、定かではありませんが目標の馬立選手に若干の遅れでスイムアップできました。
バイクは５ｋｍを８周回。フラットな高速コースで、集団走行にならないと個人走行では非常に苦戦を強いられるコースでした。 ス
イムの苦手な私は、いつも集団になれずに苦戦するのですが、馬立選手・ウズベキスタンの選手・香港の選手といった自分よりスイム
の速い選手の見える位置でバイクスタートできました。しかし、スイムで予想以上のダメージを負っていて、彼らにバイクで追いつく
ことはできず、もうひとつ後ろのバイク集団に吸収され、勝負をランに持ち越すことになりました。
ランは５ｋｍのコースを２周回。いたって平坦なコースでしたが、なんといっても暑い！ 気温は３３度と発表がありましたが、日
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差しも強く、体感温度は４０度近かったと思います。 前を行く選手が次々に失速する中、得意のランニングを活かさねばと粘り、最後
の８ＫＭ地点でウズベキスタンの選手をかわしてアンダー２３で準優勝することができました。 ただ、同時にスタートしたエリート男
子と比べ、タイムも遅く、総合順位だと１３位。エリートとの差を痛感させられました。しかし、この遠征でエリートの選手と過ごせ
た事は非常によい経験になったと思います。次回はエリートの選手として大会に出られますよう、今後とも精進していきたいと思いま
す。応援、本当にありがとうございました。』
平松弘道（神奈川県連合）

［６］ 大会・練習会のお知らせ

普及委員会

(１)カーフマンジャパン
主催

Calfman Japan 大会実行委員会・（社）日本トライアスロン連合にて５ｋｍの１ｓｔラン、３０ｋｍのバイク、５ｋｍの

２ｎｄランによるデュアスロン競技が２００４年２月から４月にかけて全国各地で行われ、その上位入賞者によるチャンピオンシップ
が４月１８日に東京都立川市の昭和記念公園で行われることが決まった。出場希望の方はカーフマン・ジャパンデュアスロン大会事務
局へ。

〒206‑0802 東京都稲城市東長沼212‑6‑104

TEL 042‑379‑5201

FAX 042‑379‑1992

URL http://www.mspo.jp/calfman

E‑mail calfman@mspo.jp

(２)目指せ足柄、ゴールデンウィーク合宿のご案内
普及委員会では，大好評であった昨年に引き続き、今年

④参加費(目安)：２泊３日宴会込み 1 人 10,000 円以下(子

もまたゴールデンウィークに「チームＳＵＢ３」と合同で

供，女性は割引)。食事は地元スーパーで買出

トライアスロン合宿を開催いたします。

し可能。

山には自信のない初心者から、アイアンマン大会を目指
すベテランまで、個人やチームにかかわらず、歓迎致しま

⑤定

員：先着順 30 人（家族・友人など同伴者含む）

⑥その他：家族連れ歓迎（空室に余裕あれば個室手配可）、

す。

練習は実力別メニューなので空いた時間でレ

①期間：2004 年 5 月 3 日(月・祝)〜5 日(水・祝)2 泊 3 日

ジャー可。昨年は山菜採りが好評。

②場

※日帰り，1 泊のみでもＯＫ

お問い合わせは，県連合事務局または普及委員・鈴木啓吾

所：どんぐりの家（南足柄市内，大雄山の近く）

まで。（Ｅメール：keigo‑s@mri.biglobe.ne.jp

③メニュー：１日目：昼頃現地集合、スイム（市営プール）、

携帯電

話：090‑3086‑1374）

バイク＆ラン（軽め）
２日目：バイク山岳ロングライド
（実力別グループ分け、120〜190km）
３日目：金時山縦走クロカンラン
（実力別グループ分け）

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頂いている日産自動車(株)では，
「日産車紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」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が日産車の購入を検討されている時は，事務局までご連絡下さい.
◆第三種公認審判員講習/試験が２月２２日（日）に開催されます。申し込み締切は２月 14 日です（詳細会報 78 号）。
（編集後記）
オリンピックイヤーだ。
水泳、マラソン、シンクロとメダルに期待がかかる。複合競技のトライアスロンはどうか？日本選手の一味違うレース
展開に期待したい。（ＫＫ）
●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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