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見てね！

［２］２００４年度総会報告
４月24日(土)，かながわ県民サポートセンターで神奈川県連

員会から報告があった。

合の2004年度総会を開催しました。2003年度決算や2004年度予
算案，活動案など（同封議案書を参照下さい）が審議され，全

〔質疑応答〕：総会参加者からの質問は特になかった。

議案が承認されました。以下に総会概要をお知らせします。

議案に対し採決し、全員賛成により承認された。

総会出席者

第４号議案 2004年度収支予算

2004年１月末時点会員数：691名（総会定足数76名）

2004年度の収支予算案について高山副会長から説明があ

出席者数：166名（出席者10名，有効委任状数156名）

った。また、連合の資産の内、普通郵便貯金6,080,072円の保
管方法について説明があった。

１．議 事

資産の保全性を鑑み、2004年度からは、奈良島理事長が郵
便通帳とキャッシュカードを、高山副会長がカードの暗証番号

第１号議案 2003年度活動報告
2003年度の活動内容について奈良島理事長および各専門

と印鑑を保管、管理することにしたと、報告があった。

委員会から報告があった。
〔質疑応答〕：総会参加者からの質問は特になかった。
議案に対し採決し、全員賛成により承認された。

〔質疑応答〕：総会参加者からの質問は特になかった。
議案に対し採決し、全員賛成により承認された。

５．閉会の辞（河野県連合会長）
第２号議案 2003年度決算報告
2003年度決算状況について高山副会長から報告があった。
内容に付いては、佐合監事の監査済みである事が報告され
た。
また、、大谷顧問が辞任されたことを除き、2004年度の役
員人事は継続であることが報告された。

〔質疑応答〕：総会参加者からの質問は特になかった。
議案に対し採決し、全員賛成により承認された。

第３号議案 2004年度の活動計画

2004年度の活動内容について奈良島理事長および各専門委
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総会風景（河野会長挨拶）
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［３］２歳も出たよ！ 第 1 回日米親善ファミリー・デュアスロン大会
去る５月９日（日）
，相模原市の米軍相模補給廠で第１回
日米親善ファミリー・デュアスロン大会が開催された。

小６

女子（出場３人）

男子（出場８人）

この大会は，泳げない人はもちろん、未就学児も参加ＯＫ。

優勝 齋藤 愛結 15´24

当日はあいにく小雨まじりの天候だったが、約３００人がレ

２位 浅野 夏穂 18´12

桜井 将

ースを楽しんだ。普段は入れない米軍基地内で、家族が一日

３位

渡辺 昴

古川 鉄也 12´42
12´43
13´39

楽しめる大会として定着するだろう。
◆ジュニアの部
（ラン：１km バイク：５km ラン：２km ）

競技内容：

中1 男子（出場２人）

ちびっ子ファミリー部 ；Ｒ50ｍ， Ｂ150m，Ｒ50m
キッズの部(1‑3 年)

；Ｒ0.25km，Ｂ２km，Ｒ１km

優勝 大西 祥文 20´39

キッズの部(4‑6 年)

；Ｒ0.5km， Ｂ２km，Ｒ１km

２位 山口 健吾 22´45

ジュニアの部

；Ｒ１km,

一般の部

；Ｒ３km， Ｂ20km，Ｒ５km

リレーの部

；Ｒ３km， Ｂ20km，Ｒ５km

中２ 女子（出場１人）

Ｂ５km Ｒ２km

優勝 古川 翔子 19´56

男子（出場１人）
酒井 智央 19´24

中３ 男子（出場３人）
優勝 細田 貴茂 17´28

（３名で種目毎にリレー）

各部門の上位入賞者は以下のとおり。

２位 門馬

詳細記録はKTUホームページをご覧下さい。

３位 楠

匠 18´21
正巳 22´46

◆キッズの部（１−３年）
（ラン：0.25km バイク：2km ラン：1km ）
小１

女子（出場３人）

優勝 三浦 日和

9´20

男子（出場９人）
Stephens Kai 7´03

２位 津志田 真夏 10´16

草野 佑太

３位 信川 美来 11´29

岸本 耀

小２

女子（出場７人）

9´18
9´38

男子（出場５人）

優勝 森川 美穂 9´15

中島 潤

8´56

２位 中村 彩香 9´39

山本 瞭馬

9´13

３位 相原 操

池村 匠

9´33

小３

9´42

女子（出場３人）

男子（出場７人）

優勝 細田 愛未 6´38

清野 恭平 7´08

２位 大木 あかり9´21

河野 俊輔 7´16

３位 池崎 杏奈 9’ 49

河原 徹弥 7´33

◆リレーの部
（ラン：３km バイク：20km ラン：５km ）

◆キッズの部（４−６年）
（ラン：0.5km バイク：2km ラン：1km ）
小４

女子（出場２人）

男子（出場５人）

優勝 三浦 桃子 16´11

中島 晋

２位 浅野 照葉 20´40

渥美爽太朗 15´51

３位

池村 俊

小５

15´14

優勝 濱迫/石井/大矢チーム

1○07´01

２位 大島/津島/小俣チーム

1○08´34

３位 能登/山口/雨海チーム

1○09´08

◆一般の部
（ラン：３km バイク：20km ラン：５km ）

16´09

女子

女子（出場３人）

男子（出場７人）

優勝 三浦 彩夏 15´17

土井 寛喜

13´30

２位 上水流和花子 15´56

吉村 歩

15´25

３位 森川 明穂 16´28

中野 辰

15´38
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優勝

浅沼 美鈴

1○ 10´57’’

２位

高橋 留美

1○ 15´36’’

３位

永井 祥子

1○ 16´04’’
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男子
優勝

伊藤 功顕

55´17’’

２位

藤澤 広明

56´31’’

３位

小林 洋介

57´46’’

［４］日米親善トライアスロン大会案内（８月１５日）
Ｓ 400ｍ Ｂ 20km Ｒ ５km

日米大会は今年で１８回目。毎年 1500 人前後の選手が集

ファミリーの部(小学４年以上，１チーム３名)

まる国内では最大規模の大会です。スイムはプールを使用。

Ｓ 200ｍ Ｂ ８km Ｒ2.5km

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

スーパースプリント（エキシビション競技）

テーキに期待してください。詳細は KTU ホームページをご覧

Ｓ 250ｍ Ｂ ５km Ｒ １km

下さい。
◆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１５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 Ｒ １km

ジュニアの部(中学１〜３年生)
Ｓ 100ｍ Ｂ ５km Ｒ ２km

一般の部(高校生以上，団体表彰もあり)
Ｓ 400ｍ Ｂ 20km Ｒ ５km

リレーの部(高校生以上，１チーム２〜３名)

［５］ITU 大会参加報告

八代 純子 選手

２００３ ＩＴＵインターナショナルイベント中国・
杭州大会 報告書

２００３年１０月１９日に開催された中国杭州大会の
KTU/日東紅茶チームケンズＡ＆Ａ

報告をさせていただきます。 国家レベルの重要文化財や

八代 純子

数多くの博物館と文化古跡に囲まれた杭州は、中国でもっ
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とも有名な市内湖の観光地になっています。

前方の視界が開かず、前に何人いるのか全く分からないま

気温１９度、水温１８．９度の曇り空の中、男子のス

ま、とにかく前にいる集団に追いつこうと必死に追いかけ

タートは０８：００、女子スタートはその５分後で、エリ

ました。結局バイクフィニッシュまで前の集団は見えず、

ートと U２３は一緒のスタートでした。前日にランキング

追いつくことは出来ませんでした。

順に場所を取り各人自分の場所が決まっていました。しか

ランニングに移り、必死に前を追いかけました。いつ

し「Ｔａｋｅ Ｙｏｕｒ Ｍａｒｋ」と言われると、後列

の間にか晴れ間が覗いていました。９ｋｍ地点までバイク

に並んでいた U２３の選手が一斉に前に出てきて場所の取

コースと全く一緒の１０ｋｍ１周コースでした。道幅が狭

り合いになりました。もみ合いになっているとホーンが鳴

いのに大勢のエイジグループのバイクと重なり、とても危

りスタート。私はブイが回りやすい左の場所から泳ぎまし

なく後ろから突っ込まれそうにもなりました。残り２ｋｍ

た。湖なので波はないのですがブイが少し見にくく、中国

になりやっと前の集団にいた選手に追いつき、何人かを抜

のスイムの早い選手の集団からまもなく離されてしまい

きました。応援も沢山頂きました。

ました。

初めての海外のレースで、スタート前に数回召集があ

バイクコースは１０ｋｍを４周で西湖の回りを走る

ったり、割り込みがあったりと、日本のレースとの違いに

フラットなコースでした。観光客が飛び出してきたり、同

戸惑いましたが、トライアスロンを好きな気持ちはどの国

じ道を車が走っているので注意しなければなりませんで

の人も同じでした。とても貴重な経験になりました。

した。そしてコーナリングにはテクニックが必要でした。
私以外全員中国選手の５人で集団になりましたが、コース

［６］ゴールデンウィーク合宿報告

皆さん、今年のゴールデンウィークは如何でしたか？
神奈川県トライアスロン連合では、合宿を行いました。海老名
市に本拠地があるトライアスロンチームサブスリーとの合同合
宿です。ゴールデンウィーク中にも拘らず、３０人もの参加が
ありました。以下参加報告です。
日時：５月３日（土）〜５日（月）
場所：南足柄どんぐりの家
内容 ３日：足馴らしバイク、ラン、スイム

たため、転倒せぬよう慎重ライド。

４日：バイクロングライド

宿に着いてからは昨晩同様バーベキューの用意。県連合副理事

５日：大雨のため、山岳ラン中止

長の渡辺さんが近くの山へ入り、山菜を調達してくれた。昨日
あれほどタラ腹食べたＴ−ボーンステーキだが、不思議と今日

新緑、空気が爽やか。初日（３日）は足馴らし。２時間程
のバイク、ランその後お風呂代りのスイムを行なった。宿舎に
戻ってきてからは、お待ちかねのバーベキューの用意。厚木基
地内に住むトライアスリートの厚意で用意されたＴ‑ボーンス
テーキタイムだ。とにかくでかい、厚い、やわらかい、そして

も旨い。あれだけバイクに乗ったのだから、体重は減っている
だろうと自分に言い聞かせ、今日も肉塊にかぶりついた。メイ
ン練習が終わったからという心の緩みからか、ついついAlcohol
をたしなむピッチが上がり、気が付けば夢の中。そこでの篭坂
峠は晴天だったが。

旨い。その後多少のAlcoholが入り、夜が更けるまでお互いのト
ライアスロンライフを語り合った。

今回は高校生が２人参加した。バイクが速い、よく食う、し
ゃべる、疲れを知らない。来年も是非参加したいと言っていた。

翌日（４日）はメインメニュー。バイクロングライドだ。あ

どれほど成長してやってくるか、楽しみだ。

いにくの小雨だったが、朝どんぐりの家を発ち、２４６号線か
ら小山市を経て籠坂峠を越え山中湖へ。帰路は雨が激しくなっ

次回は海の幸バージョンも加えようかと考えています。
２００５年５月３〜５日は空けておいてね。
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事務局からのお知らせ
◆会員登録、ひょっとしてお忘れでは？
皆さん、2004 年度の会員登録はもう済んでいますか？
そろそろ大会シーズンですし、次回から登録済みの人にだけ会報を送付します.申し込み用紙は会報２月２日号に同封しました.
ホームページからもダウンロードできます。
◆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.

◆２００４年４月〜５月の県連合の動き
４月 ４日

2004 年度第 1 回理事会（かながわ県民サポートセンター）

４月 １８日

2004 年度第２回理事会（かながわ県民サポートセンター）

４月 ２４日

2004 年度総会（かながわ県民サポートセンター）

５月３〜５日

ゴールデンウィーク合宿（南足柄どんぐりの家）

５月９日

第１回日米親善ファミリーデュアスロン大会（米軍相模補給廠）

（編集後記）
相模原補給廠で開かれた第１回ファミリーデュアスロン大会に参加した。
ちびっこファミリーの部のバイクは「子供の人力で進む乗り物」ならＯＫ。小さなトランジッションエリアには、普段お目にかか
れないバイクが並んだ。キティーちゃんの三輪車、キックボード、補助車付き自転車 etc．最年少選手は２歳。半分赤ちゃんだ。
ヘルメットの大きさが体の半分くらいあった。スタートの合図とともにちびっこが一斉に駆け出した。
彼らの笑顔は最高だ。後から追いかけるご父兄も微笑んでいた。トライアスロンの底辺拡大を期待したい（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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