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［１］雨ニモ負ケズ、風ニモ負ケズ、日米大会開催される （８月１５日）
今年で第18回になるスリーエフカップ日米親善トライアス

ありがたかった」と、レース後の宮城さんのコメント。健常

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

者のみならず、ハンディキャップのある方でも楽しめる競技と

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

して、間口が広がった。
来年も８月に開催を予定している。

他にない。

「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しよう。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

男子（出場14人）

優勝 松本由佳 16´50

浅海健太 13´24

２位 安藤愛美 16´54

和田直樹 14´27

３位 吉岡萌佳 17´33

佐久間大樹15´53

小５
【一般の部・スイム】
当日はあいにくの雨。気温18℃と、前日までの猛暑が嘘のよ

女子（出場９人）

女子（出場９人）

男子（出場14人）

優勝 長谷川桃子14´50

土井寛喜 13´23

うだった。小学４年生から70歳まで総勢１１２４名の選手が集

２位 高樋愛

15´44

平野賢太郎13´41

まった。コースレイアウトがしっかりしており、安心して参加

３位 西村美伶 16´35

吉村 歩 14´54

できる。そのため、初めてトライアスロンレースに出場する選

小６

手が、数多く見られた。

女子（出場６人）

男子（出場11人）

優勝 衣笠瑛子 13´36

山上拓馬 11´11

レースは「キッズの部」、「ジュニアの部」，「ファミリー

２位 下山翔子 13´43

中道壮大 12´09

の部」、「リレーの部」および「一般の部」に分かれる。また、

３位 齋藤愛結 15´26

桜井 将 12´19

エキジビッションで「スーパースプリントの部」が開催された。

◆ジュニアの部

「一般の部」には、国内大会では始めて全盲の宮城正さん、好

（スイム：0.1km バイク：5km ラン：2km ）

子さんご夫婦が娘さんの伴走で出場された。スイムハはプール

中１

女子（出場1人）

男子（出場８人）

サイドから声をかけ、バイクは２人乗りの自転車に乗り、ラン

優勝 竹森万澄 24´22

高野太陽 18´01

は誘導ロープを持ちながら伴走して、見事にご両親を初トライ

２位

長谷川昂秀20´50

アスロン完走に導いた。「バイクコーナーでは声をかけて頂い

３位

山口健吾 21´35

たり、車間を十分取って頂くなどの、選手の方々の心配りが

中２

女子（出場２人）

優勝 古川翔子 18´50

森崎竜二 17´11

２位

酒井智央 18´04

小林七実 21´34

３位
中３
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【一般の部・バイク】

男子（出場４人）

荒井 剛 19´07

女子（出場５人）

男子（出場５人）

優勝 千葉あり沙 19´08

相川 巧 16´24

２位 藤原結美 20´05

若杉恵夢 16´31

３位 篠木理沙 21´00

門馬 匠 17´08
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◆ファミリーの部（出場 11組）
（スイム：0.2km バイク：8km ラン：2.5km ）
優勝 走る川田家

31´34

２位 スマッシュ！コイケ

32´15

３位 NOHAちゃん

33´15

◆リレーの部（出場 54組）
（スイム：0.4km バイク：20km ラン：5km ）
優勝 ごめんね浩子

54´21

２位 風人

54´54

３位 ドリームチーム

57´19

【宮城さん・タンデムバイク】

◆一般の部（出場 736組）
（スイム：0.4km バイク：20km ラン：5km ）
女子

男子

優勝

高橋光海 1:02´45

伊藤功顕

51´57

２位

渡辺睦美 1:04´28

戸田 琢

54´27

３位

神山藍子 1:06´10

若杉麻耶文

54´35

◆スーパースプリントの部（出場 16人）
（スイム：0.2km バイク：5km ラン：1km 、２ヒート）
優勝 益田大貴

28´09

２位 原田隆史

28´50

３位 松崎 奨

28´50

【宮城さん・ラン】

￥

【一般の部・ラン】
【キッズの部・表彰式】

【宮城さん・スイムスタート】
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【アフターレース風景】
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［2］KTU 理事選挙（候補者募集）

総務委員会

神奈川県トライアスロン連合の理事を募集いたします

付ください（宛先は会報表題欄を参照してください）
。

2004 年トライアスロンシーズンも終わりに近づきました

＜選挙方法および当選の決定＞

が、いかがお過ごしでしょうか。このオフはいままでできな

本選挙の投票は郵送による無記名信任投票です。投票期間

かったことをやろう、
と思っていらっしゃる方も多いことと

は平成 17 年 1 月の会報で立候補者を発表してから約 1 カ月

思います。

間です。

このたび、神奈川県トライアスロン連合の 2005〜'06 年度

立候補者数が理事定員数（20 名）と同数もしくは定員に達

の理事を募集します。選手として大会に出るだけではなく、

しない場合、
有効投票の過半数の信任を得た方を当選としま

運営にたずさわることもトライアスロンを発展させ素晴ら

す。また立候補者数が理事定員数を超えた場合は、信任票の

しいものにしていくために必要なことです。
ぜひご協力をお

多い方から順に当選とし、
定員数にあたる最終順位に複数の

願いします。理事選挙は下記の要領で実施します。トライア

同一得票者が存在する場合はその全員を当選とします。
（投

スロン大会や県連合の運営に興味のある方、
自薦他薦を問い

票用葉書は次号会報に同封します）

ませんので立候補をお願いします。
＜公 示＞

＜選挙日程＞

平成 16 年 11 月 8 日、神奈川県トライアスロン連合会則第 3

16 年 11 月 8 日 理事選挙公示、立候補者届出受付

章、第 9 条および第 12 条に基づき 2005〜'06 年度神奈川県

17 年 1 月

トライアスロン連合理事選挙を公示します。

2月

＜立候補届出受付＞

立候補者告示、投票開始
投票集計

3 月 投票結果発表

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

4 月 2005 年度(平成 17 年度)総会で新役員体制承認

成 16 年 11 月 11 日（木）から 12 月 10 日（金）までとしま

※なおこのほか、総務、普及、広報、技術、強化の各委員も募

す。立候補者の条件は、本年度神奈川県連合登録者です。

集しています。これについては、神奈川県トライアスロン連

立候補者は同封の立候補届出用紙に記入後、受付締め切

合の会員であれば随時参加応募できます。
委員については選

り日に必着するよう県連合事務局に郵送または FAX でご送

［３］ JTU公認審判員資格認定試験/
講習会のご案内
技術委員会
以下のとおり､第２種/第３種審判員講習会と認定試験
をＪＴＵ公認審判員資格認定試験/講習会実施要領に従っ
て開催する予定です｡ 会員各位､現在審判活動に従事して
いる方､或いは競技規則/運用に興味のある方の積極的な
受験/受講をお待ちしております｡ 今から予定ください｡
既に審判員資格をお持ちの方へ
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､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
要があります｡ 本年は２００１年４月以前に資格取得さ
れた方に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｡
(1) JTU公認第２種審判員講習会
開催日時：２００５年２月１１日（金・祝）９時〜１６時
開催会場：神奈川県民サポートセンター（ＪＲ横浜駅西口
より徒歩５分）７０５号室
受講対象者：①新たに第２種審判員資格認定試験を受験さ
れる方｡
（第３種での審判業務を３年（３シーズン）以上継続的
に行い、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

挙は行いません。皆さんのお力をお待ちいたします。

者。新規第２種受験推薦者に対しては県連合技術委員会か
ら個別に連絡いたします。）
②第２種審判員資格を更新される方｡
(2) JTU公認第３種審判員講習会
開催日時：２００５年２月２７日（日）
受講対象者：①新たに第３種審判員資格認定試験を受験さ
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、トライアスロンの知識向上のために受験を希望す
る者。）
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
開催日時：２００５年２月２７日（日）
（JTU主催全国一斉認定試験の日程です｡)
(1)〜(3)とも､12月04日以降に要項を配布いたしますので､
受講/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｡
また、関東ブロック技術委員会主催の審判員研修会が、下
記にて開催予定です。審判員資格更新講習会も兼ねていま
すので、2月の講習会では都合が着かない方は、こちらへ
の参加をお薦めいたします。
開催日時 : 2004年12月12日（日）9時〜17時（予定）
開催場所 : 東京・台東区１丁目区民館
詳細については、県連合事務局までお問い合わせください。
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［４］ 第１０回日本トライアスロン選手権
東京港大会 （強化委員会）

神奈川県登録の選手の結果は下記の通り。
【女子】
9位

高木美里

2:04:00

１０月２４日に第１０回日本トライアスロン選手権東京港

11 位

八代純子

2:04:30

大会が開催された。水温が１８．５度のため男女ともにウエ

19 位

大河内智未

2:07:00

ットスーツ着用となったためにスイムで差がつきにくかった

26 位

浅沼美鈴

2:12:21

こともあり、男女ともに接戦が繰り広げられた。

34 位

宮浦めぐみ

2:18:59

８時１０分にスタートした女子は、バイク終了時に
１９人の大集団がランに入り、ラン得意な関根選手がトッ

【男子】

プでフィニッシュした。神奈川県登録の選手は５名が出場し、

5位

益田大貴

1:50:46

10 位

山本良介

1:51:45

続いて１０時３０分にスタートした男子は、６人の先頭集

39 位

原田隆史

1:58:13

団がランに入りアテネ五輪代表の田山選手が抜け出し優勝し

44 位

長谷川裕一

1:59:32

た。神奈川県登録の選手は７名が出場し、第２集団からラン

46 位

佐藤悠一

1:59:58

ラップ２位で追い上げた益田選手が５位に入賞した。

52 位

松岡大樹

2:00:49

62 位

井上一輝

2:03:45

高木美里選手が９位に入賞した。

事務局からのお知らせ

アンケートお願い！
もっと、もっと大会を良くしていこうと考えています。是非みなさんの生の声を聞かせてください。

アンケートはがきを同封しました。11 月３０日までに投函してね！（受取人払い）
◆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.
（編集後記）
今年のトライアスロンシーズンも終わってしまった。雨にたたられたシーズンだったように思う。
神奈川の大会も天候にヤキモキしながらもどうにか無事終わらせることが出来た。参加者の期待に応えられた大会になっただろうか。
反省点も多々ある中、励ましの声をエネルギーにまた来年の大会準備が始まる。
個人的には、年初に掲げた目標が絵に描いた餅になってしまった。みなさんの今シーズンはどうだっただろうか？
電気ストーブをつけてミカンを食べながら来年の餅を描いている今日この頃である。
（M）

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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平成１７年度理事選挙立候補届出用紙
選挙管理員会
平成 17 年度理事選挙立候補者は本用紙に必要事項を記入の上、神奈川県トライアスロン連合選挙管理委員会宛
に 12 月 10 日（金）に必着するよう郵送またはＦＡＸでご送付下さい。
郵便番号 ：
住 所

：

ふりがな

氏 名

：

性 別

：

印
生年月日

：

年

平成 16 年度会員番号 ：
電話番号 ：
ＦＡＸ番号：
Ｅ−メール：
所属チーム：
略歴（トライアスロン関係）/ 所信表明欄

‑
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月

日

歳

