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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。

なり、日本人選手の活躍が期待されています。

会員の皆さまには、平素から神奈川県トライアスロン連合の

神奈川県トライアスロン連合では今後も皆さまからのご意

活動にご理解ご協力いただき、本当にありがとうございます。

見をもとに、理事／専門委員一同トライアスロンの普及／発展

新しい年を迎え、まもなく始まるシーズンに向けてトレーニン

のために努力していきたいと考えておりますので、引き続きご

グに励まれていることと思います。

協力よろしくお願いいたします。

昨年はアテネオリンピックにおいて、日本選手団の大活躍に

最後になりましたが、今年も充実した１年になりますよう、

日本中が沸きかえりましたが、２度目のオリンピックとなるト

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

ライアスロンもＮＨＫ第一において生放送され、残念ならが日

ます。

本選手のメダル獲得はできませんでしたが、多くの関心を呼び
ました。さらに今年はオリンピックディスタンスとして初めて
世界選手権大会が９月に愛知県蒲郡市にて開催されることに

［2］２００５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２００５年度総会を開催します。 議 事(予定)：１号議案；2004 年度活動報告
総会では各専門委員会の活動および県連合の予決算に関する審

２号議案；2004 年度決算報告

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

３号議案；2005 年度活動計画案

まのご参加・活発な討議をお願います。

４号議案；2005 年度収支予算案

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「神奈川県連合理
事長」などの役職名でも可）
，②ご自身の住所・氏名，③捺印，
④記入日）を記入のうえ，返信下さい。
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２
月 28 日（月）までに投函して下さい。
日 時：2005 年４月 16 日（土）10 時〜12 時
場 所：かながわ L プラザ(右図参照)
（ＪＲ石川町駅北口下車徒歩３分 ）

［３］2005,2006年度神奈川県トライアスロン連合理事立候補者選挙
2005・2006 年度理事選挙の立候補者氏名と抱負をご紹介し
ます。同封した葉書の氏名の横に空欄があります。信任、ま
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たは不信任どちらかに「○」をつけて下さい。
「レ」や「×」
は無効です。ご注意下さい。締め切りは２月 28 日です。
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神奈川県連合のさらなる発展のために努力してまいりたいと思います。
トライアスロンは生涯スポーツと考え、その普及と発展のために尽力します。
できる限り KTU のお手伝いをさせていただきたく思います。よろしくお願いいたし
ます。
今年は、KTU を含め、トライアスロン界は節目の年になりそうです。これまでの経
験を活かして、荒波を乗り切っていきたいと思います。
昨年の神奈川大会（日産カップ）はやっと参加者も上向き（前年対比 16％増加）
ました。今年は他の大会を含め、より一層魅力のあるものに育てたいです。
JTU 技術・総務委員として得た経験を KTU 理事として生かして行きたいと思います。
多くの人が、スポーツを楽しく、ムリなく親しめるようにかかわっていきたい。
これまでの経験を生かして、トライアスロンの普及、発展のためにがんばりたいと
思います。
総務として多くの人にトライアスロンを楽しんでもらえるよう頑張ります。
海の実技指導を中心に頑張りたいと思います。
より楽しく、より親しみやすい大会作りを目指していきたいです。
JTU および KTU 技術委員として、継続してトライアスロン普及に貢献したいと
思います。

［４］2005 年度会員登録更新のご案内「忘れないでね」

県連合事務局

2005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、更新手続きをお願いしま
す。なお登録が必要な大会への参加申し込み時には，登録費の振込票控えの添付が求められる場合がありますので大切に保管
してください。余裕を持っ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。なお、
JTUからのライセンスカードの送付は2005年度は行われない予定です。神奈川県トライアスロン連合としては登録完了の人に
葉書でご連絡する予定です。
【更新手続き要領】
(4)住所・氏名欄

１．登録費
◆一般会員：３０００円

前回登録後に住所変更した人は住所変更「有」に○を、変更無

◆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

い方は「無」に○を付けて下さい。郵便番号（７桁）
、住所、

円）ですが、２人目以降は家族会員で１名につき 1500 円で

電話番号、氏名（フリガナ）
、性別は全員ご記入下さい。県連

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

合会報などはこの住所宛に送付します。

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

４．備 考

物は一部のみ送付します。

(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。

２．登録有効期間

(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

２００５年４月１日（登録完了日が４月１日以降の場合は登録

大切に保管下さい。

完了日）〜２００６年３月３１日まで

(3)1998 年度から，大学，短期大学，高等専門学校４，５学年在

３．郵便払込取扱票の記入方法

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

郵便払込取扱票は１枚につき１名とし，下記の要領で。

生トライアスロン

(1)種 別：記入不要

連合（tel.03‑5469‑5402）へお問い合わせ下さい。

(2)登録番号

(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

1994 年度以降に登録した人は「３１４−」で始まる５桁の

県連合事務局までハガキあるいはＦＡＸで連絡下さい。

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

(5)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

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
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。また、県連合ホームページからもダウン
ロードできます。

(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、
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。
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［５］今年もやりますデュアスロン、日産、日米大会

大会実行委員会

今年で共に第19回となるNISSAN CUP神奈川トライアスロン大会とスリーエフカップ日米親善トライアスロン大会の開催日が決まり
ました。日米親善大会は例年より早めの７月末の開催となります。また、昨年好評だったデュアスロン大会も開催場所、競技内容
を変更して開催します。これらの３大会は、新しいスポンサーを迎え、シリーズ戦としての開催を計画しています。参加記念Ｔシャ
ツのグレードアップなど、朗報があるかも！？ 詳細は追ってお知らせします。日程は決定していますので、ふるってのご参加をお
願いします。また、同時に大会を運営する実行委員も募集中です。ご希望の方は連合事務局へお問い合わせ下さい。

◆第２回ファミリーデュアスロン大磯ロングビーチ大会
＜開催日＞ 2005年５月８日(日)
＜場 所＞ 中郡大磯町「大磯ロングビーチ」内特設コース
◆第19回NISSAN CUP神奈川トライアスロン大会
＜開催日＞ 2005年６月１９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
◆第19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＞ 2005年７月３１日(日)
＜場 所＞ 相模原市「在日米陸軍相模総合補給廠」内特設コース

［６］ アンケート結果ご報告

広報委員会

会報 82 号に同封した日産大会のアンケート調査にご協力頂き、ありがとうございました。都合 95 人の会員の方から、貴重
なご意見を頂きました。本日ご紹介いたします。
＊総回答数 95、最年長 63 歳、最年少 10 歳、平均 44 歳、男性 88 人、女性７人
質問１ 日産大会に参加しましたか？
参加：39％

不参加：61％

質問２（参加者へ）今回良かったものはなんですか？

質問３（参加者へ）今回改善を要するのは何ですか？

（N=56）

（N=23）
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質問４（不参加者へ）今回何故参加しなかったのですか？
（N=41）
海の汚染と参加費に不満

日産不参加理由
（N=41)
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まとめ
今年の県連合の対応
（１）
参加費は上げない
（２）
演出は続ける
（チアリーダ、プロ MC 等）
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盛上りに欠ける

［７］ 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､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｡

［８］ 練習会のご案内ほか

普及委員会

(１)ゴールデンウィーク合宿のご案内
普及委員会では，例年大好評のトライアスロン合宿を、今年もゴールデンウィークに「チームＳＵＢ３」と合同で開催いたします。
山に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、歓迎致します。
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①期 間：2005 年５月３日(火・祝)〜５日(木・祝)２泊３日
※日帰り，1 泊のみでもＯＫ
②場 所：どんぐりの家（南足柄市内，大雄山の近く）
③メニュー：１日目：昼頃現地集合、スイム（市営プール）
、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）
④参加費(目安)：２泊３日宴会込み 1 人 10,000 円以下(子供，女性は割引)。食事は地元スーパーで買出し可能。
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）
、
練習は実力別メニューなので空いた時間でレジャー可。昨年は山菜採りが好評。
お問い合わせは，県連合事務局または普及委員・鈴木啓吾まで。
（Ｅメール：keigo‑s@mri.biglobe.ne.jp 携帯電話：090‑3086‑1374）

(2)アヤトパーソナルトレーニンングスタジオ
１月１６日（日）に県連合の理事でもある松山文人さんが指導するアヤトトライアスロンスクールに新しいスタジオが誕生しまし
た。マンツーマンスタイルで、スピニング、ダンベルやバランスボールなどのトレーニングが、個々のプログラムにより行うことが
できます。
トレーニング、スタジオ普に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

・アヤトパーソナルトレーニンングスタジオ
〒211‑0053 川崎市中原区上小田中 6‑23‑6
タナベビル 2F
TEL 044‑739‑3005 FAX 044‑739‑3165
URL http://www.ayato.jp
E‑mail ayato@nifty.com
JR 南武線「武蔵中原」駅下車 徒歩１分

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.
（編集後記）
日産大会の参加者が徐々に増えてきた。見ている人も一日楽しめる大会づくりが不可欠だ。
今年は駅伝の部も設定予定。
盛り上がりを期待したい（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/
０４４−７３９−３００５
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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