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神奈川県トライアスロン連合会報
一般社団法人神奈川県トライアスロン連合（事務局）〒224-0041横浜市都筑区仲町台5-7-5-601 公式ウェブサイト https://www.kn-tu.or.jp E-mail info@kn-tu.or.jp
公式Facebook https://www.facebook.com/kanagawa.triathlon/ TEL 070-3236-2277（電話受付は原則平日10:00～17:00） (公社)日本トライアスロン連合 http://www.jtu.or.jp/

神奈川県トライアスロン連合、一般社団法人化にあたって
今年度から神奈川県トライアスロン連合は、JTU加盟団体として東京都、大阪府、滋賀県、沖縄県に次いで５
番目の一般社団法人となりました。 不肖、私、渡邉がその代表理事を拝命いたしました。理事の皆様、社員の
皆様、そして会員の皆様のご協力を得て、 当連合の運営を推進していきたいと思いますので、ご指導、ご支援
をよろしくお願いいたします。
神奈川県連合は、会員数も２,０００名を越え、東京都に次いで２番目の規模でもあり、１０数年間に渡って
法人化を研究してまいりました。 そして、昨年度の総会にて一般社団法人化を承認いただき、髙崎専務理事を
中心に法人化の準備を進めてきました。
２０２０年の東京オリンピックを控え、他競技団体では様々な事象が報道されています。 これらを他山の石
として、これまでの神奈川県連合のノウハウをレジェンドとして継承しつつ、 新たな取組みも加えて、クリー
ンでフェアな競技団体運営に、役員一同で努めてまいります。
神奈川県では、 来年には第１０回を迎え世界的にも評価が高いワールド・トライアスロン・シリーズ横浜大
会の運営に携わり、 片や大磯ファミリートライアスロン大会や日産スタジアム･ビギナーズ･トライアスロン大
会など、普及大会も運営しています。 引き続きトライアスロン競技の普及と発展、そして会員の皆様のクオリ
ティ・オブ・ライフに寄与できる活動の展開に、会員の皆様ともども貢献してまいりましょう!
代表理事 渡邉英夫

左上：一般社団法人創設総会 右上：創設記念パーティ 下：スタートを待つWTS横浜大会の参加選手たち

大会を振り返って①

２０１８ ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会

チームリーダー渡邉英夫

第９回目となった２０１８WTS横浜大会は、エリート、エイジともに競技中は天候に恵まれ、 成功裏に幕を閉じ
ることができました。既にNHK-BSでご覧になった方も多いと思います。本大会では、エリート競技でTDだったタ
ノス氏らもエイジ競技に参加し｢スタートしてからフィニッシュするまで、ずっと見守られていることを感じた｣
と絶賛していただきました。全国から参加いただいたTOの皆さん、ボランティアの皆さん、そして観客の方々と
一体となれた大会だったと思います。 TOチームは、全国から２５０名を越えるTOの方々に参加表明をいただき、
結果として２１０名のTO体制で運営しました。今年は、神奈川県連合が一般社団法人となって初めての大会で主
要メンバーも昨年から刷新したため、様々なチャレンジであり、改めてわかったことも沢山ありました。大会後
のTOレポートも１３０名を越える参加TOの方からいただき、来年度の第１０回大会に向けての課題のご指摘、改
善提案もいただきました。これらをぜひ、記念すべき次回大会に反映できるようにしていきたいと思います。
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左：日産カップ大会 中：大磯大会 右：日産スタジアム大会

大会を振り返って②

NISSAN CUP神奈川トライアスロン大会

チームリーダー小金澤光司

６月1７(日)に第３２回日産カップ神奈川トライアスロン大会を開催しました。当日は好天に恵まれ、選手権の
部２１人、スプリントの部６２人、中高校生の部１４人、リレーの部２７組、 一般の部３５０人がレースを満
喫。コースは日産自動車(株)追浜工場前の海域で泳ぎ、 工場内テストコースをバイクで走り、ランでフィニッ
シュするものです。 選手権の部では男子が榊原利基選手が、女子は佐藤千佳選手が優勝し、それぞれが１０月
７日に開催される福井国体の代表選手に選ばれました。活躍を期待します。 会場ではオール三菱ライオンズチ
アリーディングの華やかな応援が繰り広げられ、選手にエネルギーを与えていることが伝わってきました。
大会を振り返って③

大磯ロングビーチ・ファミリートライアスロン大会

チームリーダー花井哲

７月１日(日)に第１３回大磯ロングビーチ・ファミリートライアスロン大会を開催しました。 この大会は、広
く多くの方にトライアスロンに馴染んでいただくことをひとつの目的としており、 スイムはプール、自転車と
ランは大磯ロングビーチ内で安全に競技をすることができ、 ０歳の未就学児からご参加いただける大会となっ
ています。今年は、梅雨明けも早く、快晴の下で無事に開催することができ、 多くの方が元気にフィニッシュ
する姿を見ることができました。 また、競技終了後には湘南ベルマーレスポーツクラブの若杉恵夢コーチによ
るランニング講習会を実施しました。KnTUでは、この大会をより楽しい大会にしていきたいと考えています。
大会を振り返って④

ビギナーズトライアスロンin日産スタジアム大会

チームリーダー小金澤光司

７月２２(日)に第６回ビギナーズトライアスロンin日産スタジアム大会を開催しました。 当日は猛暑の天候に
なり、暑さ指数（WBGT）の数値が危険域に迫ったのでバイク競技を中止とし、 アクアスロン形式でレースを行
いました。 キッズの部１０８人、ジュニアの部８人、高校生の部４人および一般の部９６人がレースを楽しみ
ました。 フィニッシュではビニール袋に入れたクラッシュアイスが選手に配られ好評でした。今回から未就学
児とご父兄を対象にしたちびっ子ファミリーレースが併催され、 ２５組の親子がバイク（乗り物）とラン競技
を楽しみました。 フィニッシュでは一人一人に完走メダルが手渡され、ちびっ子達はニコニコ顔。最年少選手
は、なんと１歳。完走メダルの感触は伝わったでしょうか？本大会は始めて間もなく、改善の余地があります。

大会についてご要望やご提案がありましたら、
ぜひKnTU事務局（info＠kn-tu.or.jp）までご意見をお寄せください。

湘南ベルマーレトライアスロンチーム

川崎校・品川校・鷺沼校・メガロス横濱校
無料体験実施中

キッズトライアスロン、トライアスロンクラブ
（エイジグループ）、モーニングスイム（厚木、湘南台）、
オーシャンスイムスクールなど多彩なプログラム

アヤトトライアスロンスクール

［無料体験あります］
〒254-0026 神奈川県平塚市中堂18-12
0463-25-1151 http://www.bellmare.or.jp/

TEL050-5865-6546（月曜～金曜/11:00～18：00）
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K n T U が 競 技 主 管 す る ９ 月 以 降 の 大 会 を ご 案 内 し ま す

◇

◇

◇

◇

◇

第９回横浜シーサイドトライアスロン大会
誰でも参加できる市民参加型トライアスロンとして今年で９回を迎える大会です。 メイン会場の「八景島シー
パラダイス」での競技を楽しめるよう、 八景島シーパラダイスをスタート・フィニッシュ地点としています。
バイクコースは金沢工業団地をめぐり、ランコースは八景島シーパラダイスのシーサイドを周回。 自然に恵ま
れた環境の中でトライアスロン＆アクアスロンが満喫できます。<大会については> http://sea.tri.yokohama/
◇開催日：２０１８年９月３０日(日) ◇申込締切：２０１８年８月１７日(金)

川崎みなとアクアスロン・エキデンin東扇島大会
東扇島東公園の開園１０周年記念事業として本大会を開催します。 会場となるのはトライアスロン会場として
定着した川崎港東扇島東公園。 小学生(個人種目)から一般(個人および駅伝)まで、家族やチームで楽しめる大
会です。※チームや仲間でまとめて申込みを希望される方は、KnTU事務局(info＠kn-tu.or.jp)までご相談くだ
さい。<大会については> https://www.kn-tu.or.jp/1581.html
◇開 催 日：２０１８年１０月７日(日)
◇申込締切：2018年9月14日（金）(但し、定員になり次第締め切り)
◇競技内容：①駅伝の部：アクアスロン（水泳＋ランニング）の駅伝(高校生以上の男女)
〇第 1 走／スイム（水泳）500ｍ＋ラン（ランニング）5km
〇第 2 走／スイム 250ｍ＋ラン 2.5km
〇第 3 走／スイム 500ｍ＋ラン 5km
②個人の部：1人で駅伝の部各パートを連続して行う個人アクアスロン(高校生以上の男女)
〇一般の部(個人) スイム（水泳）200ｍ／ランニング 2km(高校生以上の男女)
〇中学生個人の部 スイム（水泳）200ｍ／ランニング 2km
〇小学４～６年個人の部 スイム（水泳）100ｍ／ランニング 1km
〇小学１～３年個人の部 スイム（水泳） 50ｍ／ランニング 0.5km

第１１回川崎港トライアスロンin東扇島大会
トライアスロンシーズンを締めくくる大会として、回を重ねるごと人気を集めている大会です。 波も静かな湾
内でのスイム、 交通規制された周辺港湾道路を駆けぬけるバイク、 東扇島東公園のシーサイドをめぐるラン。
キッズから一般まで多彩なカテゴリーが楽しめます。<大会については> https://www.kn-tu.or.jp/429.html
◇開催日：２０１８年１０月２１日(日) ◇申込締切：２０１８年８月３１日(金)
上記３大会のＴOを希望される方は、KnTU公式ウェブサイト(https://www.kn-tu.or.jp)または
KnTU事務局(info＠kn-tu.or.jp)までご連絡ください。

TRYBASE

横浜トライアスロン研究所は個人や企業、関係団体
様へトライアスロンに関わる様々なコンサルティング
サービスを行っています。事業内容／大会へのアド
バイザリー業務／海の安全講習会開催／講演講師
／実技指導講師受託 ／バイクフィッティングサービ
ス ／ トライアスロンのパーソナルトレーナー業務 ト
ライアスロンスクール運営 (横浜トライアスロンスクー
ル ・横須賀トライアスロンアカデミー )

パーソナルトレーニング、低酸素室、ランステ

JTU会員登録をしている方は(会員証提示)
低酸素ルーム60分¥5000→20%off
ランステ利用¥800→10%off

横浜トライアスロン研究所

鎌倉市腰越3-5-34
0467-37-6960 trybase.co.jp

info@yokohama-triathlon.com090-8312-2308
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「福井しあわせ元気国体２０１８」の派遣選手が決定
６月１７日（日）開催の第３２回 ＮＩＳＳＡＮ ＣＵＰ 神奈川トライアスロン大会選手権の部において、第７
３回福井国体神奈川県代表選手選考会を開催。 監督・コーチ・代表選手が下記のとおり決定し、大会に派遣し
ます。 皆様の温かい声援をお願いします。 ◇開催日：平成３０年１０月７日（日） ◇開催場所：福井県大飯
群高浜町６-１-４ 高浜町特設トライアスロン会場 ◇競技種目：オリンピックディスタンス (スイム１.５㎞
＋バイク４０㎞＋ラン１０㎞
男子 【監督】中島靖弘(湘南ベルマーレ)

２.井上賢吾(サニーフィッシュ）

【選手】１.榊原利基(神奈川県トライアスロン連合)
３.肥後巧(東海大学(補欠))

女子【監督】中込英夫(湘南ベルマーレ) 【選手】推薦枠 井出樹里(スポーツクラブＮＡＳ)
１.佐藤千佳(湘南ベルマーレ) ２.田村光(東海大学(補欠))
コーチ

添畑大海 （相模原市水泳協会）

KnTUオーシャンスイムスクールのご案内
ＮＰＯ 法人湘南ベルマーレスポーツクラブと共催で、下記のとおりオーシャンスイムスクールを開催します。
皆様のご参加をお待ちしています。
<オーシャンスイムスクールについては> https://www.kn-tu.or.jp/information-top/training-session
◇9月以降の開催日時およびKnTU募集枠
〇9月8日（土）初心者クラス 13:00-14:30(受付12:30-)：20名
〇9月29日（土）通常スクール 13:00-14:30(受付12:30-)：20名
〇10月6日（土）タイムトライアル 13:00-14:30(受付12:30-)：20
〇10月20日（土）タイムトライアル 13:00-14:30(受付12:30-)：20名
◇開催場所：湘南ひらつかビーチパーク（ＪＲ平塚駅南口より徒歩20分）
◇参加資格：プールで４００ｍ以上泳げる健康な男女の高校生以上のJTU登録者
◇参加費：1回2,000円（指導料、保険代金含む）
※KnTU会員の方は、専用サイトより事前申込みいただくことで1,500円に割引します。

事務局だより
２０１８年度から会員証の配布を取り止めました。 会員証の取得は 「JTUホームページ → 会員登録 → (一
社)神奈川県トライアスロン連合マイページ → 会員証ダウンロード」 の手順で行ってください。会員番号が
不明の場合は、KnTU事務局（info@kn-tu.or.jp）へお尋ねください。

（編集後記）会報の編集にあたり、あらためて皆さまの情熱に触れました。ご協力に感謝申しあげます。HK
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