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２０１９年 , 年頭ご挨拶 一般社団法人神奈川県トライアスロン連合 代表理事･会長 渡邉英夫

大会を振り返って① チームリーダー : 海野 浩

第９回横浜シーサイドトライアスロン大会
台風２４号の影響が懸念される２０１８年９月３０日(日)、皆
の想いが届いたかのように、レース中は奇跡的に好天に恵まれ、
大きな事故なく成功裡に大会を終えることができました。前日
から関係者で議論を重ね、刻々と変わる台風情報も基に、当日
は実施という判断をし、台風接近に対して⑴周回数を減らす⑵
時間を前倒しする⑶乗降車ラインを安全な場所に変更するとい
う３つのカイゼンを実施して、結果的に雨を避けて実施できま
した。リレーや団体での参加もあっただけではなく、海外から
参加した選手、パラトライアスロンの選手など、約５００名の
様々な選手が参加。参加した皆さんからも“できて良かった”
“楽しかった”という声をたくさんいただきました。自然と一
体のトライアスロンは、やはり楽しいと感じた一日でした。

新年、明けましておめでとうございます。
２０１９年、平成の年号で最後の年、平成３１年を迎えました。 Tokyo２０２０を来年に控え、トライアスロ

ンを愛好する皆さんには、 オリンピック&パラリンピックにどうやって関わろうか、心落ち着かない年が始まっ
たのではないでしょうか?

当神奈川県トライアスロン連合は一般社団法人となって１周年を迎えます。トライアスロン競技の地域団体と
して、 様々に試行しながら体制整備を進め運営しています。５月の世界トライアスロン･シリーズ大会の競技運
営への関わり、６月の県選手権大会、普及大会に位置づけている日産スタジアム大会や大磯ファミリートライア
スロン大会等々、県内大会を準備しています。更には、国際大会の運営にも対応できるテクニカル・オフィシャ
ルの養成や、オープンウォーターでのスイム講習の実施、国体や日本選手権、世界大会へ参加する選手の強化と
派遣もしていきます。これらの事業を円滑に実現するための体制も、合わせて整備しているところです。

当連合は非営利団体として、これらの事業のスタッフの皆さんにはボランティアとして活躍いただいています。
トライアスロン競技を楽しむ皆さんは勿論のこと、皆さんが安全にかつ公正公平にトライアスロンを楽しめるよ
うに競技環境を準備したりすることも含めて、トライアスロンを愛し、楽しむ人々の集まりでもあります。引き
続き、皆さんとトライアスロンを長く楽しめるよう、皆さんのご協力をよろしくお願いしたいと思います。

さあ、今年も各大会会場やイベント会場で皆さんとお会いしましょう! そして、お互いにトライアスロンを楽
しみましょう!                           

大会を振り返って② チームリーダー ： 松村 一彦

川崎みなとアクアスロン・エキデンin東扇島大会
本大会は２０１８年１０月７日(日)毎年東扇島一帯で行われて
いる川崎みなとまつり併催イベントとして初めて開催されまし
た。KnTU所管大会として初のアクアスロン大会、初のエキデン
形式、初のKTA (川崎市トライアスロン協会)主管など、初めて
づくしの大会でした。当日は台風不安を一掃する季節外れの真
夏日となりました。個人の部は距離も短めで、小学生から６０
代の選手まで、思い思いにレースを楽しんでいました。エキデ
ンは３人１組のチームと、ひとりで３人分をこなすカテゴリー
がありました。後者は泳いで走ってを繰り返すので、暑さのな
かタフだったようです。チームの同伴フィニッシュはエキデン
ならではの盛り上がりでした。トライアスロンよりも参加しや
すいユニークな大会として認知度を高めていければと思います。

上/中：横浜シーサイド大会 下：川崎アクアスロン大会



例年、強風と寒さの中で熱いレースが繰り広げられるデュアスロン「カーフマンジャパン南関東ステージ」です
が、今年(２０１９年２月１１日(月・祝))はいつもと違うシチュエーションとなりました。競技開始直前まで雪
が降り、コースコンディションも悪く、 スケジュールや競技内容の変更が検討されました。幸い天候が改善し、
開始が１０分程度遅れたものの、全カテゴリの競技が実施できました。エリートの競技が始まる昼過ぎには天候
も安定し、気温は低いものの強風のない穏やかなコンディションになりました。例年どおりの熱いレースが展開
され、観客からも大きな声援が上がりました。エリートの競技ではペナルティが厳しく適用されましたが、こう
した大会を通じて、選手とTOの双方がレベルアップできるものと思います。春～秋がシーズンのトライアスロン
と異なり、真冬の大会ならではの魅力と難しさを感じた大会でした。

湘南ベルマーレトライアスロンチーム

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

［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/

川崎校・品川校・鷺沼校・メガロス横濱校

無 料 体 験 実 施 中

アヤトトライアスロンスクール

TEL050-5865-6546（月曜～金曜/11:00～18：00）

２０１８年１０月２１日(日)、川崎港トライアスロンin東扇島大会も今回で１１回をむかえました。朝一番に開
催されているキッズ(小学生)の部ですが過去最高の１０４名の申込があり、浅瀬に設営されたスイムコースを皆
元気よくスタートしていきます。応援に熱が入りすぎる親御さんもちらほら見かけますが、子供たちの笑顔と共
に無事にレースは終了です。その後、ジュニア、トラガール、スプリントディスタンス、オリンピックディスタ
ンスの部とプログラムは続き、６００名弱の選手は皆個々の目指す目標に向かい必死にかつ楽しんでレースに立
ち向かっています。最後に、新企画の予選決勝方式ＯＷＳ大会が午後より開催されてオリンピック選手等の一流
選手の泳ぎを間近で楽しめるまたとない機会で盛り上がります。天候に恵まれ、午前中から夕方まで盛りだくさ
んの東扇島の一日となりました。スタッフの皆さんありがとうございました。

大会を振り返って④ Season１６カーフマンジャパン南関東ステージ 技術代表 ： 松村 一彦

大会を振り返って③ 第１１回川崎港トライアスロンin東扇島大会 チームリーダー : 小林 裕明
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左：トライアスロン東扇島大会 中：カーフマン南関東ステージ 右：JTU認定記録会

記録会を振り返って ＪＴＵ認定記録会２０１９ 関東ブロック神奈川県会場 技術代表 ： 花井 哲

２０１９年１月２０日(日)、さがみはらグリーンプールおよび相模原ギオンフィールドにてＪＴＵ認定記録会を
開催しました。当日は、神奈川県だけでなく近県から参加された選手もあり、小学生の部１５名、１２～１５歳
の部１１名、１６～１９歳の部９名、１６歳以上の部７８名、計１１３名に参加いただきました。さがみはらグ
リーンプールは、全国規模の水泳大会も開催できる本格的屋内プールで、記録会を実施したコースはタッチ板で
自動計測を行うことができ、記録会前後には自由にアップ・ダウンを行えるプールもあります。Ａ面、Ｂ面各８
コース、同時に１６名の計測を行うことで、待ち時間も少なく選手にはストレスなくスイム計測いただき、好評
でした。相模原ギオンフィールドも、日本陸上競技連盟第４種公認陸上競技場で、 当日は天気にも恵まれ(晴れ、
気温１１.４℃)、各選手に好条件で記録会に臨んでいただきました。



ご報告① 福井しあわせ元気国体２０１８ 強化委員長 ： 杉浦 博

１０月７日(日)、「福井しあわせ元気国体２０１８(第７３回国民体育大会)」のトライアスロン競技は、台風２
５号の接近に伴い、競技日程を変更し開催されました。 結果、女子は井出樹里選手２位・佐藤千佳選手１１位、
男子は井上賢吾選手３８位・榊原利基選手５５位の成績でした。これにより皇后杯は３位、天皇杯は５位でした。
選手ならびに同行スタッフの皆さんお疲れ様でした。そして温かい声援を選手にお送りいただいた皆さん、あり
がとうございました。「福井しあわせ元気国体２０１８」において、トライアスロン競技成年女子第２位を受賞
した井出樹里選手へは、一般社団法人神奈川県トライアスロン連合より強化費を支給しました。今後の益々の活
躍を期待します。 ２０１９年９月２９日(日)に茨城県で開催される「いきいき茨城ゆめ国体２０１９(第７４回
国民体育大会)」では、引き続き神奈川県代表の選手たちの活躍に期待し応援をお願いします。

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 )

横浜トライアスロン研究所
info@yokohama-triathlon.com090-8312-2308

TRYBASE

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

鎌倉市腰越3-5-34
0467-37-6960 trybase.co.jp
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２０１９年２月２日(土)に最新のJTU競技規則を適用し、 第２種および第３種の審判員講習会を行いました。当
日は２９名が受講され、午前は皆が最新のルールや競技運営を学び、第３種新規の方は全員確認テストに合格さ
れました。午後は第２種受講者で神奈川県での大会運営の改善事項や、アメリカの大会との比較など、熱い議論
が交わされました。 オリンピックに次ぐ最高峰の大会であるWTS横浜を運営する神奈川県ならではの、エイジ大
会からエリート大会運営までの幅広い学びと気づきがあった等の感想をいただきました。次回は３月２３日(土)
実施予定です。 現在募集中ですので、選手としてだけでなく運営やサポートする経験もしてみたいという方は、
是非ご応募ください。

ご報告② ＪＴＵ公認審判員認定試験/講習会 技術委員長 ： 海野 浩

３月２３日（土）にも開催。ＪＴＵ公認審判員認定試験/講習会 ［お申込み締切３月１３日（水）］

◇開催会場：公益財団法人横浜市体育協会 地下会議室
ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅・関内駅から徒歩５分、みなとみらい線馬車道駅から徒歩５分

◇受 付：９:０５～９:２０
◇講 習 会：９:２０～１２:００
◇討 論 会：１３:００～１４:３０（第２種のみ）
◇試験（ケーススタディ）：１４:３０～１６:００（第２種のみ）
◇定 員：第２種・第３種各５０名
◇受 験 料：第２種/新規３,０００円 更新２,０００円 第３種/新規・更新１,０００円
◆募集要項 https://www.kn-tu.or.jp/competition-management-referee/referee-workshop
◆エントリーフォーム https://entry.mspo.jp/entry/common/event.php?evcode=LM18
◆お問合せ KnTU事務局(info@kn-tu.or.jp)

左/中：福井しあわせ元気国体２０１８ 右：JTU公認審判員認定試験/講習会



ご報告③ ２０１９WTS横浜大会進捗状況 チームリーダー ： 渡邉 英夫

・２０１９WTS横浜大会 ５月１８日(土)・１９日(日) 
・第３３回NISSAN CUP神奈川トライアスロン大会 ６月９日(日)
・第１４回大磯ロングビーチ・ファミリートライアスロン大会 ６月３０日(日)
・第１０回横浜シーサイドトライアスロン大会 ９月２９日(日)
・第１２回川崎港トライアスロンin東扇島大会 １０月６日(日)予定調整中
・第２回川崎みなとアクアスロン・エキデンin東扇島大会 １０月１３日(日)予定調整中
・第７回スーパースプリントデュアスロンin日産スタジアム大会 ２０２０年１月予定調整中

・Season１７カーフマンジャパン南関東ステージ ２０２０年２月予定調整中

ご案内① ２０１９年度県内大会スケジュール

ご案内③ 会報は次回１２７号よりWEB配信へ

（編集後記）走りぬけた一年です。一つひとつ着実に前進するKnTUにご期待ください。HK

２０１９年度もエキサイティングな大会をお届けできるよう努めます。各大会の最新情報はKnTU公式ウェブサイ
ト(https://www.kn-tu.or.jp/)へ随時掲載します。

２００９年に横浜市山下公園周辺で始まったITU世界大会が、 今年２０１９年は１０回目の大会として５月１８
日(土)と１９日(日)に開催されます。２０１９年大会では、１０回目を迎えることができる“感謝”を合い言葉
にして、様々な新たな取組みが計画されています。１９日(日)に開催されるエイジのレースでは、参加定員が１
００名増加されました。１８日(土)にはエリートのレースに加えて、子どもたちに世界大会を味わってもらおう
とキッズ・デュアスロンも企画されています。世界トップクラスのエリートレースを観戦したり、エイジレース
ではお父さんやお母さん或いは練習仲間を応援するばかりでなく、付随するエキスポ会場も昨年以上の企画が盛
り沢山となっていて楽しい２日間を過ごすことができます。５月１８/１９日は、ご家族や友人を誘って横浜･山
下公園へ足をお運びください。 日本全国から２００名を越えるテクニカルオフィシャル(トライアスロン競技を
熟知し競技運営する資格を有するスタッフ。“T O”と略記)の方々にご協力いただくことになりました。神奈川
県連合では、２日間の大会を円滑に運営できるように、例年の経験や反省事項を反映し、更に今年の新たな企画
にも対応する運営マニュアルの作成に着手しました。 横浜市は勿論、 神奈川県警察や海上保安庁、そして地元･
横浜の皆さんのご協力もいただきながら、運営準備を着実に進めています。今年は大会直前に１０連休があるた
め、早め早めの準備を推進しています。

長い間、紙面で親しんでいただいた『神奈川県トライアスロン連合会報』ですが、インターネット環境の充実に
ともない２０１９年度より郵便配送を終了し、 WEB配信へ移行することとしました。ウェブサイトの特性を活か
した表現がお届けできるよう編集したいと思っています。なお、 WEB配信についてご相談のある方は、KnTU事務
局(info@kn-tu.or.jp)までお尋ねください。
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ご案内② ２０１９年度(社員)総会/６月１日（土）開催
◇日時：２０１９年６月１日(土)１０:００～１１:３０
◇場所：かながわ県民センター３０５号室 横浜市神奈川区鶴屋町２-２４-２
◇議題：２０１８年度活動報告・収支決算報告 ２０１９年度活動計画・収支予算
※２０１８年４月１日の一般社団法人化に伴い、総会での議案の議決権行使は社員
のみです。※総会へオブザーバーとして出席の会員の方は４月３０日までにKnTU事
務局メールアドレス（info@kn-tu.or.jp）へ氏名・電話番号をお知らせください。
※総会後に懇親会（１２：００～１４：００/会費６,０００円）を予定しています。
参加ご希望の方は4月３０日までにKnTU事務局メールアドレス（info@kn-tu.or.jp）
へ氏名・電話番号をお知らせください。皆さんのご参加をお待ちしています。


