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年頭ご挨拶    一般社団法人神奈川県トライアスロン連合（KnTU）専務理事　髙崎　聡

　明けましておめでとうございます。

　２０２０年となる今年は、Tokyo２０２０オリ

ンピック・パラリンピックを迎える年となりま

した。２０００年のシドニー・オリンピックで

トライアスロンがオリンピック競技に採用され

てから６回目の登場となります。また、２０１６

年にパラリンピックに加えられたパラトライア

スロンも、２度目のパラリンピック競技となり

ます。この夏、この二つの競技大会に関わる多く

の方を含め、トライアスリートには心躍る１年

となることでしょう。

　トライアスロンの普及と発展、強化を司るKnTUとしては、このオリンピック・パラリンピックもさることなが

ら、この秋からの競技運営、大会運営、そして団体運営の変化の波に対応することの重要姓を考えております。Tokyo

２０２０を経験した後、トライアスロンの勢いがこれまでにも増して高まるよう、運営していかなければなりませ

ん。そのために、皆さんの一層の協力とサポートをお願いしたいと思っております。

  今年のKnTUの大会では、新たなカテゴリーとしてNISSAN CUP 神奈川トライアスロン大会には正式距離のスプ

リントトライアスロンを、また川崎港トライアスロンin東扇島大会にはMixed Team Relayを予定しています。ふるっ

てご参加ください。

　また再来年度は、KnTUも創立３５周年を迎えます。この年には、記念となるイベントを企画したいと思います。

　これからの神奈川県のトライアスロンおよびパラトライアスロンの益々の発展を支える活動を、本年も続けて参

りたいと考えています。
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「第１０回横浜シーサイドトライアスロン大会」報告

台風１５号の影響を受けながらも開催を決定しました　　技術代表　宮城　信隆

9月９日に台風１５号が上陸し会場でもある八景島シーパ

ラダイスも多大な影響を受けてしまいました。海側の通路は滑

落、剥がれ、木々もなぎ倒されている状況を目にした時は大会

が開催されるか心配でした。

島内職員、大会主催者、各方面の方々の賢明なる復旧作業に

より第１０回目の記念大会が一部コース変更でしたが開催す

る事になりうれしく思いました。

シーサイド大会はカテゴリーが数種類ありキッズからビギ

ナー、パラトライアスロンまで楽しめる大会です。また本大会

は数年ぶりにスプリントディスタンス競技が復活、選手には好

評でした（スイム７５０ｍ、バイク、２０ｋｍ、ラン５ｋｍ）。

足の不自由の子供たちがリレーに参加してくれて、車いす

を腕が痛くなるほど一生懸命漕いでいる姿に感動しました。

家族、友達や会社の同僚などまとまって参加されるも良い

ですし、一人で目標に向け参加、完走を目指すも良く、次年度の

ＷＴＳ横浜大会参加出場権を獲得など個々にあったスタイル

で参加し楽しんでもらえる大会運営を目指していきます。
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「第１２回川崎港トライアスロン in 東扇島大会」報告

今年は昨年を上回る数のアスリートが参加されました　　　技術代表　武田　広明

　２０１９年１０月６日（日）、気温２３℃／水温２２

℃、途中雨が降る時間帯もありましたが比較的穏やか

な天候の中、開催されました。エントリー数６６５名、

うちキッズ１１７名は、昨年１０４名（過去最高）をさ

らに上回り、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皆さまと共に奮

闘された大会となっています。

　また、前大会で発生した課題を反省し、バイク試走を

復活、スイムのウォーミングアップから競技までの動

線の流れを工夫、エイドの紙コップ回収箱の設置など、

選手が気持ちよく競技を楽しむことが出来るよう会場

設営・運営スタッフ、ボランティア、警備、TOと準備を

心掛けました。

　お陰様で、応援されるご家族、関係者の方々の大声援

の中、大会は無事に終わりました。改めまして感謝申し

上げます。



神奈川県トライアスロン連合会報　第128号2020年2月29日発行 ❺

「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」報告

国内最大級のスタジアムで、誰もが楽しめる大会　　技術代表　中丸　明寛

　２０２０年オリンピック・パラリンピックイヤーが明けた

１月１２日に、第７回スーパースプリントデュアスロンin日

産スタジアム大会が開催されました。２０１９年に数々の感

動を生み出したラグビーW杯が開催され、東京オリンピック

では男子サッカーの決勝が開催される予定となっている日産

スタジアムを、フルに生かしたコース設定にてレースが行わ

れました。

　新春の気持ちいい陽気に恵まれた天気の中、小学生のキッ

ズから、中学生、一般まで幅広いカテゴリーの選手が参加し、

スタジアムのトラックに入ってスタジアムの雰囲気を感じた

瞬間の選手の顔からは思わず笑顔があふれていました。

　本大会では、視覚障害のあるパラの選手2名参加され、バイ

クではタンデムバイクに乗り、ランでは伴走の選手と併走し

ながら、一般選手と一緒に抜きつ抜かれつの展開を繰り広げ

て大会を盛り上げてくれました。また、他の大会とは異なり、普段乗っている自転車でも参加出来るローカルルール

のため、ママチャリで参加された選手もいて、終始楽しそうな様子でコースを走り、最後は笑顔でゴールされていま

した。短い距離のレースですが、様々なスポーツの国際イベントが開催される舞台を、キッズやパラ選手も一緒にな

って、初心者からベテランまで分け隔て無く楽しむことが出来る、選手に優しい大会です。

今後も、今回開催されたデュアスロンだけで無く、屋内プールを用いたトライアスロンも開催されると思います。

ぜひ素敵な会場での大会に、仲間や家族を誘って参加してみてはいかがでしょうか。
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「Season１７カーフマンジャパン南関東ステージ東扇島大会」報告

今年はバイクパートにラップボードを導入しました　　技術代表　松村　一彦

昨年の雪とは打って変わり、「カーフマンジャパン南関東ス

テージ」名物の強風が戻ってきました。エイジの部では、低体

温症防止のため、ウィンドブレーカー等の上着着用可となり

ました。

また、昨年の視覚障害のパラアスリートに続き、今年は義足

のパラアスリートが参加しました。エリートの部ではバイク

パートにラップボードが導入されました。選手にとってはよ

り競技に集中できる環境になったものと思います。

一方で、強風のためにトランジション用の収納かごを設置

できず、収納違反が多数生じました。ペナルティについてはこ

こ数年の課題ですが、選手のルール意識、TOによる運用体制

とも、更なる向上が必要と感じました。

エリートから、地元川崎市民（シチズンの部）、キッズ、パラ

アスリートまで、真剣勝負が展開される本大会、今後の発展が

楽しみです。
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総務委員会

２０２０年度社員総会は６月２７日(土)に開催します　　委員長　杉浦　真由美

［２０１９年度下期活動報告］

・社員および理事会に必要な事務作業を実施しています。

・執行役員会、拡大執行役員会に必要な事務作業を実施しています。

・各種会議でのペーパーレス化を図っています。

・諸規定類の立案を行っています。

・２０２０年度社員総会開催に向けた準備作業を行っています。

・一般社団法人神奈川県トライアスロン連合の総務事務を円滑に運営するための業務を実施しています。

・加盟団体である横浜市トライアスロン協会と川崎市トライアスロン協会の活動サポートを行っています。

・環境活動に貢献した大会開催の方向性の調査・研究・実行を継続して実施しています。

・大会開催に向け必要な会議を設定し実施しています。

［２０２０年度活動計画］

・社員および理事会に必要な事務作業を実施します。

・執行役員会、拡大執行役員会に必要な事務作業を実施します。

・諸規定類の立案と改訂を行います。

・総会開催に向けた準備作業を行います。

・一般社団法人神奈川県トライアスロン連合の総務事務を円滑に運営するための業務を実施します。

・加盟団体である横浜市トライアスロン協会と川崎市トライアスロン協会の活動をサポートします。

・環境活動に貢献した大会開催の方向性の調査・研究・実行を継続して実施します。

・大会開催に向け必要な会議を設定し実施します。

・大会におけるTO・ボランティアの負担軽減策を検討し実行します。

２０２０年度社員総会開催のお報せ
◇日時：２０２０年６月２７日(土)10:00～11:30
◇場所：日本丸訓練センター第3会議室（横浜市西区みなとみらい2-1-1）
◇議題：２０１９年度活動報告・収支決算報告および２０２０年度活動計画案・収支予算案
※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５月３１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／会場未定）を予定しています。 参加ご希望の方は５月３１
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。
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強化委員会

第７４回茨城国体は天皇杯２位の成果を収めました  委員長　杉浦　博

［２０１９年度下期活動報告］

８月２４日～２５日　夏季ジュニアキャンプ開催11

　相模原/桐花園　参加者４７名

９月３日～９日　夏季強化合宿開催　長野/志賀21

高原　参加者９名

９月２９日　第７４回茨城国体参加　天皇杯(男女31

総合)２位・皇后杯(女子総合)５位

１１月２３日～２４日　２０１９年度競技力向上41

強化責任者合同研修会参加　３４競技団体出席　箱根/ホテル南風荘

１月２４日　令和元年度新春横浜スポーツ人の集い/令和元年度横浜スポーツ表彰　表彰式開催　オールキッズ51

トライアスロン大会/小学４～６年女子の部で優勝の河合春奈さんが優秀選手賞（個人）を受賞

３月１６日～２０日(予定)　春季強化合宿開催　静岡/下田市界隈61

３月２９日(予定)　JTU認定記録会/神奈川県会場開催　相模原/グリーンプール・ギオンスタジアム71

［２０２０年度活動計画］

県連合主催春季ジュニアキャンプを開催(４月１８日～１９日/三浦YMCA)11

第３４回日産カップ神奈川トライアスロン大会選手権部を開催し、かごしま国体代表選手を選出(成年男女各3名11

　補欠選手含む)

同大会で若手有望選手及びジュニア選手を対象にドラフティング講習会を実施21

県連合主催夏季ジュニアキャンプを開催(８月２２日～２３日予定/相模原/桐花園)31

県連合主催夏季強化合宿を開催(９月８日～１５日予定/志賀高原界隈)41

第７５回かごしま国体に代表選手男女各２名派遣(１０月４日開催予定/徳之島)51

県体協主催競技力向上強化責任者合同研修会に参加(１１月２１日～２２日予定)61

令和3年度神奈川県スポーツ優秀選手を申請(１１月３０日予定)71

ＪＴＵ指導資格者研修会を開催(２０２１年３月１４日予定)81

県連合主催春季強化合宿を開催(２０２１年３月１６日～２０日予定/下田市界隈)91

ＪＴＵ認定記録会/神奈川県会場を開催(２０２１年３月２８日予定/相模原/グリーンプール・ギオンスタジア111

ム)
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技術委員会

2月の審判員認定講習/試験は３３名が受講されました　　委員長　海野　浩

［２０１９年度下期活動報告］

審判員（Technical Official/ＴＯ）の成長支援11

・ＪＴＵ公認の審判員認定講習・試験を２/１１

(火・祝)に実施。３３名の方が受講されました。

・第２回目は３/１４(土)に開催を予定。お申し

込みは３/６(金)まで受付中です。

　https://www.kn-tu.or . jp/competi t ion-

management-referee/referee-workshop

大会への審判団の派遣11

・１０/６(日)第１２回川崎港トライアスロin東扇島、１/１２(日)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、２/９(日)Season１７カーフマンジャパン南関東ステージ東扇島大会に、のべ１５０人の審判団を派遣しま

した。

・そのほか日本選手権に１４名の審判を派遣。スペイン、ポルトガル等のＩＴＵ大会で活躍をした審判もいます。

・今年度よりＪＳＣＡ(一社)日本スポーツコミュニケーション協会の神奈川県でのアクアスロン大会への審判による

支援も行っています。

競技運営ノウハウのブラッシュアップ11

・審判員が公正・公平で安全な競技運営をできるように、運営マニュアルの整備、サイン（看板）の雛型作成、無線アプ

リケーションのマニュアル、トライアスロン英語のまとめ等を整備しました。

［２０２０年度活動計］

引続き皆さんに安全にトライアスロン大会を楽しんでいただけるよう、審判員の成長支援、大会への審判団の派遣、

競技運営ノウハウのブラッシュアップを進めていきます。



普及委員会

新たに保護者セミナーを企画/開催する予定です　　委員長　花井　哲

［２０１９年度下期活動報告］

NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブと共催のオ11

ーシャンスイムスクール（下記）を開催しました。

・１０/１９(土)通常スクール

横浜市トライアスロン協会へスイム/バイク/ラン講11

習会などの普及事業の開催委託を行い、下期には今後

の予定を含め下記の４回を開催しました。

・１１/９(土)トライアスロン「ラン」初心者練習会

・１１/１６(土)キッズトライアスロン「バイク」セミナー

・２/９(日)キッズトライアスロンセミナー

上期に引き続き、下記のキッズ練習会を下期に２回開催しました。11

・１１/２(土)キッズスイムセミナー

・２/２２(土)キッズスイムセミナー

［２０２０年度活動計画］

NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブと共催のオーシャンスイムスクール開催年通り年間８回程度の開催を11

計画。KnTU登録のJTU会員は通常料金に対して５００円の割引をしています。皆さん、ぜひご参加ください。

横浜市トライアスロン協会へ普及事業(スイム/バイク/ラン講習会)の開催委託を例年通り計画。スケジュールは21

KnTUホームページにリンクが貼られている横浜市トライアスロン協会のホームページでご確認ください。

キッズ練習会開催を今年と同様年間８回程度計画。KnTUホームページでご確認ください。31

スポーツをする子供の育成のために来年度新たに保護者セミナーを開催したいと考えています。このため、３月41

から５月のWTS横浜大会の間でスポーツをする子供をお持ちの保護者の方に対してアンケートを実施。アンケ

ートの結果を踏まえて今年秋より保護者セミナー開催を計画しています。
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最新情報は公式アカウントでどうぞ。

横浜市トライアスロン協会
https://www.kn-tu.or.jp/yta/
https://www.facebook.com/yokohamatriathlon/

川崎市トライアスロン協会
https://www.kn-tu.or.jp/kta/
https://www.facebook.com/kawasaki.triathlon/
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KnTU
Kanagawa Triathlon Union

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
TEL：0467-37-6960
trybase.co.jp

アヤトトライアスロンスクール
川崎校・品川校・鷺沼校・メガロス横濱校
無 料 体 験 実 施 中
TEL：044-863-9955（月曜～金曜 /11:00 ～
18：00）

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
TEL：0463-25-1151
http://www.bellmare.or.jp/

�

WTS 横浜大会エリート・トランジションエリア風景

一般社団法人神奈川県トライアスロン連合

公式 Web サイト https://www.kn-tu.or.jp/

公式 Facebook ページ https://www.facebook.com/kanagawa.triathlon/

横浜トライアスロン研究所
・スクール運営： ヨコハマトライアスロンスクール
・海 の 練 習 会 ： 海のトライアスロンスイム安全講 

習会毎週（水）（日）で実施
★トライアスロンに係わる全般のコンサルティン

グを行います。なんでもご相談ください。
・クラブハウス： 横須賀市走水 1-6-1 マリンハイツ 401
・mail：info@yokohama-triathlon.com
・tel：090-8312-2308　滝川満弘
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