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全国のまん延防止措置が終了しましたが、依然として多くの感染者がでており、心配
な日々が続いています。九州では、県内の五島国際大会、ながよアクアスロン大会が開
催に向け準備をしています。近県でも、福岡トライアスロン大会等、開催の動きもあっ
ていますので、今シーズンは、コロナ感染対策に配慮した大会開催に期待したいところ
です。この会報では、2021 年度の県協会の活動報告と、2022 年の大会等について、お知
らせします。県協会や地域協会からの各種案内や報告は、県協会のホームページに掲載
します。
例年 3 月末に、会報を印刷物として会員の皆さんに郵送していましたが、今回は、印
刷機故障のため、県協会 HP に掲載します。

１

2021 年度会員数と 2022 年度の登録手続き
2021 年度の長崎県協会の登録者は、172 名です。内訳は、一般 133 名、審判限定 20
名、高校 7 名、ジュニア（小中学生）12 名です。2021 年度は、2020 年度に引き続き、
コロナ感染拡大の影響により、県内はすべて、国内大会のほとんどが中止になったこ
とから、昨年より、118 名減少しました。コロナ感染拡大前の 2019 年度が 387 名です
ので、2 年間で 44％まで減少しています。2022 年度登録は、五島国際大会、天草大会
などの開催が見込まれていることから、現在、ジュニアを含め 171 名が登録していま
す。
2022 年度の登録は、以下の方法で手続きをお願いします。Web 登録が、登録・支払・
登録カード印刷が簡単で早いので、出来るだけ、Web 登録でお願いします。
① JTU の HP からの Web 登録
JTU のホームページの 2022 会員登録から、長崎県を選択し、手続きをしてください。

登録カードの印刷もできますが、できない方は、地域協会事務局に尋ねるか、県協会理
事長 林へお知らせください。
（tutinoko-kh@kaz.bbiq.jp 090-5732-8957）名刺サイ
ズの会員証を手渡しまたは郵送します。
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五島協会の審判限定会員は、Web 登録・銀行振り込みでなく、従来通り、手渡しとな
ります。五島協会事務局に確認ください。
○ 長崎県トライアスロン協会の登録費は、次のとおりです。
一般

3,000 円

審判限定

2,000 円 → 審判活動のみを行う会員登録です。

高校生

1,500 円

ジュニア(小中学生)

300 円

※ Web 登録は、手数料 300 円が加算されます。
②

Web 登録でない方の登録：（手続きに時間がかかります。）
◆ 継続の人

:

長崎県協会口座に、登録費を振り込んで下さい。

◆ 新規の人

:

長崎県協会口座に、登録費を振り込むとともに、
登録申請書（HP から、ダウンロードできます)を、県協会に提
出して下さい。
（送付先）〒850-0984 長崎市鶴見台 2-23-23

林

（振込口座）十八親和銀行

179535

桜町支店

長崎県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ協会

普通

理事長

林

一彦

一彦

振込を確認し、登録手続きを行い、登録カードを送付します。

２

JTU・JUTU 各日本選手権
JTU・JUTU の各日本選手権に、県内選手（県外や学生の国体強化指定選手含む）が

参加しました。
立命館大学 2 年の白石さんは、日本学生選手権 4 位、日本デュアスロン選手権 4 位
と大いに健闘しました。2 年連続国体が中止となっているのが非常に残念です。
①日本デュアスロン選手権（12 月 26 日、東京都港区お台場）
第一ラン：5ｋｍ、バイク：約 20ｋｍ、第 2 ラン：5ｋｍ
・白石 怜佳（立命館大学：強化指定選手）

1:00:20（4 位/26 人）

②日本学生トライアスロン選手権（10 月 16 日、群馬県板倉町

渡良瀬遊水地）

スイム：1.5ｋｍ、バイク：40ｋｍ、ラン：10ｋｍ
・小林

諒祐（九州大学：強化指定選手）

・松本 敬之（長崎大学）

2:06:59（68 位/151 人）
2:11:42（91 位）

・白石 怜佳（立命館大学：強化指定選手）
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2:15:01（4 位/56 人）

３

JTU 認定記録会長崎県会場（スイム＆ラン）
11 月 28 日(日)、3 月 27 日（日）いずれも、長崎市で JTU 認定記録会を開催しました。
認定記録会は、自分の記録を確認したい人、JTU の強化指定選手を目指す人、JTU 公式

大会のエリートレースや三重国体予選に出場を希望する人が対象で、県内外より合計 83
名が参加しました。JTU 認定記録会は、毎年オフシーズンに行い、長崎県の他、九州各県
でも開催しています。認定記録会の記録をもとに、JTU の強化選手、栃木国体の県内強化
指定選手が決定されます。
（会場：2 回とも）

スイム：ビートスイミング長崎プール
ラン

：長崎市民総合運動公園かきどまり陸上競技場

記録は、県協会 HP を参照ください。

４

2022 年 第 77 回 栃木国体に向けて
栃木国体トライアスロン競技（51.5ｋ）は、10 月 2 日（日）栃木那須塩原市で開催さ
れます。国体県代表選手の選考は、別紙の選考基準により行いますが、選考大会は、6 月

12 日開催の天草国際大会エリートの部（栃木国体予選）で行います。予選参加申請者の
中から、秋～冬季に各地で行われた JTU 認定記録会の成績をもとに、男女上位 3 名が県
スポーツ協会の強化指定選手、続く 3 名が県協会の強化指定選手として指定されます。
（4 月下旬予定）国体に向けては、県協会強化育成委員会で、大会派遣や強化練習を行い
ます。詳細は、県協会 HP の栃木国体に向けての強化策・代表選手選考方法、選考大会と
参加基準（天草大会九州選手権要項含む）を参照ください。

５

JTU 九州ブロックトライアスロン選手権
6 月 12 日の天草国際大会エリートの部で開催されます。日本選手権の九州代表選考も
兼ねています。開催要項は、県協会 HP を参照ください。

６

審判講習会、指導者講習会

の開催

毎年 2 月、九州ブロック協議会主催で開催される、JTU 第 1 種審判更新及び第 2 種審
判認定更新講習会は、2 月 12 日久留米市で開催されました。今回は、まん延防止措置の
期間であったことから、久留米市の会場での講習に加え、Web 参加も認めることとし、長
崎県からは、第 1 種更新 5 名、第 2 種更新 7 名、技術向上のための参加 1 名、計 13 名が
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全員 Web で参加し、以下の方々が更新されました。
（第 1 種更新）

内海

由加里、加納

（第 2 種更新）

荒川

千秋、伊藤

松尾

純子、峰

修二、久保
早人、内海

長一郎、谷川
佳治、古賀

正史、林

敏朗、田口

一彦
享史

真由美

指導者養成講習会は、3 月 5－6 日、福岡県宗像市で開催され、長崎市の冨永

誠司さ

んが参加されました。この講習会はトライアスロンの初心者～中級者を対象として、競
技を安全にかつ正しく指導するための知識を学ぶもので、2 日間、講義・実技・認定試験
などが行われました。
今後の審判講習会は、五島国際大会の開催を控え、4 月 17 日（日）、五島地区の審判を
対象とした第 2 種・第 3 種の審判講習会が五島市で開催される予定です。また、第 3 種
審判講習会は、県内市町協会で開催できますので、開催時は、県協会 HP でお知らせしま
す。今シーズンは、県内大会の開催も予定されていることから、審判の皆さんの活躍を
期待しています。

７

東京オリンピック 事前キャンプサポート
昨年の東京オリンピックに際し、7 月 16～21 日の 6 日間、ポルトガルチーム 8 名（選
手 3 名、監督、コーチなど 5 名）が大村市で事前キャンプを行いました。地元の大村市
協会では、スイム・バイク・ランの練習に、延べ 44 名の方々がサポートを行いました。
参加された皆さん、ご苦労様でした。県協会 HP の大村市協会レポートを参照ください。

８

2022 年

長崎県内大会

この 2 年間、県内 4 大会すべてが中止となりました。2022 年度も引き続き、コロナ感
染拡大の影響を受けています。現段階の各大会の状況です。今後の動向は、各 HP で確認
ください。
◇上五島大会
・9 月頃の開催を検討中。
◇五島国際大会
・6 月 26 日（日）開催予定。
◇長崎西海大会
・中止。
◇長与アクアスロン大会
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・8 月 11 日（木・山の日）開催予定。
９

トライアスロン保険の案内
自転車練習中の事故に対しては、保険に加入していると安心です。加害者になる場合
もあり、費用負担や相手方との交渉は大変な苦労です。練習会などでの事故は、本人ば
かりでなく、主催の地域協会等の責任を問われる場合もあります。県協会では、会員用
の自転車保険を用意しています。多くの皆さんの加入を望みます。4 月以降の途中から
の加入もできます。内容は、保険会社（代理店）に直接問い合わせてください。このほ
か、JTU はじめ、種々の自転車保険があるようですので、必ずいずれかの保険に加入いた
だくようお願いします。JTU のｽｲﾑ・ﾊﾞｲｸ・ﾗﾝ保険は、JTU の HP を参照ください。
○代理店（東京海上日動）：有限会社アクシスプラザ（担当:原田さん）
〒850-0854 長崎市銀屋町 1-10

１０

095-827-0007

県協会・地域協会からの各種お知らせ
県協会・地域協会からの練習会、審判講習会、市民体育大会などの開催は、県協会

HP でお知らせします。また、県内各大会や毎週日曜に合同練習をしている長崎市協会
のジュニア育成事業も県協会 HP にリンクしていますので、参照ください。
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