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第１号議案 2021年度事業報告書

Ⅰ．県内トライアスロン複合競技大会他への運営協力等

１．２０２１年度運営協力競技大会

1)大会名 恐羅漢ヴァーチカルレース

開催日 ：2021/ /（ ）

主催 ：恐羅漢ヴァーチカル実行委員会

県協会 ：PR、協力

会場 ：恐羅漢山

競技種目：雪上ランニング

＊中止

2）大会名 ひろしま恐羅漢トレイルin安芸太田

開催日 ：2021/10/24（日）

県協会 ：協力・㏚

3)大会名 大崎上島ＨＡＰＰＹトライアスロン

開催日 ：2021/06/13（日）

主 催 ：大崎上島ＨＡＰＰＹトライアスロン実行委員会

県協会 ：審判派遣

会 場 ：豊田郡大崎上島町大串外浜海水浴場とその周辺

競技種目：トライアスロン 距離 ：Ｓ 1.5km／ Ｂ 41.6km／ Ｒ 10km

＊大会中止

4)大会名 はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大会2021

開催日 ：2021/ /（ ）

主 催 ：はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大会 実行委員会

県協会 ：競技主管・審判派遣

会 場 ：廿日市市 宮島から吉和まで縦断

競技種目：トライアスロン

距離 Ｓ 2.5 km ／ Ｂ 55 km ／ Ｒ 20 km

＊大会中止

5)大会名 アクアスロンくらはし大会

開催日 ：2021/7/18（日）

主 催 ：アクアスロンくらはし実行委員会

県協会 ：審判派遣

会 場 ：呉市倉橋町桂浜

＊中止
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6)大会名 トライアスロンさぎしま大会

開催日 ：2021/ / （ ）

主 催 ：トライアスロンさぎしま大会実行委員会

県協会 ：協力・審判派遣

会 場 ：三原市 鷺浦町

競技種目：トライアスロン 距離 :Ｓ 1.5ｋｍ/ Ｂ 42ｋｍ / Ｒ 10ｋ

＊大会中止

7)大会名 安芸太田しわいマラソン2021

開催日 ：2021/9/19(日)

主 催 ： 安芸太田しわいマラソン実行委員会

会 場 ： 山県郡安芸太田町全域 （一部、北広島町を通過）

県協会 ： 協力・PR

＊大会中止

8)大会名 広島オープンウォータ―スイム㏌倉橋

開催日 ：2021/ / （ ）

主 催 ：（一社）広島県トライアスロン協会

会 場 ：呉市倉橋町本浦 桂浜海岸

県協会 ：主催

＊大会中止

9)大会名 せとうち福山-鞆の浦トライアスロン2021

開催日 : 2021/ / ( )

主 催 ：福山-鞆の浦トライアスロン実行委員会

県協会 ：協力・競技主管・審判派遣

会 場 ：福山市鞆の浦、グリーンライン、芦田川周辺

競技種目：トライアスロン51.5ｋｍ

＊大会中止

10)大会名 デュアスロン・ヒロシマ2021

開催日 ：2021/ / ( )

主 催 ：（一社）広島県トライアスロン協会

会 場 ：三原市本郷町 中央森林公園サイクリングコース

競技種目 ：デュアスロン

＊大会中止
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Ⅱ．審判・救命救急講習会開催及び県外大会審判支援

１.ＪＴＵ第１種・ＪＴＵ第2種・ＪＴＵ第3種審判資格認定試験・ＪＴＵ第１種・ＪＴＵ第2種・ＪＴＵ第

3種審判資格認定講習会・救命救急講習会・水上安全講習会

1)開催日：2021年 4月 4日（日） 広島会場 二葉公民館・WEB講習

対象 ： 広島県トライアスロン協会員6名、他1名

講師 ： 土生理事（第2種担当）・北村理事長（第3種担当）

概要 ： ２種新規 1名 ３種新規 3名・更新 3名

2)開催日：2021年 6月 15日（火）WEB講習

対象 ： 広島県トライアスロン協会員2名 他2名

講師 ： 北村理事長

概要 ： ３種新規 4名

3)開催日：2021 年 8月 7日（日）WEB講習

対象 ： 日本学生トライアスロン協会8名

講師 ： 西山理事

概要 ： ３種新規 8名

2021年度審判資格者数（１種4名・２種20名・３種48名）合計 ７２名

2021年 12月 31日現在

※ＪＴＵ公認審伴資格の優遇措置

未更新者の特別対応（1種・2種・3種共通）

（継続意志があれば、講習会受講などにより、同一レベル又は下位資格で復帰できる）

２.メディカル・水上安全活動

救急救命講習会を実施については、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響に伴い、対

象地域が全国に拡大されたことを受け、講習会等は中止する

３.県内外大会への審判員派遣

・ASTCアジアトライアスロンパラ選手権（2021/廿日市）（県内20名 県外（44名 SFTO含む）

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響により、必要最低限の審伴員で対応する。

※以後の県内大会への審伴員派遣については、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響

に伴い、対象地域が全国に拡大されたことを受け、大会開催が延期又は中止することとなり、審伴員の

派遣はありませんでした。

・アクアスロンくらはし大会 中止

・トライアスロンさぎしま大会 中止

・広島オープンウォータースイムin倉橋 中止

・大崎上島ジュニアトライアスロン 中止

・大崎上島HAPPYトライアスロン 中止

・はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大会2021（ウッドマン2021） 中止

・2021龍姫湖アクアスロンin温井ダム&パドラーズカップ 中止

・ビギナーズトライアスロンinグリーンピア2021 中止
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・せとうち福山ー鞆の浦トライアスロン2021 中止

・デュアスロン・ヒロシマ2021 中止

※県外大会への審判員派遣については、第 32 回オリンピック競技大会（2020/東京）へ国際審伴

員レベル 1 審判員 1 名以外は、県内大会派遣同様に大会の延期又は中止により派遣要請はありませ

んでした。

Ⅲ、国内外大会への代表参加選手の選定，推薦及び派遣＆強化育成事業

1) 大会へ選手及び役員派遣 （強化部）

A. 日本デュアスロン選手権男子 選手：松浦達也 結果：16/66位、

日本デュアスロン選手権男子 選手：谷本結太 結果：50/66位

2) 選手強化育成事業

夏季強化合宿（庄原） 2021年 8月 17日～19日

参加選手：松浦達也、谷本結太、櫟良晃大、東鼓太郎、吉﨑雄大、吉﨑帆南、内田煌之亮

指導者：長﨑隼太

※豪雨により中止

Ⅳ．競技普及会員拡大の為の練習会・記録会、クラブミーテング

１．6月、7月、8月に小中学生対象の「スーパージュニア発掘プロジェクト」と題としたスイム＆ラン、バ

イク＆ランの練習会を開催し、ジュニア選手の発掘を予定していたが、コロナウィルスの感染拡大により

中止。

２.県協会主催およびクラブ練習会

コロナウイルス感染症拡大により、県協会主催およびクラブ練習会は開催しなかった

３．クラブ関連

1）団体登録制度の実施

・コロナ禍で大会開催無く団体登録制度実施せず

2)大会運営協力 （各クラブの協力で、スタッフ派遣し運営協力）

・大会開催なし

3)クラブ会議

・未開催

Ⅴ．ＪＴＵ事業への協力

１. ＪＴＵ（日本トライアスロン連合）関連

1）ＪＴＵ社員総会に広島県社員北村欠席の為、岡山県社員に委任

期日：2021年 6月 22日(日) ※WEB会議（ZOOM）にて開催

2）ＪＴＵ中四国ブロック開催者会議に 理事3名(北村、大附、土生)
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期日：2021年 11月 20日(土) ※WEB会議（ZOOM）にて開催

Ⅵ．総務関連事業

１. 事務局

1）ＪＴＵ新規会員登録及び継続登録手続き

2021年度会員登録合計 270名(341) ※()内は2020年度人数

内訳： 男子246(315) 女子24(26) / 継続 232(307)新規38(34)、

/一般264(337)、ジュニア3(2) 高校生 3(2)

2)総会・理事会の開催

開催日 内容 場所 出席

3月 6日(土) 2021年度第28回総会
グリーンアリーナ会

議室及びWEB会議
20名

1月 31日（日） 第1回理事会 WEB会議・二葉公民館 10名

3月 28日（日） 第2回理事会 WEB会議・二葉公民館 8名

5月 30日（日） 第3回理事会 WEB会議 7名

7月 25日（日） 第4回理事会 WEB会議 9名

9月 26日（日） 第5回理事会 WEB会議 8名

11月 28日(日) 第 6回理事会 WEB会議・二葉公民館 9名

２.広報活動 （トライアスロン競技に関する相談や大会・練習会等の情報提供）

1) トライアスロンに関する情報の発信

・県協会ホームページ、フェースブックを運営し，下記のような情報をリアルタイムに発信

・トライアスロン情報の掲載（協会イベント，県内外大会要項及びリザルトなど）

・協会主催の大会ならびに練習会のオンライン申込受付

ＪＴＵニュースを中心に大会情報をメールマガジン（E-Mail）で発信

・新鮮なニュースを素早く協会会員に届ける目的で今後も活用したい。

・協会ホームページのスマートホン対応化の推進ならびにセキュリティの強化

2) 県内関連大会に関する情報の発信

・要望に応じて“スイム、ラン、バイク”に関連する大会に関しても協会ホームページならびにフェー

スブック、メールマガジンを活用して県内開催のスポーツ競技全体を盛り上げるための活動を推進す

る。

Ⅶ．その他

１.重点施策および特筆すべき活動、事象など

1)大会の開催を予定している大会実行委員会との連携を強化し、大会運営に協力していく。

２. 現在抱えている課題点・問題点

1）協会活動にあてがえる時間が理事ごとに隔たりがあるため協会行事への取組みに偏りが生じる。

2）協会役員の世代交代を加速していくためにリーダシップが取れる理事の育成が急務。

3）ＪＴＵ会員数減少のため、法人化を活かした新たな収益や企業協賛、助成金や寄付の確保。
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4）協会の更なる活性化を進めるため、女性理事、女性役員の更なる登用の促進。

5）コロナウイルス感染症の収束が見えない中、広島県内の大会への開催地からの協力が得にくい状況が

続くと予想されるため、選手自らがボランティア、審判、ライフセーバーとして大会に主体的に関わる

事が必要とされる。



第1号議案　２０２１年度　会計報告
一般会計 2021.1.1～2021.12.31

収入の部 予算 決算 支出の部 予算 決算

会費収入 2,126,200 1,403,200 ＪＴＵ関連費 782,000 452,100

　　一般会員(5,300×263名） 2,120,000 1,393,900   ＪＴＵ会員登録費 522,000 264,200

　　高校生（1,800×3名） 3,600 5,400 　ＪＴＵ会員登録受付手数料 80,700

　　ジュニア(1,300×3名） 2,600 3,900   ＪＴＵ社員負担金 50,000 50,000

　ＪＴＵ関連会議 50,000

  中国ブロック会員登録費 100,000 47,200

  中国ブロック負担金 10,000 10,000

  中国ブロック会議 50,000 0

事務局 225,500 32,005 事務局費 1,221,000 713,861

　名刺理事負担分 25,000 4,000 　通信費 30,000 15,243

　県体協 200,000 28,000 　会議費 20,000 7,370

　その他（利息他） 500 5 　郵送費 100,000 66,179

　消耗品費 20,000 20,021

　振込み手数料 30,000 6,195

　交通費 100,000 126,402

　慶弔費　　　　 10,000 0

　図書費 10,000

　県体協会費 20,000 50,000

　役員活動費（名刺代含む） 70,000 2,860

　家賃 696,000 384,312

　水道光熱費 30,000 12,879

　租税公課 85,000 21,000

法人登記料・委託料 1,400

広報費 220,000 151,426

　HP運用費（サーバー代） 120,000 105,600

　HP更新製作費 20,000 11,000

　広報費 80,000 34,826

大会関連事業 1,100,000 0 大会事業費 1,000,000 38,500

　大会協力収入（宮島他） 100,000 0 　大会経費（宮島大会他） 100,000 38,500

　大会主催収入　ﾃﾞｭｱｽﾛﾝ他 1,000,000 0 　大会主催経費　ﾃﾞｭｱｽﾛﾝ他 900,000 0

強化普及事業 600,000 0 強化普及事業 750,000 49,475

　記録会・練習会 100,000 0 　記録会・練習会 150,000 49,475

　強化収入 200,000 　強化費 250,000

　普及収入 300,000 0 　普及費 350,000 0

国体支援 300,000 0 国体支援 350,000 85,140

技術審判事業 270,000 40,000 技術審判経費 280,000 39,840

　試験講習会受講料 20,000 18,000 　審判試験・講習会費 30,000 16,990

　審判ｳｴｱ･ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ販売 50,000 22,000 　審判ウエア他購入費 50,000 22,850

　 審判事業収入 200,000 0 　審判派遣費 200,000 0

備品購入費　　 30,000 15,638

大会運営対策費(新規・存続) 100,000

予備費 224,054 0

当期収入合計 4,621,700 1,475,205 当期支出合計 4,957,054 1,545,980

前期繰越金 335,354 332,043 次期繰越金 0 261,268

収入合計 4,957,054 1,807,248 支出合計 4,957,054 1,807,248

特別会計

定額貯金 0

前期繰越金 3,014,000

一般会計より 0

一般会計へ 0

収入合計 3,014,000

-　7　-



広島県 トライアスロン協会規約に基づき、2021年度の会計監査を行った結果、収支計算書、

会計関係書類、現金、預金通帳、適正に処理されていることを確認 しました。

2022年 2月 11日
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第２号議案 2022年度 役 員（案）

１ 役 員

役 職 名 氏 名 担 当 職 務 大会責任者

名 誉 会 長 亀井 清光

会 長 吉田 俊夫 代 表

理 事 長 北村 格一 全体統括
宮島, 広島ﾃﾞｭｱ

ｽﾛﾝ

副 会 長 川堀 耕史 会長補佐兼渉外・安全管理

副 会 長 広中 利次 普及部部長 クラブ・ボランティア担当 HappyJr，ｸﾗﾌﾞM

副 会 長 藤原 泰基 副事務局長、会員管理、広報（HP、FB担当）普及部兼務

副 理 事 長 宇田 泰稔 大会運営部部長 福山

副 理 事 長 三宅 泰雄 事務局長 広報（メールマガジン担当） 広島OWS

副 理 事 長 長崎 隼太 強化国体部部長 事務局兼務 認定記録会

理 事 萩原 真美 会計担当 普及部兼務 福山

理 事 大附 邦彦 審判部部長

理 事 土生 幸次 審判部 学生担当兼務
さぎしま・倉

橋・Happy

理 事 西山 紀章 審判部 普及部兼務 HappyJr

理 事 藤野 真人 強化国体部副部長

理 事 佐藤 哲朗 強化国体部 普及部兼務

理 事 河本 明子 大会運営部 水上安全管理

理 事 栂野 翔也 強化国体部 普及部兼務

理 事 今村 智子 大会運営部 水上安全管理

監 事 乾 広美

２ 顧問・参与・参事

役 職 名 氏 名 所 属・業 務

顧 問 林 正夫 元広島県県議会議員

顧 問 桒田 博正 弁護士(広島シティ法律事務所)

参 事 川本 正行 強化・普及アドバイザー

参 事 谷口 薫 大会運営アドバイザー

参 与 津野瀬 武久

参 与 吉村 光俊



顧問／林　正夫（広島県県議会議員）

　　　　  弁護士　桒田博正（広島シティ法律事務所）

参事／川本　正行（強化・普及アドバイザ―）

　　　　  谷口　薫（大会運営アドバイザ―）

参与／津野瀬　武久

　　　　  吉村　光俊

2022年度（令和4年）

一般社団法人　広島トライアスロン協会

組織図

名誉会長

会　　長

亀井　清光

吉田　俊夫

副会長

川堀　耕史

広中　利次

藤原　泰基

監　　事 乾　広美

理事長

北村　格一

（全体統括）

副理事長

理　　事

宇田　泰稔

三宅　泰雄

長崎　隼太

土生　幸次

大附　邦彦

藤野　真人

佐藤　哲朗

河本　明子

今村　智子

西山　紀章

萩原　真美

栂野  翔也

理事会

（年６回位）

運営委員会

（年２回位）

事務局

★三宅　泰雄

☆藤原　泰基

  　萩原　真美     

大会運営部 技術部

★宇田　泰稔

安全管理部

川堀　耕史

河本　明子

今村　智子

★大附　邦彦　　　　   
土生　幸次

西山　紀章

★長崎　隼太

☆藤野　真人

    佐藤　哲朗

    栂野  翔也

★広中　利次

     

★部長☆副部長

総　　務 （　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　

（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　

（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　

（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　

（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　

審判部

強化・国体

普及部
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第３号議案 ２０２２年度事業計画（案）

会員サービスのより一層の充実により会員増を計るとともに、トライアスリート自らの協力者を増やし、永続

的かつより活発な大会開催へとつなげる。そのためには県内各クラブと連携し、地域でのより積極的な活動を

推進します。

■本年度は規約に基づいた次の事業を推進します。

Ⅰ. 県内トライアスロン複合競技大会等への運営・協力・支援事業

１．県内１１大会の開催協力及び支援

1)大会名 恐羅漢ヴァーチカルレース2022

開催日 ：2022/ / (日）

県協会 ：協力・PR・・・・・・・大会中止

2)大会名 ひろしま恐羅漢トレイルin安芸太田

開催日 ：2022/10/23(日)

県協会 ：協力・PR

3)大会名 大崎上島HAPPYトライアスロン

開催日 ：2022/6/12(日）

県協会 ：協賛・審判派遣

4)大会名 はつかいち縦断 みやじま国際パワートライアスロン大会2022

開催日 ：2022/ / （日）

県協会 ：協力・競技主管・審判派遣・・・・大会中止

5)大会名 アクアスロンくらはし大会

開催日 ：2022/7/17(日）

県協会 ：審判派遣

7)大会名 トライアスロンさぎしま大会

開催日 ：2022/8/28（日）

県協会 ：協力・審判派遣

8)大会名 安芸太田しわいマラソン2022

開催日 ：2022/9/18（日）

県協会 ：協力・PR

9)大会名 広島オープンウォータースイムin倉橋

開催日 ：2022/ / (日) 日程検討中

県協会 ：主催

10)大会名 せとうち 福山-鞆の浦トライアスロン2022

開催日 ：2022/ / ( )

県協会 ：協力・競技主管・審判派遣 ・・・・大会中止

11)大会名 デュアスロン・ヒロシマ2022

開催日 ：2022/11/6(日）

県協会 ：主催

２．その他の大会、主催・競技後援・協力など

※2022年度の大会開催状況により対応を検討する。

３.選手強化育成及び国内外大会への代表選手選考推薦及び派遣

1) 国体、中国ブロック選手権，日本選手権並びにＪＴＵエリート大会への選手選考・推薦・派遣

・国民体育大会予選会へ選手・役員派遣

・第77回国民体育大会トライアスロン競技（栃木国体）へ選手・役員・監督・スポーツトレーナー派遣

2) ジュニア，キッズトライアリートの強化育成

・第24回日本U15・U19トライアスロン選手権（2022/長良川）へ選手・役員派遣 ※大会開催時
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3) 選手強化育成事業

・中国ブロック夏季ジュニア強化キャンプへ派遣 ※開催時

・中国ブロック春季ジュニア強化キャンプへ派遣 ※開催時

４．トライアスロン競技普及、会員の拡大（クラブ主催練習会/イベント等へ後援及び支援）

1) 専門員(審判員・指導員)による協会の協力組織を作り、運営の強化

2) トライアスロンクラブを通じた会員相互の交流や普及・強化の促進

3) クラブ代表者会議を通じた会員の全県化での交流促進

4) ＪＴＵ団体登録の導入を促進し、協会活動の活性化と大会運営強化

5) ＪＴＵセミナーフォーラム委員会主催の講習会に会員の派遣（自費）

6) クラブ・協会主催練習会支援（OWS講習会、バイク練習会、ラン講習会など）

7) クラブに所属しないＪＴＵ会員のためのスキルアップ講習会の開催

8) トライアスロン未経験者がトライアスロンに取り組むきっかけとなる講習会の開催

５．トライアスロンに関する情報の発信

1) メールマガジンやフェイスブックでのスピーディーな情報発信

2) ホームページによる最新情報の提供 http://www.hiroshima-tri.jp/

６．審判・救命救急講習会開催及ＪＴＵ公認資格指導者資格取得養成

1) ＪＴＵ初級指導者講習会への会員の派遣（自費）

2) ＪＴＵ中級指導者講習会派遣並びに日体協トライスロン指導員の養成、講師の派遣

3) ＪＴＵ公認審判員資格認定試験の開催 （随時開催予定）

4) ＪＴＵ公認審判員資格更新講習会の開催 （随時開催予定）

5) 日赤救急法・水上安全法講習 （随時開催予定）

6) 県内及び県外主要大会への理事及び審判員の派遣

７．ＪＴＵ事業への協力

1) ＪＴＵの運営及び事業への役員（社員）の派遣

2) ＪＴＵの推進する事業への参画

3）ＪＴＵの主催する各種研修会への参加

4）中国ブロック協議会への参画

5) ＪＴＵトライアスロンフォーラム(東京)への派遣

８．その他，本会の目的を達成するために必要な事業

1) 一般社団法人福山トライアスロン協会との連携継続

2) 各部の下部組織、委員会組織の充実 専門家を含め多彩な人材を集める

3）WEB会議環境の整備等IT化を推進



第３号議案　２０２２年度　予算計画（案）

一般会計 2022.1.1～2022.12.31

収入の部 予算 決算 支出の部 予算 決算

会費収入 1,331,200 1,403,200 ＪＴＵ関連費 537,000 452,100

　　一般会員(5,300×250名） 1,325,000 1,393,900   ＪＴＵ会員登録費 250,800 264,200

　　高校生(1,800×2名） 3,600 5,400   ＪＴＵ会員登録受付手数料 76,200 80,700

　　ジュニア（1,300×2名） 2,600 3,900   ＪＴＵ社員負担金 50,000 50,000

　ＪＴＵ関連会議 50,000 0

  中国ブロック会員登録費 50,000 47,200

  中国ブロック負担金 10,000 10,000

  中国ブロック会議 50,000 0

事務局 205,000 32,005 事務局費 645,000 713,861

　名刺理事負担分 5,000 4,000 　通信費 30,000 15,243

　県体協 200,000 28,000 　会議費 20,000 7,370

　その他（利息他） 0 5 　郵送費 100,000 66,179

　消耗品費 20,000 20,021

　振込み手数料 30,000 6,195

　交通費 100,000 126,402

　慶弔費　　　　 10,000 0

　図書費 10,000 0

　県体協会費 20,000 50,000

　役員活動費（名刺代含む） 70,000 2,860

　家賃 150,000 384,312

　水道光熱費 0 12,879

　租税公課 85,000 21,000

法人登記料・委託料 0 1,400

広報費 220,000 151,426

　HP運用費（サーバー代） 120,000 105,600

　HP更新製作費 20,000 11,000

　広報費 80,000 34,826

大会関連事業 1,100,000 0 大会事業費 1,000,000 38,500

　大会協力収入（宮島他） 100,000 0 　大会経費（宮島大会他） 100,000 38,500

　大会主催収入　ﾃﾞｭｱｽﾛﾝ他 1,000,000 0 　大会主催経費　ﾃﾞｭｱｽﾛﾝ他 900,000 0

強化普及事業 600,000 0 強化普及事業 750,000 49,745

　記録会・練習会 100,000 0 　記録会・練習会 150,000 49,745

　強化収入 200,000 0 　強化費 250,000 0

　普及収入 300,000 0 　普及費 350,000 0

国体支援 300,000 0 国体支援 350,000 85,140

技術審判事業 270,000 40,000 技術審判経費 280,000 39,840

　試験講習会受講料 20,000 18,000 　審判試験・講習会費 30,000 16,990

　審判ｳｴｱ･ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ販売 50,000 22,000 　審判ウエア他購入費 50,000 22,850

　 審判事業収入 200,000 0 　審判派遣費 200,000 0

備品購入費　　 30,000 15,638

大会運営対策費(新規・存続) 100,000 0

予備費 150,000 0

当期収入合計 3,806,200 1,475,205 当期支出合計 4,062,000 1,545,980

前期繰越金 261,268 332,043 次期繰越金 0 261,268

収入合計 4,067,468 1,807,248 支出合計 4,062,000 1,807,248

特別会計

定額貯金 0

前期繰越金 3,014,000

一般会計より 0

一般会計へ 0

収入合計 3,014,000

-　12　-
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2022 年 3 月 5日

一般社団法人広島県トライアスロン協会 第 29 回総会資料

理事長 北村 格一

冠省

平素は広島県トライアスロン協会の運営に対し、色々とご協力、ご支援を賜り厚く御

礼申し上げます。

一昨年に引き続き、昨年も、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、広島県で

のほとんどの大会が中止を余儀なくされた一年でした。

この状況の中でも 2021 年 4 月には、廿日市市でＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権

2021 が開催され、参加された皆様にコロナウイルス感染症対策ガイドラインを守って頂

きながら、無事に大会を終える事ができました。

今年も新型コロナウイルスの収束が見通せない状況が続き、日常生活に制限を強いら

れる中ですが、将来には収束をむかえる時がくると信じています。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、アスリートの皆様か

ら喜ばれる講習会や勉強会等を定期的に開催し、トライアスロンが安全に行える環境づ

くりに貢献していきたいと考えておりますので、協会からのメール、ホームページ、フ

ェイスブックにご注目頂きたいです。

■「広島県トライアスロン協会の指針」

□「会員の動向」

・ＪＴＵ 登録者 2021 年度 341 名（男性 314 名・女性 27 名）

・女性登録者を増やしたい→理事・指導者・審判員・女性国体監督になって欲しい。

・将来 1,000 人を越える登録者数を目指したい。

□「県協会主催のスイム安全講習会・バイク練習会及び講習会（セミナー）・勉強会の充実」

・海上スイム安全講習会を定期的に開催していきたい。

・トライアスロンレベルアップセミナーの定期的な開催。

・ライフセーバー講習会、日本赤十字社の救急法・水上安全法の講習会参加を広く呼びか

け、会員の資格取得を勧めて行きたい。

□「2022 年栃木県 那須塩原市 いちご一会とちぎ国体に向けて」

・強化指定選手の発掘・育成・強化。

・ ITU（国際審判員）の審判資格取得を広く勧めてゆく。

また、同様にＪＴＵ審判資格者、特に 1 種・ 2種資格者を増やしたい。

・パラトライアスロン大会のＳＥＡの育成。
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・ＩＴＵクラシファイヤー資格 現在、本郷アスリートクラブ佐藤哲朗氏のみ

・強化指定選手の発掘・育成・強化。

・ＪＴＵ指導者資格取得を広く勧めてゆく。現在、初級 9 名、中級 1 名（日体協指導者 9

名）

□「広島県トライアスロン協会のメール、ホームページ、フェイスブック」

協会を取り巻く情報やトライアスロンに関するニュースを的確かつスピーディーに会員

の皆様にお知らせいたします。

最期に、広島県トライアスロン協会が行う行事（特に大会運営・審判・記録会・清掃

等々）に対し、応援、支援をする人材を広く求めております。各部会の委員になって頂

き、年間を通じ、是非共ご活躍をして頂きたいと思います。

トライアスロン競技は、まだまだ発展途上にあり、また今後は、新型コロナウイルス

感染拡大防止対策を行いながら競技を行う必要があります。広島県トライアスロン協会

は、会員サービスを第一と考え、また会員皆様のご協力を得て、広島県唯一のトライア

スロン競技団体として、さらなる発展をして行きたいと考えております。

どうぞ、より一層のご支援を宜しくお願いいたします。

以上



2022年度　(一社）広島県トライアスロン協会　　トライアスロン、デュアスロン、関連複合競技大会表

　 大会運営部

開催日 大会名称 主催者 開催地 競技内容 県協会 備考

未定 恐羅漢ヴァーチカルレース2022 恐羅漢ヴァーチカル実行委員会 山県郡安芸太田町 ラン1.6km+3.2km 協力

6月12日 （日） 大崎上島HAPPYトライアスロン 大崎上島HAPPYトライアスロン実行委員会豊田郡大崎上島 トライアスロン51.5ｋｍ 審判派遣

7月17日 （日） アクアスロンくらはし大会 アクアスロンくらはし実行委員会 呉市倉橋町 スイム、ラン 審判派遣

8月28日 （日） トライアスロンさぎしま大会 トライアスロンさぎしま大会実行委員会 三原市鷺浦町 トライアスロン51.5ｋｍ 審判派遣・協力

(日）
広島オープンウォータースイムin
倉橋

（一社）広島県トライアスロン協会 呉市倉橋町 オープンウォータースイム 主催
日程調整中

（複合競技化検討中）

9月18日 （日） 安芸太田しわいマラソン2022 安芸太田しわいマラソン実行委員会 山県郡安芸太田町 ラン100ｋｍ他 協力

10月23日 (日）
ひろしま恐羅漢トレイルin安芸太

田
ひろしま恐羅漢トレイル実行委員会 山県郡安芸太田町 ラン82ｋｍ他 後援

11月6日 （日） デュアスロン・ヒロシマ2022 （一社）広島県トライアスロン協会 三原市本郷町 ラン、バイク、ラン 主催

（日）
はつかいち縦断みやじま国際パ
ワートライアスロン大会2022

はつかいち縦断みやじま国際パワートラ
イアスロン大会実行委員会

廿日市市 競技主管 大会中止

（日）
せとうち福山-鞆の浦トライアス

ロン2022
福山-鞆の浦トライアスロン大会実行委員会福山市 トライアスロン51.5ｋｍ 競技主管 大会中止
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広島県 トライアスロン 協会財産目録一覧 （２０２２年総会用）

No. 対　　象 備　品　内　容 規格／サイズ メーカー名 数量 購買単価 購買金額 購買時期 配置場所 備　　　　　　考

1 事務局 県協会旗 横144ｃｍＸ縦 73ｃｍ　 1 事務局

2 事務局 法人印 1 理事長

3 事務局 角印 1 事務局

4 事務局 ＵＳＢ４ＧＢ（事務局データ用） 3 事務局

5 事務局 県協会横印（名称住所電話ＵＲＬ） 1 事務局 旧印鑑

6 事務局 プラボックス 大 1 事務局

7 事務局 プラボックス（金銭管理ケース） 小 1 事務局

8 事務局 パーソナルラミネ －タラミボックス Ｗ470ｘＤ123ＸＨ87 ナカバヤシ（株 ） 1 \8,990  \8,990  2010年度 事務局

9 事務局 ラミネ－ ティングフィルム 　 307ｘ430　残9枚 LAXIS 1 \1,155  \1,155  2010年度 事務局

10 事務局
事務局用パソコン ＋ワクチンソフト +WIMAX
ル-ター

ラップトップPC 東芝＋トレンドマイクロ +NEC 各1 \104 ,601 \104 ,601 2012年度 事務局

11 事務局 USB2.0 手動切替機（プリンター 切り替え用） サンワサプライ 1 \3,080 \3,080 2012年度 事務局

12 事務局 書類BOX（２０１５年度までの 資料関係） 2 事務局

13 事務局 プリペイド 携帯電話 ソフトバンク 1 事務局

14 事務局 県協会２０周年記念の ポロシャツ Ｌ 3 事務局

15 事務局 県協会２０周年記念の ポロシャツ Ｍ 2 事務局

16 事務局 背面県協会マーク入りウインドブレーカ- ブルー MIZUNO 9 事務局

17 事務局 受付用ワンタッチテント ブルー 1 \ 12,947 \12, 947 2019/9 事務局 太田川ＯＷＳ にて購入

18 事務局 ハードディスク（PC接続　画像保管用） 1 \ 15,638 \15, 638 2019/9 事務局 太田川ＯＷＳ にて購入

19 審 　　　判 審判ベスト(黄色） フリー 4 事務局 主に 資格２種用

20 審 　　　判 審判ベスト(オレンジ色） フリー 16 事務局 主に 資格３種用

21 審 　　　判 審判ベスト(白色メッシュ） フリー 4 事務局

22 審 　　　判 審判ビブス（ピンク色メッシュ） フリー 13 事務局 (大３枚 、小10 枚)

23 審 　　　判 ミニジェットホーン 株式会社ニッコー 2 事務局 スイムスタート 用

24 審 　　　判 ストップウオッチ
システムウオッチ
SVAS005

セイコー 2 \11, 635 \23, 270 2013/ 8/20 事務局

25 審 　　　判 ストップウオッチ
デジタルストップウ
オッチHS44/ HS47

シチズン 1 \1,040 \1,040 2013/ 8/20 事務局

26 審 　　　判 ストップウオッチプリンター
システムウオッチ
用プリンター

SVAZ001

セイコー 2 \11, 300 \22, 600 2013/ 8/20 事務局

27 審　　　判 拡声器（ハンズフリー）ブラック ER-1000 BK TOA(ティオーエー） 1 \16, 800 \16, 800 2012/ 10/6 事務局

28 審　　　判 メガホン 1 事務局

29 審　　　判 メガホン（防滴　３W） ER-1103 TOA(ティオーエー） 1 \5,733 \5,733 2012/ 10/9 事務局

30 審　　　判 広島県協会ビブス（黄色 ）　 49 2012/ 5/11 事務局 事務局49枚

31 審　　　判 スイムキャップ 29 事務局
事務局シリコン 6枚

          メッシュ 23枚

32 審　　　判 ストップウォッチ 2 故障

33 審　　　判 タッパー（上半身のみ） 黒色 /S VOLCOM 1 ウェットスーツ NG見本用

34 審　　　判 水温計 1

35 審　　　判 クリップボード（書類バインダー） A4サイズ 11

36 審　　　判 JTU競技規則ルールブック2019年版 50 \1,080 \ 54,000 2019/2/1

37 水上安全 ライフスレッド一式　2008年購入 ワフー社製 1 \241 ,132  \241 ,132  2008年度 事務局

38 水上安全 ライフスレッド一式　2010年購入 ワフー社製 2 \485 ,625  \485 ,625  2010年度 事務局

39 水上安全 トランシーバー ＦＴＨ－１０８ 8 \13, 800 \110,400 2010年度 事務局

40 水上安全 トランシーバー充電器 ＶＡＣ－１０７ 4 \5,600 \22, 400 2010年度 事務局

41 水上安全 トランシーバー充電器アダプター 4 2010年度 事務局

42 水上安全 トランシーバー防水ケース 3 \2,240 \6,721 2018/6/6 事務局
配送・手数料　3,241円

本体　3480円

43 事務局 海上ブイ プラスチモ 1 \34, 900 \34, 900 2019年度 事務局 広島OWSにて購入

44 事務局 スピーカー 東芝 1 \14, 297 \14, 297 2019年度 事務局 広島OWSにて購入

45 事務局 ワイヤレスマイク Ankuka 1 \3,299 \3,299 2019年度 事務局 広島OWSにて購入

佐伯さん、佐伯さん、
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広島県トライアスロン協会備品（消耗品）一覧

No. 対　　象 備　品　内　容 規格／サイズ メーカー名 数量 購買単価 購買金額 購買時期 配置場所 備　　　　　　考

1 事務局 事務用品（封筒セロテープなど）一式 事務局

1 事務局 教則本　「トライアスロンをはじめよう」 Ｂ５ 32ページ ＪＴＵ　2001/7/6発行 90 事務局 老朽化のため破棄予定

1 事務局
教則本　「トライアスロンにチャレンジしよう」　　　　　　
中学生のためのトライアスロンテキスト

Ｂ５　１５ページ ＪＴＵ 76 事務局 老朽化のため破棄予定

1 事務局
VHS　「トライアスロンにチャレンジしよう」　　　　　　 
中学生のためのトライアスロンテキスト

VHS ＪＴＵ 11 事務局 老朽化のため破棄予定

1 事務局
教則本　「トライアスロンにチャレンジしよう」　　　　　　
教師編

Ｂ５　２３ページ ＪＴＵ 20 事務局 老朽化のため破棄予定

1 事務局
教則本　「たのしいトライアスロン」　　　　　　　　　　　
小学生の体力向上のために　教師編

Ｂ５　１５ページ ＪＴＵ 4 事務局 老朽化のため破棄予定

1 事務局 ジュニア選手の健康管理マニュアル　その２ Ａ５　６１ページ 広島県体育協会 2 事務局 老朽化のため破棄予定

1 事務局 ジュニア選手の健康管理マニュアル　その3 Ａ５　７１ページ 広島県体育協会 2 事務局 老朽化のため破棄予定

1 事務局 トライアスロン2010　ＪＴＵMagazine B5 ＪＴＵ 90 事務局 老朽化のため破棄予定

2 デュアスロン デュアスロンヒロシマ　レースＮＯ　（詳細別ファイル）横21ｃｍＸ縦14ｃｍ　黄色 146 事務局 老朽化のため破棄予定

2 デュアスロン ポリエチレンテープ　 幅５ｃｍｘ５００ｍ　青 1 事務局 老朽化のため破棄予定

2 デュアスロン ポリエチレンテープ　 幅５ｃｍｘ５００ｍ　黄、 1 事務局 老朽化のため破棄予定

2 デュアスロン ポリエチレンテープ　 幅５ｃｍｘ５００ｍ　緑　 1 事務局 老朽化のため破棄予定

2 デュアスロン 布粘着テープ 50ｍｍｘ25ｍ 1 事務局 老朽化のため破棄予定

2 デュアスロン ひも付きビニール袋 横39ｃｍＸ縦47ｃｍ　黄/青シマノ 30 事務局 老朽化のため破棄予定

2 デュアスロン 安全ピン 事務局

2 デュアスロン 45Ｌごみ袋 事務局

2 デュアスロン 事務用品（マジックなど一式） 事務局

2 デュアスロン 安全ピン Ｎ０．０サイズ 1000 事務局

2 デュアスロン 紙コップ 500 事務局 老朽化のため破棄予定

3 審　　　判 背中表示『男子トップ』 布製/WH=25・20cm 2 事務局 老朽化のため破棄予定

3 審　　　判 背中表示『女子トップ』 布製/WH=25・20cm 2 事務局 老朽化のため破棄予定

3 審　　　判 背中表示『最終』 布製/WH=25・20cm 1 事務局 老朽化のため破棄予定

3 審　　　判 ホイッスル 金属製 72 事務局 老朽化のため破棄予定

3 審　　　判 布粘着テープ（白ライン用） 5cｍｘ25ｍ 5 事務局 老朽化のため破棄予定

3 審　　　判 ルールブック WH=11・15cm ＪＴＵ 0 事務局 老朽化のため破棄予定

4 その他 景品用ウエストポーチ 2 事務局 老朽化のため破棄予定

4 その他 景品用スイムキャップ 20 事務局 老朽化のため破棄予定
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