
2021 年度第 1 回港区トライアスロン連合理事会 次第 

 

日時）12/6（月）19:30～  20:00 

場所）公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）事務局 会議室 

   東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2JSOS ビル 7 階 708 号 

 

進行：大塚副会長 

 

1．開会宣言 

 

2．出席者確認 

 

3．議長・議事録作成者・議事録承認者 

 

4．議案事項 

4－1）2020 事業報告・決算報告・監査報告 

4－2）2021 事業計画・予算案・組織案 

4－3）その他 

 

 

 

資料） 

＊2020 年度事業報告書・ 

＊2021 年度事業計画書 

＊2020 年度収支決算書 

＊2020 年度監事監査報告書 

＊2021 年度予算 

＊2020 年度役員名簿 

＊2021 年度役員案 

 

 

 



【港区トライアスロン連合 2020 年度（令和 2 年度）事業報告】 

4 月：  港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、理事会、定時総会の開催 

5 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

Zwift を活用した Tour of Aotora 2020 の開催（5/3～6：Zwift/Zoom） 

トラメシ栄養セミナー：「自宅でケアする食事と栄養」の開催（5/23：Zoom） 

6 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

 芝公園スタジオでのインドアバイクレッスン再開（青山トライアスロン倶楽部） 

港区スポーツセンターでのスイム練習再開 

青トラトライアスロンキャンプ in 桐花園（6/20～21：相模原市） 

トライアスリートのための栄養セミナー「トラメシ」Zoomセミナーの開催（6/28：協力 JTU） 

7 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、理事会の開催 

 葛西海浜公園西なぎさ海水浴体験へのお台場ライフセービングクラブとして協力（7/19～8/31） 

青トラサマーキャンプ in 桐花園開催（7/18-19：相模原市） 

 伊豆大島合宿の開催（7/31-8/2：青山トライアスロン倶楽部） 

8 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

 葛西海浜公園西なぎさ海水浴体験へのお台場ライフセービングクラブとして協力（7/19～8/31） 

 港区トライアスロン教室入門編 in お台場学園開催（8/9） 

 青トラサマーキャンプ in GMO アスリーツパーク湯ノ丸開催（8/28-30：長野県東御市） 

9 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

10 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、理事会の開催 

港区ジュニアトライアスロン教室の開催（10/3:お台場学園） 

長水路でのスイム練習会（10-11 月全 7 回：日本スポーツ協会助成事業） 

11 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

 宮古島トレーニングキャンプの開催（11/20-23：沖縄県宮古島市） 

 第 58 回渋谷区区陸上競技大会参加小学 3 年生男子 100m3 位・4 位入賞（11/22：駒沢陸上競技場） 

 秋の短期水泳教室開催（11/28～29 港南小学校：日本スポーツ協会助成事業） 

12 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

 港区ジュニアトライアスロン教室の開催（12/5:お台場学園） 

1 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、理事会の開催 

 青トラキッズウィンターキャンプ in 下総フレンンドリーパークの開催（1/6-7） 

短期水泳教室@赤坂小学校開催（1-3 月全 10 回 赤坂小学校） 

2 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

 港区ジュニアトライアスロン教室の開催（2/14:御成門中学校） 

 

3 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

奄美大島トレーニングキャンプの開催（3/5-8：鹿児島県奄美市） 

 第 9 回港区アクアスロン開催（3/20：ラン＜豊洲ぐるり公園＞、スイム＜お台場学園＞） 

 

※4-11 月までの Zoom オンラインレッスン（日本スポーツ協会助成事業） 

（フィジカルトレーニング、シャドースイム、バランスボール、ドライランド、ボディメイクワークアウト、 

ペダリング、zwift トレーニング他） 

 



 

【港区トライアスロン連合 2021 年度（令和 3 年度）事業計画】 

4 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、執行部会の開催、理事会、定時総会の開催 

  芝公園スタジオでのインドアバイクレッスンスタート（青山トライアスロン倶楽部） 

 八景島オーシャンスイム練習会の開催（4/3） 

青トラスプリングキャンプ in 南房総開催（4/24-25：南房総市） 

伊豆大島合宿の開催（4/28-5/1：青山トライアスロン倶楽部） 

短期水泳教室 in 高松中・赤坂小（4-6 月）※いずれも途中中止 

5 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

 トライアスリートのためのメンタル Zoom セミナーの開催（5/22：協力 JTU） 

6 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、執行部会、理事会の開催 

    青トラスプリングキャンプ#2 in 南房総開催（6/5-6：南房総市） 

7月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、理事会の開催 

  青トラサマーキャンプ in 桐花園開催（7/18-19：相模原市） 

  葛西海浜公園西なぎさ海水浴体験ライフガード（7/19-8/30：お台場ライフセービングクラブ） 

8 月：  港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、執行部会の開催 

 港区トライアスロン教室入門編 in お台場開催（8/9） 

青トラサマーキャンプ in 河口湖開催（8/8-9：山梨県南都留郡） 

短期水泳教室 in 港南小（8/17-19） 

港区ジュニアトライアスロン教室 in 青南小学校（8/31）※中止 

9 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、理事会の開催 

青トラキッズサマーキャンプ in 桐花園開催（9/11-12：相模原市） 

  青トラサマーキャンプ in GMO アスリーツ湯ノ丸開催（9/18-20：長野県東御市） 

10 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、執行部会、理事会の開催 

 港区ジュニアトライアスロン教室の開催（10/23:セガサミースポーツアリーナ） 

 九十九里トライアスロンツアー（10/30-31：青山トライアスロン倶楽部） 

11 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

 第 26 回日本トライアスロン選手権への協力（11/8 お台場） 

宮古島トライアスロンキャンプの開催（11/19～21：沖縄県宮古島市） 

第 59 回渋谷区区陸上競技大会参加（11/21：駒沢陸上競技場） 

CTU デュアスロン送迎・応援（11/23：下総フレンドリーパーク） 

12 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、執行部会の開催 

 羽生バイク＆ラン送迎・応援（12/5：羽生水上公園） 

 港区ジュニアトライアスロン教室（調整中） 

1 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、理事会の開催 

2 月：  港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部）、執行部会の開催 

 港区ジュニアトライアスロン教室（調整中） 

3 月： 港区内での普及活動（毎月：青山トライアスロン倶楽部） 

第 10 回港区アクアスロン開催（3/20：ラン＜豊洲ぐるり公園＞、スイム＜お台場学園＞） 



議事録   

1 

港区トライアスロン連合 

会議名 ：2020年度第 1回港区トライアスロン連合理事会  

日 時：2021年 12月 6日(月)19:30～20:00／場所：日本トライアスロン連合（JTU）事務局 会議室 

    新宿区霞ヶ丘町 4-2 JSOSビル 7F 708号 

出席者(敬称略)：池田こうじ、大塚眞一郎、関口秀之、谷川真由子、奥村哲男 

（計 5名） 

■ 議長、議事録作成者の選任 

 大塚港区トライアスロン連合副会長の進行のもと、池田港区トライアスロン連合会長に本会議の

議長とすることに、出席者全員により承認され、また議事録作成者を関口理事長とすることが出席者全

員により承認され、議事が進められた。 

 

■ 報告・検討事項 

1. 2020年度事業報告・決算報告・監査報告。別紙の通り、本理事会にて承認。 

 関口理事長より事業・決算報告、奥村監事より監査報告が行われた。 

 

2. 新役員の承認 

 関口理事長より、追加理事・スタッフ案の提示。出席者全員により、住友淑恵理事が新任として

理事に承認された。 

 

3. 2021年度事業計画・予算案 

 関口理事長より、別紙のとおり報告され、本理事会で承認。 

 

4. その他（中長期計画、法人格取得ほか） 

 大塚副会長より、今年度 TMTUは小田原会長より大村会長に引き継がれ運営されており、来年度の

組織改編時には、TMTU 理事も視野に入れてしっかりと港区トライアスロン連合をマネジメントして

いくことを期待します。JTUも理事の 4割を女性にするべく組織改革をしています。港区トライアス

ロン連合も、さらに女性理事が増えました。これにより、さらなる活発な活動および法人化に向け

た検討・準備をお願いします。お台場に東京 2020オリパラを記念した道路名称の導入が進められて

います。さらに、プール施設のある東京海洋大学（アクアスロン大会等）、ニュー山王ホテル（在日

米軍施設）、都民の城（旧子供の城）との連携について検討を進めてください。 

 池田会長より、行政とのさらなる連携、来年度新たに港区スポーツセンター隣に開設される芝浜

小学校でのトライアスロン普及活動など推進していきましょう。一般社団法人化には専門家の協力

を経て予算のやりくりを検討しましょう。2022年 5月ないしは 6月に総会および役員会を実施し、

2021年度の事業報告決算と 2022年度の事業予算計画の審議を行い、適切な開催時期の改善をはかる

ようにしていく。 

 奥村監事より、JCとの連携や関口理事長の負担減となる体制をぜひ検討ください。 

関口理事長より、オリンピックレガシーに繋がる各事業を推進していく提案がありました。（お台

場海浜公園での Tri-Park 事業、お台場オーシャンスイムフェスティバル（港区アクアスロン含む）、

お台場ライフセービングクラブ、早朝スイム環境整備、自転車天国（お台場、芝公園、品川埠頭等）。 

 以上 



項目 収入 支出 備考

・前年度繰越金 34,335

・東京都トライアスロン連合補助金 366,800 【2019年】184,800円＋【2018年】182,000円

・東京都トライアスロン連合大会開催助成金 15,300

・港区体育協会事業奨励費 34,800

・港区体育協会大会助成金 50,000

・港区体育協会大会祝い金 10,000

・港区体育協会講習会助成金 25,000

・港区トライアスロン教室入門編inお台場 215,050

・港区アクアスロン 6,600 MTU会員は無料

・港区ジュニアトライアスロン教室 232,994

・普及啓発事業（定期練習） 0 青山トライアスロン倶楽部の協力により実施

・日本スポーツ協会助成金 632,000

・賛助会費 0

・雑収入 18,700

・借入 0

収入計 1,641,579

・加盟料（体育協会分担金） 134,400

・東京都トライアスロン連合正会員費 4,000

・会議費 0

・雑役務費（業務委託） 208,760 港区トライアスロン教室入門編inお台場

101,200 ジュニアトライアスロン教室

・雑役務費（振込手数料含む） 352,528

・諸謝金 366,827

・旅費 7,348

・借料 91,638

・消耗品費 128,944

・通信運搬費 67,300

・立替経費 2,980

・備品費（メダル代含む） 86,578

・租税公課 0

・雑費 0

支出計 1,552,503

次年度繰越金 89,076

2020年度　港区トライアスロン連合収支決算書





港区トライアスロン連合　役員名簿  

2020年10月16日～2021年総会まで

役職 氏名 フリガナ

会長 池田　こうじ イケダ　コウジ

副会長 七戸　淳 ヒチノヘ　ジュン

副会長 大塚　眞一郎 オオツカ　シンイチロウ

理事長 関口　秀之 セキグチ　ヒデユキ

副理事長 岡島　茂樹 オカジマ　シゲキ

理事 竹之隈　昌樹 タケノクマ　マサキ

理事 谷川真由子 タニカワマユコ

理事 北川麻利奈 キタガワマリナ

監事 奥村　哲男 オクムラテツオ

顧問

顧問

事務局長兼会計 吉野　功哉 ヨシノカツヤ



港区トライアスロン連合　理事・役員案 

2021年12月6日～2022年総会まで

役職 氏名 フリガナ

会長 池田　こうじ イケダ　コウジ

副会長 七戸　淳 ヒチノヘ　ジュン

副会長 大塚　眞一郎 オオツカ　シンイチロウ

理事長 関口　秀之 セキグチ　ヒデユキ

副理事長 岡島　茂樹 オカジマ　シゲキ

理事 竹之隈　昌樹 タケノクマ　マサキ

理事 谷川 真由子 タニカワマユコ

理事 北川麻利奈 キタガワマリナ

理事 住友 淑恵 スミトモヨシエ

監事 奥村　哲男 オクムラテツオ

顧問

顧問

事務局長兼会計 吉野　功哉 ヨシノカツヤ



2020年度決算＆2021年度予算
収入の部

項目 本年度（A) 前年度（B) 差異（A)-(B) 備考
前年度繰越金 89,076 34,335 54,741
会費・入会金 0 0 0
　　正会員会費 0 0 0
　　賛助会員会費 0 0 0
補助金収入 241,700 1,129,400 -255,700

　　東京都トライアスロン連合補助金 119,500 366,800 -247,300
500円×239人（2020年度）
正会員年会費4000円控除

　　東京都トライアスロン連合補助金 6,000 15,300 -8,400 大会開催補助300円×人数
　　港区体育協会事業奨励費 34,800 34,800 0 港区アクアスロン
　　港区体育協会大会助成金 50,000 50,000 0 港区アクアスロン
　　港区体育協会講習会助成金 25,000 25,000 0
　　港区体育協会祝い金 10,000 10,000 0 港区アクアスロン
　　日本スポーツ協会助成金 0 632,000 -632,000
事業収入 739,068 739,068 -412,140
　　港区トライアスロン教室入門編 0 215,050 -215,050 コロナ禍で中止
　　港区トライアスロン教室実践編 in お台場 0 0 -215,050 コロナ禍で中止
　　港区トライアスロン&スイム教室/ｱｸｱﾌｨｰﾙﾄﾞ芝公園OWS 0 0 -321,000 コロナ禍で中止
　　お台場オーシャンスイムフェスティバル 0 0 0 オリパラのため休止
　　港区アクアスロン大会（ぐるり公園＆お台場学園） 144,000 6,600 137,400 主催事業
　　港区ジュニアトライアスロン教室 298,000 232,994 65,006 体協委託事業
　　その他事業収入 0 0 0
雑収入 0 18,700 -18,700

　合　　　　　　計 1,069,844 1,921,503 -851,659

支出の部
項　　　　目 本年度（A) 前年度（B) 差異（A)-(B) 備考

分担金
　　体育協会分担金 30,000 30,000 0 101名以上30,000円
　　体育協会会費 42,300 104,400 -62,100 300円/人×141人
東京都トライアスロン連合正会員費 4,000 4,000 0
雑役務費（事業費）
　　港区トライアスロン教室入門編 in お台場 0 208,760 -208,760
　　港区トライアスロン&スイム教室/ｱｸｱﾌｨｰﾙﾄﾞ芝公園OWS 0 0 0
　　お台場オーシャンスイムフェスティバル 0 0 0
　　港区アクアスロン大会 50,000 0 50,000
　　港区ジュニアトライアスロン教室 298,000 101,200 196,800
　　その他事業 0 0 0
　　講習会 50,000 0 50,000
雑役務費（その他事業、および振込手数料） 100,000 352,528 50,000
諸謝金 100,000 366,827
旅費 0 7,348
借料 100,000 91,638 MFクラウド年間利用料42,962円含む

消耗品費 10,000 128,944
通信運搬費 10,000 67,300
会議費 25,000 0
経費 100,000 2,980
備品費（メダル代含む） 30,000 86,578
租税公課 0 0
雑費 20,544 0
予備費 100,000 0

合　　　　　計 1,069,844 1,552,503 -482,659


