
実施月日 　　事　業　名 　場　所 　　　　備　　考
11月21日 JTU理事会・報告会 青森県青森市 平成27年度 
12月1日 岩城法務大臣就任祝賀会参加 東京都渋谷 蒲生会長ほか3名
1月10日 七ヶ浜復興祈念３時間耐久ﾗﾝｲﾝ台原 宮城県仙台市
1月31日 心肺蘇生法講習会 宮城県仙台市 10名参加高橋（伊）
2月21日 ＪＴＵ公認審判員試験 各県同時開催 第二種・第三種
3月5日 理事・委員長・主催者合同会議 宮城県仙台市
3月19~21 指導者講習会　中級 山形県酒田市 加藤・青山・高橋
3月20日 認定記録会 秋田市
3月27日 認定記録会　 酒田市
4月10日 認定記録会 福島県白河市
5月29日 認定記録会 宮城県柴田町
6月4日 認定記録会 青森市
6月4日 ドラフテｲング講習会 福島市 あづま運動公園
6月5日 第27回新歓ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 長井市
6月11日 第31回日本海ﾄﾗｲｱｽﾛﾝおしんﾚ-ｽ 山形県酒田市 第1回アクアスロン大会
6月12日 山形県選手権・サ－キット第1戦 山形県酒田市 ちびっこｱｸｱｽﾛﾝ大会
7月3日 宮城国際ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ仙台ﾍﾞｲ七ヶ浜大会 宮城県七ヶ浜町 サ－キット第2戦
7月10日 第32回長井トライアスロン大会 山形県長井市 サ－キット第3戦
7月17日 秋田ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ芭蕉ﾚｰｽ象潟大会 秋田県にかほ市 サ－キット第4戦　
7月17日 東北県別対抗戦 秋田県にかほ市 秋田ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ芭蕉ﾚｰｽ象潟大会
7月17日 ｻﾝｾｯﾄﾋﾞ-ﾁﾄﾗｲｱｽﾛﾝ温海大会 鶴岡市温海町 今回は、休会大会でした。
7月31日 鰺ヶ沢トライアスロン大会 青森県鰺ケ沢町 白神杯・サ－キット第5戦
8月20日 ビギナ－トライアスロン教室 福島県猪苗代町
8月21日 第18回ｳﾂｸｼﾏﾄﾗｲｱｽﾛﾝｉｎあいづ 福島県猪苗代町 サ－キット第６戦
9月4日 第31会阿武隈川ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会 福島県会津地方 東北女子選手権サ－キット第7戦
9月11日 ｷｯｽﾞ&ﾚﾃﾞｲｽアクアスロン大会 福島県矢祭町
9月11~19 東北国体選手合同合宿 福島県福島市 あづま運動公園
9月26日 第10回ﾐﾆﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大会in会津大学 福島県会津若松市

10月2日 2016希望郷いわて国体 岩手県釜石市
10月16日 森吉四季美湖ｶﾇ-ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾌﾟﾚ大会 秋田県北秋田市
10月30日 認定記録会 秋田市
11月6日 あずまﾁﾞｭｱｽﾛﾝin福島大会 福島県福島市 サ－キット第8戦

10月20日 ﾁﾞｭｱｽﾛﾝinいわき大会 福島県いわき市 サ－キット第9戦

10月30日 認定記録会 福島県白河市
9月19日 グルバ－さがえﾄﾗｲｱｽﾛﾝプレ大会 山形県寒河江市

山形県トライアスロン協会平成28年度活動報告

山形県トライアスロン協会総会次第  平成 29 年.4.1 ヤマコービル７F 

・開会の辞 

・議長選出 

・議長挨拶 

・挨拶 

・総会議事 

第１号議案    平成 28 年度事業報告並びに決算承認について(国体結果報告含む) 

第２号議案    山形県トライアスロン協会役員改選について 

第３号議案    平成 29 年度事業計画並びに収支予算設定について 

・その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年度一般会計収支決算書
収入の部

科　　　　目 予算金額 決算金額 増減 適　　用
県協会費 450,000 304,736 145,264
前年繰越金 84,448 84,448 0
大会協賛金 50,000 40,000 10,000
役員分担金 150,000 115,000 35,000
雑収入＋審判会計 200 75,634 -75,434
川合基金 220,000 -220,000
県体協強化費 50,000 453,550 -403,550
合　　　計 784,648 1,293,368 -508,720

..
支出の部

科　　　　　目 予算額 決算金額 増減 適　用
ＪＴＵ選手登録料 110,000 42,700 67,300 　
山形県体育協会分担金 50,000 50,324 -324 　
ＪＴＵ評議員分担金 50,000 50,648 -648 　
山形県ｽﾎﾟ-ﾂ振興基金 5,000 0 5,000 　
ＪＴＵ東北ブロック分担金 34,000 51,048 -17,048 　

150,000 729,482 -579,482 国体対策費として
60,000 74,814 -14,814 東北Ｂ会議交通費

162,742 -12,742 各種講習会等
0 0 事務経費・渉外費等

総会費 10,000 0 10,000 年度・臨時総会
会議費 10,000 0 10,000 各種会議等
通信費 65,000 54,422 10,578 電話．ＦａＸ・WEB.郵便等
印刷費 10,000 400 9,600 資料・コピー等
雑　費 648 0 648
予備費 80,000 0 80,000

合　　　計 784,648 1,216,580 -431,932
 

繰越金 76,788

活 動 費　　

事 務 局 費　 150,000

 

 

 

(監査報告) 

山形県トライアスロン協会      会長 蒲生光男殿                                                                                    

 平成 28 年１月１0 日、山形県トライアスロン協会 28 年度の会計簿・伝票・通帳につい

て監査した結果について、適正に処理されていましたので報告いたします。 

会計監査 高 橋  満 印 

                               高橋日出子 印 

 

 

 

 

 

 



平成 29年度事業計画（案） 

                                                                                                

当協会は今回で平成 28年度第 29回総会を迎えることとなりました。これも一重に、会
員皆様方の厚いご支援ご協力の賜と深く感謝しております。このたびの総会を契機に一層
の質的生活文化の向上と本競技の発展と地域の活性化に役立ちたいと考えております。 

 さて、トライアスロン競技も 2020 年東京・オリンピック大会に向けて、世界のトライ
アスリートや関係団体が選手強化と若手育成に動き出しております。また、2018 年には、
福井国体に向けたトライアスロン競技に、山形県協会から男女 2 名代表選手を育成する事
になりました。山形県トライアスロン協会も微力ながら、トライアスロン競技発展と選手
強化育成のパイプ役として、試行錯誤しながらも運営努力をして参ります。 未来の子ど
も達に将来のため、先輩トライアスリートとして、競技の場を作り、正しい指導を伝え育
成していく事が我々の役目と理解しております。どうぞその事をお汲み取りお頂き、今後
とも積極的な参画とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。  

 

 
山形県トライアスロン協会事業計画 

１：【財務体制の確立】 
① 山形県トライアスロン協会会員の、新規・継続を 300 名登録会員数に規模拡大計画 

登録方法の変更:原則として WEB 登録に統一する。但し、団体登録については従来通り
とするも、登録期限を 6 月末日とする。 

② 山形県トライアスロン協会に対して、トライアスロン・デﾕアスロン各大会より協力金
の拠出依頼 (ジュニア選手育成資金として使用) 

③ 山形県トライアスロン協会役員より役員分担金の依頼  
④ 賛助会員・協力団体・法人の募集等  

 
２：【県協会組織体制の強化と事業計画】 
①  県内各大会主催者・大会関係者との山形県協会役員・理事・各支部関係強化 
② ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞの有効活用による県内各支部組織強化推進 
③ 山形県選手権の開催地を酒田大会にする。 
    みなと酒田トライアスロンおしんレース大会       6 月 25 日（日） 
  長井トライアスロン大会                           7 月 9 日（日） 
    鶴岡市温海ｻﾝｾｯﾄ ﾋﾞｰﾁトライアスロン大会           未定 

グレバ－さがえ トライアスロン大会                    5 月 27～２８日 
⑤ 2018 年福井国体に向けた山形県選手強化育成計画  川合本部長より 
 （みなと酒田トライアスロンおしんレース大会を山形県代表選手選考大会と致します。） 

⑥ ＪＴＵ公認第２種上級・２種・３種審判員講習会・試験の実施  荒木技術部長より 
   ＪＴＵ公認第２種上級・２種・３種審判員講習会・試験の実施  2 月 26 日 
  ＪＴＵ公認指導者講習会                3 月 18 日～19 日 

ＪＴＵ公認認定記録                  3 月 26 日  
 ＊県内各大会へ審判員派遣支援体制の実施。 

 
2017 年度ＪＴＵ東北ブロック協議会事業計画 

１．第１9回東北トライアスロンサーキット戦の開催 
２．第 17 回東北トライアスロン選手権の開催 おしん大会 
３．ＪＴＵ公認第２種．３種審判員講習会・検定試験 2 月 26 日山形県は酒田市予定 
４．ＪＴＵ連絡担当員（総務・普及・強化・女子・広報・審判・環境）積極的な活動 
５．ＪＴＵ主催 2017 年度 北海道・東北ブロック強化指定選手「認定記録会」各県開催 

山形県協会支援 酒田市光が丘運動公園 温水プ－ル・陸上競技場 3月 26 日開催 
６ ＪＴＵ主催初級指導者養成講習会の開催 2017 年は、3月１８～１９日程調整中   
７．ＪＴＵ登録会員拡大・講習会・講演会の開催   
＊ 理事は、総会時に必ず出席の事。「代理出席は認めない、委任状の提出は承認。 



平成 28 年現在山形県トライアスロン協会役員    平成２8年 4月 2日 
顧 問     
会 長    ：蒲生 光男   
副会長    ：高橋 光広  副会長：根本 元    副会長：川合 正和   
副会長     ：加藤 彰     
副会長兼務事務局長  ：高橋伊万夫  
理事長    ：皆川 清彦  副理事長 ：青山 栄一   
理  事    ：大串 肇    理 事 ：荒木 茂   理 事 ：松永 政和  
理 事   ：芳賀 欣一  理 事  ：斉藤 宏      理 事 ：渡辺 瑞樹   
理 事    :温海支部 事務局長 
監 事   ：高橋満・高橋日出子  
支部長  
：南 承治 山形支部 ：加藤 彰 庄内支部長兼務 
：深沢則仁 長井支部 ：温海支部 (      ) 川合正和 米沢支部兼 
：齋藤 宏  新庄支部 
：女子委員会委員長  堀 友理恵(ＪＴＵ東北ブロック女子委員会委員) 
＊ 役員・支部長は、総会時に必ず出席の事。「代理出席は認めない、委任状の提出は認める。」 

科　　目 予算額 前年決算額 増減 備　　考
県協会費 450,000 304,736 145,264 登録会費
前年度繰越金 76,788 84,448 -7,660
大会協賛金 60,000 40,000 20,000 各大会より
役員分担金 315,000 115,000 200,000 会長・副会長・理事分担金
雑収入 200 75,634 -75,434 利息等
寄付金 0 220,000 -220,000
県体育協会選手強化費 50,000 453,550 -403,550

合　　計 951,988 1,293,368 -341,380
支出の部

科　　目 予算額 前年決算額 増減 備　　考
JTU会員登録料 110,000 42,700 67,300 登録人数分
山形県体育協会分担金 50,000 50,324 -324
JTU社員分担金 50,000 50,648 -648
ｽﾎﾟ-ﾂ・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ基金 5,000 0 5,000
JTU東北ﾌﾞﾛｯｸ分担金 34,000 51,048 -17,048
活動費 50,000 74,814 -24,814  県協会各種活動・交通費等
国体対策費 84,000 729,482 -645,482 選手強化費宿泊・交通費等

150,000 162,742 -12,742  各種講習会・渉外・消耗品
0 ・送金手数料

総会費 10,000 0 10,000
会議費 10,000 0 10,000
通信費 65,000 54,422 10,578  電話代・Fax・郵券代等
印刷費 10,000 400 9,600
雑費 186 0 186
予備費 323,802 0 323,802

合　　計 951,988 1,216,580 -264,592

収入の部　　　　　　　平成29年度一般会計予算書

事務局費

 

 

 

 

 

《情     報》 

１：JTU 強化指定認定記録会 20１7 年３月 26日 

 会場  山形県光が丘運動公園  主催 ：（社）日本トライアスロン連合 

 協力 ：山形県トライアスロン協会   申込先：（社）日本トライアスロン連合 

Tel 03-5469-5401 Fax 03-5469-54032                      

：2017 年開催日程調整中 JTU 東北ブロック主催者トライアスロン・初級指導者講習会 酒田市で


