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2019 年４月７日 

2018年度活動報告 

1. 2018 年度活動方針と実績： 

(1)既存大会の維持と安全管理の向上 

既存大会としては、予定された９大会（記録会含む）の中で川越アクアスロンは日程の都合上、開催休止となったがその他は予

定通り開催した。安全管理について、１７年度にスイム事故が起きた彩の国大会においては、スイムコースの変更及び試泳の義務

化を実施してスイムは無事故で終了した。その他についてはバイクの単独落車などはあるものの開催した大会は全て無事に終了した。 

 

(2)包括的な選手強化（エリート、ジュニア、ロング、デュアスロン、パラ） 

・エリート…練習会 2 回、合宿 2 回（1 回は台風のため中止） 

・ジュニア…練習会 5 回、合宿 1 回 

・ロング、デュアスロン…練習会 1 回 

・パラ…開催なし 

 

(3)法人格取得に向けた組織づくり 

・理事（執行部）の入れ替え及び引き継ぎ作業 

・委員会活動 

・予算の確保 

 

 

2. 登録会員数と会費： 

２０１８年度は一般 886 名(内新規登録 156 名)、高校生 3 名、ジュニア 100 名 合計 989 名。 

 

なお、2019 年度会員数（3 月末時点）は、一般:約 647 名、高校生 1 名、ジュニア約 41 名、前年対比で▽3.6％の減少。 

全体としては、ここ数年続いていた会員数の微増傾向が終わり踊り場状態にある。 

今後当競技の魅力を強く訴える施策を打ち出さない限り、東京五輪以降の会員数の下降が懸念される。 

3. 主管大会/イベント等の実施・運営活動  

開催日時 大会・イベント名 対象 特記事項 

2018/06/03 彩の国・関東トライアスロン 

JTU 関東選手権 兼 埼玉県総

合体育大会 

一般 

選手権 

関東男子７６名（完走 61 名）、女子 21 名（完走 18 名）。彩の

国Ａ：114 名、Ｂ：120 名、Ｃ：46 名、高校生：14 名申込。バイ

ク事故 3 件（救急車要請）。事故防止のためのスイムコース変更、渡

良瀬遊水地の工事によるバイクコース変更を実施 

2018/07/07 チームケンズカップ アクアスロン in 西

武遊園地 

小学生～一般 運営チームケンズ、STU 主管事業 296 名参加 

2018/07/08 全国チャレンジ KIDS トライアスロン 小中学生 

一般チャレンジ 

チャレンジコースは学年別はやめて 4 コース選択制。39４名申込。368

名参加。353 名完走。次年度向けルール改善、募集方法、参加案内

等改正要 

2018/10/28 紅葉チャレンジトライアスロン・デュア

スロン in 北川辺大会 

小学生～一般 運営チームケンズ、数年ぶりに天候に恵まれる 
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4. 福井国体関連 

事前合宿： 9／22 日（土）～24 日（月・祝） 

選手+監督計４名、国体会場をコース下見、試走を実施 

福井国体：１０／７（日） 

男子監督：矢野龍太郎 男子選手:山下陽裕(ＳＴＵ、居住) 25 位 浅見拓音(学連神奈川、ふるさと) 56 位 

女子監督：飯田忠司 女子選手:川崎由理奈(ＳＴＵ、居住）27 位 吉尾桃子(学連埼玉、居住）17 位 

支援コーチ：谷本卓也 

 

5. その他 

・大会以外のイベント/講習会・練習会の恒常化により会員サービス向上を図った。 

  一般会員向けスイム練習会を毎月実施。参加者延べ約 200 人。 

  Ｊｒ．エリート合宿、Ｊｒ向けスイム講習会＋ラン講習会も別日程で実施 

  ドラフティング講習会、エリート向け練習会を複数回実施 

 

 ・審判員試験・更新講習会、及び、審判員有資格者全員対象の研修会の実施： 2 月の平日と日曜日の年 2 回実施 

 

・事務局住所の変更 

〒330-0072 埼玉県さいたま市浦和区領家 3-23-17 

スポーツバイクファクトリースズキ北浦和店内 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

2018/12/16 羽生水郷公園スーパ－スプリントデ

ュアスロン 

小学生～一般 セットレース 33 名（DNS 3 名）、ワンレース一般 21 名（DNS 4

名）、ワンレース小学生 51 名（DNS 5 名） 盛況に開催するも、昨

年比での参加者減、告知募集・大会内容など改善検討が必要 

2019/1/13 Calfman デュアスロンシリーズ北関

東ステージ  

小 学 生 ～ 一

般、エリート 

エリート 2８名（DNS 3 名）、エイジ 96 名（DNS 15 名）、ビギナ

ー 21 名（DNS 5 名）、ジュニア 13 名（DNS 3 名）キッズ 19 名

（DNS 1 名） 

2019/3/10 STU ロングディスタンスデュアスロン

記録会 

一般 130 名参加、春先の大会へ向けてのモチベーションアップとして、エントリー

開始 2 週間で定員に達する 

2019/3/31 JTU 認定記録会 エリート、一般、

ジュニア 

82 名エントリー 
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201９年 4 月７日 

 

２０１９年度埼玉県トライアスロン連合活動方針 

 

1. ２０１９年度活動方針:   

(1) 既存大会の維持と安全管理の向上と審判の育成と技術向上 

 

(2) 包括的な選手強化 

 

(3) トライアスロン競技の普及活動 

 

(4) 法人格取得に向けた組織づくり 

 

施策の展開方法  

1 について、安全に配慮した大会運営を目指して、参加者の満足度を高める大会サービスレベルの向上を図ります。 

2 について、国体 8 位入賞ならびに 2020 東京の「後」を見据え、エリート、ジュニア選手の育成を推進します。 

3 について、スイム練習会の複数会場で実施や、SNS 活用促進を行います。 

4 について、STU 運営に向けた適切な規定や組織作りを継続します。 

2. 主管/協力予定大会（詳細は決定次第 WEB サイトへ掲載します） 

2019 年度埼玉県トライアスロン連合主管大会（含 記録会） 

開催日 大会名 開催場所 

事務局 

大会の特徴など。 定員 参加費 

6/2（日）  彩の国・関東トライアス

ロンイン加須大会 

第 24 回関東選手権 

兼 埼玉県総合スポー

ツトライアスロン競技大

会 

 

茨城国体 埼玉県、

千葉県、栃木県、各

県代表選考会 

渡良瀬遊水地 

(本部:中央エント

ランス) 

JTU登録者。彩の国大会は

ウエットスーツ着用義務。

関東選手権は日本選手

権参加資格獲得のための

予選。 

ミドルタイプ(A)、オリンピ

ックタイプ(B)、スプリント

タ イプ (C) 各 100 名  

選手権は男女各 75 名 

(A) 16k

円 

(B) 13k

円 

(C) 11k

円 

但 し 高 校

生 3k 円 

( 選 手 権 ) 

14k 円 

7/6（土） チームケンズカップアクア

スロンイン西武園ゆうえ

んち大会 

西武園遊園地。

事務局:チームケン

ズ内 

初心者対象のアクアスロン大

会。 

スイムはプール利用。 

約 200～260 名 個 人 5.5

～4.5k 円 

ペア8k円、 

リレー・複合

11k 円 

7/7（日） 全国チャレンジ KIDS 

トライアスロン大会 

川越市川越水上

公園 

事務局： 

STU 事務局 

小中学生の初心者・中上

級者。及び保護者対象 

スイムはプール利用。 

主として保護者等一般対象

カテゴリー有り 

チャレンジコース 200 名  

快速コース 350 名 

一般(大人)チャレンジ

100 名 

チャレンジの

部 2k 円  

快 速 の 部

3.5k 円 

一 般 （ 保

護者等） 

チ ャ レ ン ジ

4k 円 
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10/27(日) 紅葉チャレンジトライア

スロン・ 

デュアスロン  

フェスティバル 

IN 加須 

渡良瀬遊水地(本

部:中央エントラン

ス) 

事務局：チームケ

ンズ内 

トライアスロン･デュアスロン同

時スタート。 

スイムはウエットスーツ着用義

務。 

約 500～700 名程度 ﾄ ﾗ ｲ ｱ ｽ ﾛ ﾝ

13k 円、 

ﾃ ﾞ ｭ ｱ ｽ ﾛ ﾝ

8k 円, 

小 学 生

2.5k 円,ﾘﾚ

ｰ 21k 円/ﾁ

ｰﾑ,高校生

3k 円 

12/8(日)  

 

羽生スーパースプリント

セ ッ ト デ ュ ア ス ロ ン

（SSDA）大会 

羽生水郷公園事

務局： 

STU 事務局 

小中学生～一般、初～上

級者。ドラフティング禁止。エ

アロバー使用禁止。 

本邦唯一の一般者が参加

できるセットレース 

小中学生 計 80 名 

一般 計 180 名 

一 般  8k

円 

高 校 生 

3k円 

小 中 学 生 

2k円 

1 月 （ 未

定） 

Calfman デュアスロン

シリーズ北関東ステー

ジ 

国設武蔵丘陵森

林公園 

中上級競技者中心の 

デュアスロン大会。 

ジュニア部門も併設 

エリート･一般(含む中

高生)・ジュニア  計約

300 名 

一般8K円,

小 中 生 ･

初 心 者

3.4K 円 ,

高 校 生

5K円 

3 月 8 日 STU ロングディスタンス

デュアスロン記録会 

渡良瀬遊水地(本

部:中央エントラン

ス) ： 

STU 事務局 

宮古島,ＩＭ,佐渡,宮古島

等のロング大会に向けた調

整確認の記録会 

130 名程度。 

（募集は 150 名程

度） 

3k円。但し

参加者全

員が運営

に 協 力 す

る 

さらに、川口わんぱく TA 大会(8 月下旬、主催川口市青年会議所、小 4～6 年生定員 300 人)の支援を積極的に行う。 

 

３．その他 

・JTU カード郵送取りやめ 

  郵送料負担を鑑みて WEB ダウンロード方式へ切り替え 

・メールマガジンの創刊準備 

 会員への大会・企画・イベントの周知強化 

・スイム練習会は 2 会場制へ 

狭山会場と川口会場での実施 

・大会・企画・イベントの参加費見直し 

 昨今の社会情勢により、自助努力では賄いきれない状態 

彩の国大会、ロングデュアスロン記録会は参加費値上げをするが、STU 会員割引制度を導入する 

羽生デュアスロンは参加費値下げをして、参加者の増加を図る 

 

以上 
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埼玉県トライアスロン連合 2018/4/1～2019/3/31(監査日2019/3/17）

前年度繰越 11,612,414 11,612,414 0

彩の国大会繰越 0 0 0

会費収入 2,733,000 2,876,500 143,500 2019年度分年会費1,313 ,900円含む

県体協等補助金 650,000 978,499 328,499 本会15万円、Jr20万円、強化188,000円、国体370,499円、彩・選7万円

大会関係収入 980,000 1,090,000 110,000
チャレンジKIDS7万円、紅葉チャレンジ25万円、カーフマン26万円
彩の国・選手権41万円、羽生ＳＳＤＡ10万円、

参加費収入 1,105,000 609,000 -496,000
スイム練習会72,000円、Jr練習会・合宿63,000、ドラフティング講習会4万円
ロングDA263,000円【認定記録会（2017年度171 ,000円）】・・・2019年度計上あり

審判員試験検定料 20,000 36,000 16,000 2種2,000円/9人　　3種1,000円/18人

物販収入 50,000 56,220 6,220 審判ウエアー16枚、キャップ13個　

その他収入 0 126,000 126,000 岩手国体障害補償制度（県体協）6,000円、  アワードパーティー12万円

各種預り金 0 0 0

通帳利息 0 90 90

収入計 5,538,000 5,772,309 234,309

収入累計 17,150,414 17,384,723 234,309

支出 予算 使用額 残額

JTU登録料 950,000 805,100 144,900 2019年度分356 ,600円含む

分担金 350,000 300,000 50,000 JTU5万円、県体協20万円、関東ブロック協議会5万円、

大会関係経費 （※1大会以外） 370,000 464,309 -94,309 謝礼（チャレンジKIDS・紅葉チャレンジ・カーフマン）402,000円、　大会関係諸雑費62,309円

大会補助金 0 70,000 -70,000 彩の国5万円、選手権トロフィー代2万円

大会赤字分補填 200,000 636,208 -436,208 彩の国・選手権183,826円、羽生ＳＳＤＡ452,382円

認定記録会経費 418,000 245,824 172,176 ２０１７年度分　　　　　            　２０１８年度分は２０１９年度で計上

ロングDA経費 310,000 330,439 -20,439 ２０１７年度分１０万円含む　　　２０１８年度分/２０１９年度計上あり

練習会等経費 790,000 223,270 566,730 スイム練習会（１１回）169,680円、ドラフティング講習会（２回）53,590円、

国体経費 675,000 613,079 61,921 福井国体　宿泊費113,108円、交通費256,151円、レースウエアー・ユニフォーム代165,456円　等

強化事業経費 265,000 574,976 -309,976 日本選手権（栄養費２万円/６名）12万円、練習会（3回)106,425円、合宿287,151円

ジュニア強化経費 480,000 371,651 108,349 練習会（５回）157,972円、合宿213,679円

ＪＴＵ審判員認定経費 18,000 29,150 -11,150 会場使用料、資料印刷代、講師謝礼

懇親会費 160,000 0 160,000 アワードパーティー2019年度計上

県体協会議等日当 50,000 42,000 8,000

事務局等運営経費 913,200 911,340 1,860 事務局費60万円、会計業務費18万円、インターネット維持・管理131,340円

通信費 372,000 114,798 257,202 郵便・宅急便、電話代　　　　　　(会員証送付２０１８年度分まで)

交際費 50,000 8,000 42,000 シンポジウム懇談会会費8,000円

交通費 50,000 191,620 -141,620 ２０１７年度81,100円分含む

印刷費 20,000 25,302 -5,302 会議資料等

会議費 24,000 20,093 3,907 会議室使用料等

支払手数料 2,800 0 2,800

大会器材購入費 300,000 14,453 285,547 竹箒3本、床水切りワイパー3本、ワイヤーネット（ゴミ箱）、ロープ

審判ウエアー・キャップ購入費 50,000 26,100 23,900 ウエアー５枚　キャップ２個

消耗品・備品費 10,000 2,139 7,861 インクジェット代

その他支出・返金 110,000 0 110,000

支出計 6,938,000 6,019,851 -918,149

収支計 -1,400,000 -247,542 1,152,458

残　　額 10,212,414 11,364,872 1,152,458

※1　大　会　収　支

大　会　名　 収　入 支　出 残　額

彩の国・関東選手権 4,755,500 4,939,326 -183,826

羽生ＳＳＤＡ 378,000 830,382 -452,382

次年度繰越 11,364,872

2018年度STU収支決算書

収入 予算 収入 増減 備考
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前年度繰越 11,364,872

会費収入 3,166,300 一般3,500円、団体一般3,000円、高校生1,000円、ジュニア300円

補助金 797,000 県・県スポーツ協会、関東ブロック協議会より

大会関係収入 1,005,000 主管料、大会負担分

参加費収入 1,589,700 スイム練習会、ジュニア合宿・練習会、ドラフティング講習会、ロングＤＡ練習会、認定記録会

審判員試験検定料 30,000 1種/3,000円、2種/2,000円、3種/1,000円

物販収入 30,000 審判員ウエアー　等

懇親会収入 280,000 アワードパーティー参加費 等

その他収入

各種預り金

通帳利息

収入計 6,898,000

収入累計 18,262,872

JTU登録料 882,100 一般1,000円、団体一般500円、高校生300円、ジュニア100円

分担金 300,000 ＪＴＵ，県スポーツ協会、関東ブロック協議会

大会関係経費（※1大会以外） 620,000 チャレンジＫＩＤＳ・紅葉チャレンジ・カーフマン謝礼、大会諸雑費

大会補助金 70,000 彩の国・選手権（県からの補助金・関東ブロック協議会からの選手権トロフィー代）

大会赤字分補填 100,000 羽生ＳＳＤＡ大会

認定記録会経費 488,410

ロングDA経費 423,200

練習会等経費 406,400 一般スイム練習会、ドラフティング講習会

国体経費 520,000 2019茨城国体

強化事業経費 860,000 エリート栄養費（日本選手権）、ロング/ＤＡ/パラ、国体関係練習会・合宿、関東合同合宿

ジュニア強化経費 580,000 練習会、合宿

ＪＴＵ審判員認定経費 38,000

懇親会費 720,000 アワードパーティー

日当 54,000 県スポーツ協会会議　等

事務局等運営経費 999,000 事務局、会計、各委員会、インターネット維持・管理費、メルマガ維持管理費

通信費 35,760 郵便・宅急便、電話

交際費 20,000 慶弔費用

調査費 240,000 法人化準備経費

交通費 102,000 理事会会議、関東ブロック協議会会議　等

印刷費 19,500 会議資料、申請書類　等

会議費 24,000 会議室使用料

支払手数料 2,060

大会器材購入費 50,000

審判ウエアー・キャップ購入費 63,720

消耗品・備品費 53,200 大会以外

その他支出

返金

支出計 7,671,350

収支計 -773,350 

残　額 10,591,522

ピンク色 部分は2018年度未収支分含む

支
出

収
　
　
　
入

項 目 予算額 内　　　訳

2019年度STU予算（案）
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2019 年度埼玉県トライアスロン連合(STU)役員名簿 

 

2019 年４月 7 日  

STU 役職 氏名 職業・STU/JTU 担当業務・資格 住所 

会 長 浅田 浩之 上柴クリニック医院長 深谷市 

副会長 垂石  清 ② 春日部市 

副会長 長村 昭男 ② 上尾市 

副会長 長谷 利孝 ①、JSPO、STU 主管大会実行委員長  北葛飾郡松伏町 

理事長 
強化委員長 

矢野 龍太郎 JSPO、JTU 指導者養成委員長 宮代町 

副理事長 
技術委員長 

今 雅利 ①、技術・審判担当、JTU 技術副委員長 さいたま市南区 

副理事長 飯田 忠司  JSPO、強化・指導・普及担当 三郷市 

理事 田上 英治 STU 事務局長 WEB/IT 担当 入間市 

理事 鈴木 卓史 ③、STU 事務局、普及担当 さいたま市浦和区 

理事 松澤 秀明 ②、STU 経理担当 東京都立川市 

理事 
総務委員長 

松澤 けさ美 STU 経理担当 東京都立川市 

理事 新井 正 ②、技術・審判担当 さいたま市中央区 

理事 岡野 常夫 ②、WEB/IT 担当 入間市 

理事 亀浜 小百合 ②、技術・審判担当、女子普及担当 東京都板橋区 

理事 北村 仁 初級、強化・指導・ジュニア普及担当、県体協委員 上尾市 

理事 柴本 靖史 ②、技術・審判担当 加須市 

理事 関根 範之 ②、大会運営担当、JTU 社員 熊谷市 

理事 高水 徹 ②、技術・審判担当 東京都練馬区 

普及委員長 阪田 光保 ②、基礎水泳指導員 志木市 

監事 高橋 肇 STU スポーツ医,③(高橋皮膚科医院：北本市) 上尾市 

監事 尾崎 毅 STU 担当弁護士 (山田尾崎法律事務所：港区) 越谷市 

※①：JTU１種審判員、②：JTU２種審判員、③：JTU３種審判員 

※JSPO：日本スポーツ協会指導員、中級：JTU 中級指導員、初級：JTU 初級指導員 

 

STU 事務局： 

 〒330-0072  

埼玉県さいたま市浦和区領家 3-23-17 

スポーツバイクファクトリースズキ北浦和店内 

048-883-7077(12:00～20:00 水曜日定休) 

info@stu-triathlon.com 

 

理事長：矢野龍太郎  事務局長：田上英治 
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