
（社）東京都トライアスロン連合 
20１0 年度第２回通常総会／２０１１年度第１回通常総会議事録 

 
１．日時：２０１１年６月２５日 １８：００～１８：４０ 

２．場所： アジアン・グリル （渋谷区渋谷 2-14-13 岡崎ビル B1） 

３．出席状況 

正会員現在数３３名  定足数１７名 

出席者：西岡真一郎、宮地由文、北村文俊、名雪正義、浜田裕一、吉野たけし、 

    有賀秀典、山内 彰、松本伸也                以上９名 

代理出席者：関口秀之(港区)、行川敏正(大田区)、相馬俊雄(江戸川区)  以上３名 

書面による表決者： 具志堅勉、有馬祐尚、柳沼憲宏、岸 英隆、鈴木信之、高橋正典、 

大西喜代一、田口耕二、平川 清、鬼塚三男、宗田恵世子、岡部弘善、 

山倉和彦、平山一郎                以上１４名   

委任状による者 ：                        ０名 

同席者：則井克己、大村真人、野田朋芳、川添 勝、井口大介、木村卓司、福渡 純 

４．議事事項 

第１号議案   ２０１１年度事業計画書 

第２号議案   ２０１１年度収支予算書 

第３号議案   一般社団法人方針への移行について 

第４号議案   役員等の選任について 

第５号議案   正会員の承認について 

５．議事の経過および結果 

（１）開会 ： 司会者、理事 吉野たけしが開会を宣言した。 

（２）成立確認 ：理事 野田朋芳 

 代理人を含む出席者１２名、書面による表決者１２名、合わせて２６名で、社団法人東京都

トライアスロン連合（以下都連という）定款２４条の規定に基づき定足数１７名以上を満た

しているため、本総会は成立している。 

（３）会長挨拶 ： 会長 西岡真一郎が、東京都体育協会加盟と一般社団法人への移行を最重

点課題として新理事会体制のもと邁進する、との挨拶を行った。 

（４）議長及び議事録署名人の選出 
  都連 定款２２条の規定に基づき出席正会員の互選により宮地由文を議長に選出し、 

議長席に着いたのち出席者の同意を得て、本総会の書記に北村文俊、議事録署名人に 

西岡真一郎、有賀秀典の２名を選任し議事に入った。 

 

（５）第１号議案  ２０１１年度事業計画書 

  理事 木村卓司より提案があった。 

 議論 

  西岡会長より、東京・江戸前トライアスロン大会については東日本大震災のため 2011年

度はやむなく中止となったが、2012 年 6 月の開催を目指して 2011 年度から準備に入る旨、



発言があった。 

議決：出席者賛成１１名、書面による表決者１４名、 

賛成総数２５名、反対 ０名。 

都連 定款２５条の規定に基づき出席者の過半数１３名を満たしており可決された。 

 

（６）第２号議案  ２０１１年度収支予算書 

理事 大村真人より提案があった。その中で、都体協加盟、一般社団移行、未加盟組織

推進等の活動経費も予算化しているとの説明があった。 

議決：出席者賛成１１名、書面による表決者１４名、 

賛成総数２５名、反対 ０名。 

都連 定款２５条の規定に基づき出席者の過半数１３名を満たしており可決された。 

 

（７）第３号議案   一般社団法人への移行について 

理事 北村文俊より提案があった。提案の際、囲みの参考資料中「(正会員数の 3/4 の賛

成が必要)」の字句削除の修正がなされた。 

議決：出席者賛成１１名、書面による表決者１４名、 

賛成総数２５名、反対 ０名。 

都連 定款２５条の規定に基づき出席者の過半数１３名を満たしており可決された。 

 

（８）第４号議案  役員等の承認について 

    理事長 則井克己より提案があった。 

議論： 

質問 将来の方向のイメージ、および実務重視という説明が、理事候補案と結びつか

ない。 

答弁 日本のトライアスロン界における都連の役割を果たすため、また今まで都連に

ない方策を引き出すために、日本トライアスロン連合で活躍中の方に入っていただいた。 

議決：出席者賛成１１名、書面による表決者１４名、 

賛成総数２５名、反対 ０名。 

都連 定款２５条の規定に基づき出席者の過半数１３名を満たしており可決された。 

 

（９）第５号議案  正会員の承認について 

理事 北村文俊より議案と、「正会員 関口秀之(港区トライアスロン連合、大塚眞一郎

氏の交代) 」追加の提案があった。 

議決：出席者賛成１１名、書面による表決者１４名、 

賛成総数２５名、反対 ０名。 

都連 定款２５条の規定に基づき出席者の過半数１３名を満たしており可決された。 

 

閉会 

議長が自らの解任を宣言した。 



 

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり 

署名押印する。 

         ２０１１年６月２５日 

 

            議長     宮地由文            印 

 

            議事録署名人 西岡真一郎           印 

  

            議事録署名人 有賀秀典            印 



（社）東京都トライアスロン連合２０１１年度第１回通常総会議事録 
 
１．日時：２０１１年６月２５日 １８：４０～１９：１０ 

２．場所： アジアン・グリル （渋谷区渋谷 2-14-13 岡崎ビル B1） 

３．出席正会員現在数 ３３名  定足数 １７名 

出席者：西岡真一郎、宮地由文、北村文俊、名雪正義、浜田裕一、吉野たけし、 

    有賀秀典、山内 彰、松本伸也                以上９名 

代理出席者：関口秀之(港区)、行川敏正(大田区)、相馬俊雄(江戸川区)  以上３名 

書面による表決者：具志堅勉、有馬祐尚、柳沼憲宏、岸 英隆、鈴木信之、高橋正典、 

大西喜代一、田口耕二、平川 清、鬼塚三男、宗田恵世子、岡部弘善、 

山倉和彦、平山一郎                以上１４名   

委任状による者 ：                        ０名 

同席者：則井克己、大村真人、野田朋芳、川添 勝、井口大介、木村卓司、福渡 純、 

４．議事事項 

第１号議案   ２０１０年度事業報告書 

第２号議案   ２０１０年度収支予算書 

５．議事の経過および結果 

（１）開会 ： 司会の理事 吉野たけしが開会を宣言した。 

（２）成立確認 ： 理事 野田朋芳 

 代理人を含む出席者１２名、書面による表決者１２名、合わせて２６名で、社団法人東京

都トライアスロン連合（以下都連という）定款２４条の規定に基づき定足数１７名以上を満

たしているため、本総会は成立している。 

（３）議長及び議事録署名人の選出 
  都連 定款２２条の規定に基づき出席正会員の互選により宮地由文を議長に選出し、 

議長席に着いたのち出席者の同意を得て、本総会の書記に北村文俊、議事録署名人に 

西岡真一郎、有賀秀典の２名を選任し議事に入った。 

（４）第１号議案  ２０１０年度事業報告書 

  担当理事 木村卓司より提案があった。 

その際、議案書に下記太字部分の訂正がなされた。 



記 

２．トライアスロン等に関する講習会、研究会、講演会等の開催 

 ア）月例 合同スイム練習会（山倉和夫氏に指導委託） 計 11 名、参加者 82名(主催事業) 

 イ）強化記録会（2011 年 3 月 8 日 於国立スポーツ科学センター）参加者 14 名(主管事業) 

３．トライアスロン等に関する競技会の開催 

（１）主催大会 

ア）東京都トライアスロン渡良瀬大会／東京都トライアスロン選手権大会 

（兼東京ブロック代表選考会、千葉国体東京都代表選手選考会） 

開催日 2010 年 7 月 25 日 選手権 49 名、一般他 325 名、計 374 名参加。 

イ）10/10 東京・江戸前トライアスロン大会 

開催日 2010 年 10 月 10 日 一般 303 名、リレー20 組参加 

(２) 主管大会（TMTU が委託により競技運営を行う大会） 

 下記大会について競技主管を行った。 

 ア）7/04 国営昭和記念公園トライアスロン大会／レディーストライアスロン選手権大会 

 イ）8/28 三宅島国際トライアスロン大会 

 ウ）9/11 全国高校生トライアスロン大会／チームケンズカップトライアスロン大会 

 エ）9/12 全国小学生中学生トライアスロン大会 

 オ）9/23 東京ヴェルディアクアスロンｉｎよみうりランド 

 カ）10/16 東京港アクアスロン大会 

 キ）10/17 日本トライアスロン選手権東京港大会 

・・・・(中略)・・・・ 

４．トライアスロン等に関する審判員および指導者の養成と資格認定 

（１）(社)日本トライアスロン連合公認審判員講習会および認定試験の実施 

第 3種公認審判員の講習会を 2010 年 9月 26 日に大島町（認定者 6名）、2011年 2 月 20日に

三鷹市（認定者 9 名、更新者 2名）で実施した。第 2 種公認審判員の認定・更新講習会、第 1 種

公認審判員の更新研修会、第 2 種公認審判員の認定試験を 2011 年 2 月 27 日に三鷹市で実施した

（第 2種新規認定者 4名、更新者 6名。第 1種更新者 4名）。 

以上 

議決：出席者賛成１１名、書面による表決者１４名、 

賛成総数２５名、反対 ０名。 

都連 定款２５条の規定に基づき出席者の過半数１３名を満たしており可決された。 

 

（５）第２号議案  ２０１１年度収支決算書 

理事 大村真人より提案があった。また監事欠席のため監査報告の代読が行われた。 

議決：出席者賛成１１名、書面による表決者１４名、 

賛成総数２５名、反対 ０名。 

都連 定款２５条の規定に基づき出席者の過半数１３名を満たしており可決された。 

 

 



（６）その他 

 理事長 則井克己より会長・副会長については、できるだけ早く理事会および臨時総会を開催

し、正式に選任・承認を行う旨、報告があった。 

 

閉会 

議長が自らの解任を宣言し、会長西岡真一郎より閉会の挨拶があった。 

 

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり 

署名押印する。 

         ２０１１年６月２５日 

 

            議長     宮地由文            印 

 

            議事録署名人 西岡真一郎           印 

  

            議事録署名人 有賀秀典            印 


