2014 年度第 2 回理事会議事録
1． 開催日：2014/10/5（日） 14:15～16：30
2． 開催場所: 姫路市花の北市民広場会議室
3． 出席者：
（役員・理事）的場副会長、渡邊理事長、浅田常任理事、河合常任理事、酒井常任理事、石飛理事、川崎理事、
木倉理事、田中理事、増本理事、松尾理事、山本事務局長、
（オブザーバー）片山会員
議事録作成：山本事務局長
4． 内容
4.1 各種報告
(1) 開会宣言：渡邊理事長
(2) 定足数の報告：山本事務局長
・理事総数会長以下：35 名
出席者

12 名

欠席（委任状あり）

19 名

・合計 31 名。定足数を満たし、理事会の成立を確認した。
(3) 会長挨拶：末松会長よりの挨拶文を渡邊理事長が代読
(4) 議長選出：規約に則り、会長代理として、渡邊理事長が議長に選出された。
(5) 2014 年度登録状況（山本事務局長）
・2014 年度登録状況（2014/10/01 21:30 現在） 781 名（入金済のみ）
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・昨年(774 名)と比べ、若干の増加。
・ジュニア会員は、昨年 16 名に対し、28 名と 1.75 倍と大幅に増加。
ジュニアの育成プロジェクトの効果が表れている。

・新規の中には、継続の会員が含まれている。前年の電話番号等を覚えていない
ため、継続の登録が面倒な場合等、新規で登録するケースがある。
実際の状況とは違うことを承知頂きたい。
(6) 県体協選手育成事業【世界にはばたけ兵庫プロジェクト】実施報告（山本事務局長）
・育成プロジェクト練習会 8 回開催(内 1 回。台風で中止)
・スーパージュニア強化合宿実施（8/30～8/31）
参加選手 9 名、指導者 7 名、招聘講師：小原工氏
・U15 のドラフティング講習会
参加選手 4 名、指導者

2名

・練習会はいずれも、八尾監督以下、チームブレイブの協力で、実施できている。
来年度は、強化委員会、普及委員会で対策要。
(7) その他 各種団体行事報告（山本事務局長）
・まとめて、報告。件数が多いので、個別に詳細は報告しない。
(8) 大会実行委員会、事務会議など（水野副理事長）
・丹波市、国体予選、GP 三木、明石、猪名川ミニ、潮芦屋、加西
・大会報告も詳細は、資料を参照。
(9) 技術・審判委員会報告（仲宗根技術委員長）
・2013 年度有資格者数
・第 1 種：5 名(内女性 1 名)
・第 2 種：12 名(内女性 1 名)
・第 3 種：43 名(内女性４名)
・2014 年度新規資格取得者数
第 3 種:4 名(内女性 1 名)
・2014 年度審判員資格認定/更新講習開催予定
2015 年 2 月 22 日(日)に第 3 種、第 2 種の講習会を開催する予定。
4，2 審議事項
(1) 2015 年度役員改選について (渡邊理事長)
①水野副理事長から、仕事と家庭の事情により副理事長の退任の希望が出された。
・水野副理事長の後継は、仲宗根常任理事として、当面は、水野副理事長の負担
軽減のため、副理事長 3 名体制とする。
仲宗根常任理事が技術代表を、各大会の担当が審判長を引き継げるように大会
の担当体制化を進める。各大会担当理事に協力をお願いする。
→【結論】承認された。
②西播磨地区に常任理事が不在。
・西播磨地区の常任理事に木倉理事を推薦。加西大会やジュニア育成プロの協力
をお願いしたい。今まで以上の常任理事・理事への連絡網を充実させる必要性
を痛感する。
（渡邊理事長）
→理事会が、年に数回しかなく、議論の場ではなく、決まったことを承認する
場になっている。話し合いの段階で、理事の意見を聞かないと意味はない。
大会の運営やルールなど初期の段階から、理事も加わって、議論すべき。
若い人を出し合って、発掘する必要がある。トライアスリートに限定するこ

とはない。学連の協力は？一度も理事会に出席しない理事の存在も気になる。
（木倉理事）
→兵庫県には、トライアスロン部のある大学がなく、大阪や京都のよう学連の
協力を得にくい。女子の場合は、松尾理事のように現役の選手にもスタッフ
としての参画をお願いしている。若い選手の発掘・育成も重要課題。組織化された大学生がいない
ので、レースの現場で有望な選手にこちらから声をかけている。今年度は、大谷明日香選手に注目、
練習会などに誘っている。
（山本事務局長）
→今後、仲宗根技術委員長が技術代表を、各大会担当理事が審判長を務める体制に移行すべく、
各担当理事の協力が必須。各担当理事と個別に相談して、進めていくので、
協力をお願いする。（山本事務局長）
→従来はやらなかったが、今年度から 2 月に全理事に対して、再任の意思を確認する予定。
新しく動いて頂いているメンバーを積極的にメンバーに取り込んでいく。
（渡邊理事長）
→【結論】承認された。木倉理事、2015 年度からよろしくお願いします。
(2) HP 大会情報の扱いについて(渡邊理事長)
今年度から、ジュニアの大会の成績を HP に掲載して、紹介している。
石飛理事から、ロングの大会で活躍されている選手の紹介もしてほしいとの提案があった。
実際、ロングの大会の上位入賞者で、名前を存じ上げない選手もいるので
当該選手の情報も共有していきたい。
ミドル以上の大会の上位入賞者を HP で紹介する。
対象大会;宮古島、皆生、長崎五島、珠洲、佐渡、北海道、ハワイ
A,B ともに対象。概ね 100 位以内とする。
→伊良湖大会を追加。上位に限らず全員掲載してはどうか？（酒井常任理事）
→各大会は参加者が多く、JTU の HP に掲載されるのは、PDF ファイル。
兵庫県の選手の抽出は手作業になる。漏れ等が出る可能性があり、上位選手に限定したい。
このあたりを担当してくれる人材も欲しい。（山本事務局長）
→ロングだけでなく、ショートでもエイジのランキングの上位選手は、JTU の
HP に掲載されるので、この中の兵庫の選手も紹介したらどうか（石飛理事）
→【結論】伊良湖大会を対象に追加。エイジランキングも追加する。
(3) 須崎常任理事からの第 1 種審判申請の加盟団体承認依頼
須崎常任理事から、1 種審判員の決意表明が提出された、
→【結論】須崎常任理事の第 1 種審判資格申請を承認した。
今年度も上級審判員の講習会を、尾崎審判委員長から提案のあった舞洲大会
の報告を題材に開催する。
時期は、12 月～1 月あたりでの開催を検討する。上級審判員の講習の担当は、仲宗根技術委員長。
尾崎審判委員長と日程調整する。
(4) ITU（国際トライアスロン連合）レベル 1 テクニカルオフィシャルセミナー開催
2014/11/1（土）～11/2(日）東京都内で、ITU のレベル１のセミナーが開催され
る。国内での開催は、少ないため、第 1 種審判員は、全員受講を推奨する。
但し、海外参加も含めて、最大 25 名の狭き門。
また、3 種でも英語の堪能なメンバーには、声をかけて、受講を進める。
関西 WMG にむけて、HTA 内のレベル１資格の取得者を確保する。
カーフマンジャパンと日程が重なっているので、複数名の参加が認められた場合は、
審判体制の見直しが必要。

→【結論】1 種メンバーのセミナー受講を承認。
仲宗根技術委員長、山本事務局長が受講申し込み済。
(5) 2015 年度 JTU 会員登録について
2015 年度の会員登録が 11/4 から開始される。
JTU より、10/13 期限にて、登録情報の確認依頼があった。
確認項目：受付締切日の設定、申請区分の概要、登録区分（区分、概要、登録費）
→他の都道府県の会費の状況は？（田中理事）
→各加盟団体、それぞれだが、近畿ブロックでは大阪などと同レベルの金額（渡邊理事長）
→審判限定でレースに出ることは可能か？ 審判限定のメンバーは、レースも出ずに、ボランティア
してくれているのだから、もっと安くしては？ ただでも良いのでは？（酒井常任理事）
→会員証にも会員番号にも特別なマークは無いので、出場は可能だし、参加をチェックすることはで
きない。現状は、5 名。水野副理事長、仲宗根審判長など、大会実行委員で活動しているメンバー
のみ。（山本事務局長）
→消費税の値上げもある。値上げをする必要はないのか？
会費の値上げは、消費税値上げを予想してか、決まってからかのタイミングしかない。
（川崎理事）
→現状は協会の会計は、赤字。値上げは検討したい。
（山本事務局長）
→団体登録を導入してはどうか？

会費を値上げする代わりに、団体登録では

安くする方法を導入。そうすれば、会員数の増加も見込める。（田中理事）
→団体登録の事例を参考に各クラブチームの代表に運用方法の検討をお願いする。
人数は、5 名以上が一般的。時間がないので、意見を事務局がまとめ、
JTU へ回答するので了解頂きたい。
（山本事務局長）
→【結論】賛成多数で、一律 200 円の値上げを決定。審判限定は、2000 円に値下げ。
新規で団体登録を導入する。団体登録の事例で運用を検討する。
（JTU への回答締め切りが 10/13 なので、事務局へ事前に猶予を頂きたい旨、連絡済。）
(6) 加西大会のまとめ
・水野副理事長から、各チーフから頂いた意見をまとめた資料が提出された。
・各パートから自由に意見を求めた。決議事項ではないので、別途、まとめる。
(7) その他
・ドラフティングだけでなく、ブロッキングの違反についても競技説明会で説明して欲しい。
ブロッキングを理解している選手は少ないため、前に入られた選手は、どんどん下がらざるを
得ない状況となっている。
（石飛理事）
4.3 今後の行事予定
（1）10/7（火）関西 WMG2021 のつどい～大会成功に向けて～ ・場所：大阪市
・出席者：JTU 渡邊参与、随行 山本副理事長
（2）10/26（日）日本選手権東京港大会 場所:お台場海浜公園
・審判派遣：仲宗根技術委員長、山本事務局長

・視察：JTU 渡邊参与

（3）10/27（月）2014 年 JTU コーチングシンポジウム（兼：公認指導者研修会）
・場所：味の素ナショナルトレーニングセンター
・参加者：八尾国対委員長
（兵庫県体育協会からの中央競技団体等開催研修会派遣事業決定）
（4）11/2（日）カーフマンジャパン近畿ステージ

・審判員募集担当は、今回より、仲宗根技術委員長
（5）11/1（土）～11/2（日）ITU レベル 1 テクニカルオフィシャルセミナー
・場所:東京都内
・募集中
（6）11/15(土) 近畿ブロック協議会
5．次回開催予定
・2014 年度第 3 回理事会：未定（3 月頃を予定）
・2014 年度第 3 回常任理事会 開催日：未定（12〜1 月頃を予定）
＊なお、1/4（日）に、渡邊理事長宅で、各自一品持ち寄りで新年会（兼常任理事会）も実施する予定。理事
の方もぜひご参加下さい。
（渡邊理事長）
以上

