
 

2021 年度(令和 3年度)事業報告  ＊2022年 6月 7日現在 
＊トライアスロン、パラトライアスロン、デュアスロン、アクアスロン及びこれらの関連マルチスポーツを総称して「トラ

イアスロン」と表記する。 
 
 
 
1．トライアスロンの普及活動 
(1)  「トライアスロン登録会員 5 万人計画事業」「500 大会開催目標」「愛好者 50 万人」達成に向けた

実施、高校総体(インターハイ)への参入 
(2)  ＷＥＢによるＪＴＵ登録サービスの実施 
(3)  JTU デジタルプラットフォーム「マイポータルシステム」の開発 
(4)  ちびっこ・ジュニアトライアスロン教室の開催 
(5)  ＪＴＵＷＥＢマガジンの運営及びＪＴＵメールニュース配信、SNS による情報発信 
(6)  ＪＴＵ会員カードの発行＊ＪＴＵ登録サービスからの簡易発行の実施 
(7)  スポーツクラブＮＡＳとのＪＴＵ会員特典プロジェクトの実施 ＊12 年目 
(8)  ＪＴＵ大会公認保険の推奨＊ＪＴＵによる包括保険契約の実施 
(9)  ワイズロード店舗でのトライアスロン初心者キット販売・ＪＴＵ会員割引特典の実施 
(10)  ＪＴＵ会員向け個人トライアスロン保険「スイム・バイク・ラン保険」の包括保険契約の実施  
 
 
2．トライアスロンの日本選手権大会及びその他の競技会の開催 
(1) 日本選手権関連大会 

1) 【中止】日本ウルトラロングディスタンストライアスロン・ナショナルチャンピオンシップ  
6 月 20 日 長崎県五島市 

2)【中止】全国高等学校トライアスロン選手権   9 月 12 日 栃木県那須塩原市 
3)【中止】日本スプリント・スーパースプリントトライアスロン選手権 9 月 18-19 日山梨県寒河江市 
4)日本トライアスロン選手権 10 月 23 日 宮崎県宮崎市 
5)日本 U19 トライアスロン選手権／JOC ジュニアオリンピックカップ 10 月 23 日 宮崎県宮崎市 
6)日本 U23 トライアスロン選手権 10 月 23 日 宮崎県宮崎市  
7)【見合せ】日本ロングディスタンストライアスロン・ナショナルチャンピオンシップ 新潟県佐渡市  
8)【中止】日本エイジグループトライアスロン・ナショナルチャンピオンシップ 

10 月 24 日宮崎県宮崎市 
9)日本デュアスロン選手権 12 月 26 日 東京都台場 

(2) 国際競技大会 
1) アジアトライアスロン選手権（2021/廿日市） 4 月 23 日-25 日 広島県廿日市市 
2) アジアトライアスロンパラ選手権（2021/廿日市） 4 月 23 日-25 日 広島県廿日市市 
3) 【中止】ワールドトライアスロンカップ(2021/大阪城) 5 月 8 日－9 日 大阪府大阪市 
4) ワールドトライアスロンシリーズ(2021/横浜) 5 月 15 日－16 日 神奈川県横浜市 
5) ワールドトライアスロンパラシリーズ(2021/横浜) 5 月 15 日-16 日 神奈川県横浜市 
6) 【中止】NTT アジアトライアスロンカップ（2021/蒲郡） 6 月 20 日 愛知県蒲郡市 
7) 第 32 回オリンピック競技大会（2020/東京）トライアスロン競技男子個人 7 月 26 日 東京都港区 
8) 第 32 回オリンピック競技大会（2020/東京）トライアスロン競技女子個人 7 月 27 日 東京都港区 
9) 第 32 回オリンピック競技大会（2020/東京）トライアスロン競技混合リレー 7 月 31 日東京都港区 
10) 東京 2020 パラリンピック競技大会 パラトライアスロン競技 8 月 28 日・29 日 東京都港区 
11) 【中止】NTT アジアトライアスロンカップ（2021/村上） 9 月 26 日 新潟県村上市 
12) 【中止】ワールドトライアスロンカップ(2022/宮崎) 3 月 12 日-13 日 宮崎県宮崎市 
13) 【中止】ワールドトライアスロンパラカップ(2022/宮崎) 3 月 12 日-13 日 宮崎県宮崎市 

(3) エイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズの推進 
(4) パラトライアスロン国内関連大会の推進 

1) 【中止】蒲郡オレンジトライアスロン大会(2021) 6 月 20 日 愛知県蒲郡市 
2) 【中止】長良川パラトライアスロン(2021) 8 月 1 日 岐阜県海津市 
3) 【中止】横浜シーサイドトライアスロン大会(2021) 9 月 26 日 神奈川県横浜市 



 

4) 千葉シティトライアスロン大会(2021) 10 月 10 日 千葉県千葉市 
 
(5) 普及推進に向けた主催共催大会 

1) 【延期開催】オールキッズトライアスロン大会（2022）1 月 10 日 東京都立川市 
(6) 新規大会開催の推進 
(7) NTT地域支援事業の推進（306 事業） 
(8) 全国の各後援大会への支援＊ＪＴＵ加盟団体を通じた申請 
 

 

3．トライアスロンの国際競技大会等の開催及び国際競技大会等への代表参加選手の選考 

及び派遣 
 

（1）トライアスロン・ハイパフォーマンスチーム(オリンピック対策チーム)選手派遣および支援 
1) 第 32 回オリンピック競技大会（2020/東京）日本選手団派遣 
2) ワールドトライアスロンシリーズ・世界選手権（2021/エドモントン）8 月 カナダ 
3) ワールドトライアスロンシリーズ・世界U23 選手権（2021/エドモントン）8 月 カナダ 
4) 【中止】ワールドトライアスロン・スプリント&リレー選手権（2021/バミューダ諸島）10 月 バ
ミューダ諸島 

5) ワールドトライアスロン・世界ジュニア選手権（2021/クアルテイラ）11 月 ポルトガル 
6) ワールドトライアスロン・チャンピオンシップシリーズ 
7) ワールドトライアスロン・カップシリーズ 
8) ワールドトライアスロン・ミックスリレーシリーズ 
9) ワールドトライアスロン・コンチネンタルカップ 
10) 【中止】アジアトライアスロン・アジア U23 ジュニア選手権（2021/ヌルスルタン） 
11) アジアトライアスロン・スプリント選手権（2021/チョルポン・アタ）9 月 キルギス 
12) スーパーリーグ 
13) フレンチグランプリ 
 

（1） パラトライアスロン・ハイパフォーマンスチーム(パラリンピック対策チーム)選手派遣および支援 
1) 東京 2020 パラリンピック競技大会 日本選手団派遣 
2) ワールドトライアスロンパラシリーズ世界選手権（2021/アブダビ）11 月 UAE 
3) ワールドトライアスロンパラシリーズ 
4) ワールドトライアスロンパラカップ 

 
（3）マルチスポーツ 選手派遣および支援 

1) アジアトライアスロンパワーマン MD デュアスロン選手権（2021/プトラジャヤ） 
6 月 マレーシア 

2) 【延期】ワールドトライアスロン マルチスポーツ選手権（2021/アムステルダム） 
9 月オランダ 

3) アイアンマン（IM）シリーズ  
 

  

4．トライアスロン・パラトライアスロンの競技力向上 

 
(1)  トライアスロン・ハイパフォーマンスチーム（オリンピック対策チーム） 

1) ＪＳＣ協働チーム「強化戦略プラン」に基づく強化活動の推進 
2) ＪＯＣ選手強化活動事業の推進 
3) ＪＯＣコーチ力強化事業の推進 
4) ＪＯＣ次世代アスリート育成強化事業の推進 
5) ＪＯＣ感染症対策事業 
6) ＪＯＣ新しい生活様式での選手強化活動事業 



 

7) ＪＴＵナショナルチームプログラム（個別・チーム海外合宿・国内合宿の支援）の推進 
8) ＪＴＵリージョナル育成事業（合宿・選抜合宿、タレントピックアップとトラッキング活動 

トラッキングデータ分析、JTU タレント輩出支援、JTU タレント発掘支援）の推進 
9) ＪＳＣアスリートパスウェイ育成支援事業（J-STAR）の推進 
10) ＪＳＣスポーツ振興くじ事業 将来性を有する競技者の発掘及び育成活動の推進 
11) ＪＳＣスポーツ振興くじ事業 スポーツ指導者海外研修事業の推進 
12) ＪＳＣスポーツ振興基金助成 選手・指導者研さん活動助成事業の推進 
13) ＪＯＣ指導者海外研修事業の推進（1名） 
14) ＪＯＣアスナビ(就職支援ナビゲーションシステム)の推進 
15) ＪＯＣ強化指定選手・強化スタッフ・有望選手・ネクストシンボルアスリート推薦 
16) ＪＯＣナショナルコーチアカデミー受講者の推薦（1名） 
17) 国体開催地方自治体と中央競技団体(NF)によるトライアスリートサポートプログラムの推進 

 
 
(2)  パラトライアスロン・ハイパフォーマンスチーム（パラリンピック対策チーム） 

1) ＪＳＣ協働チーム「強化戦略プラン」に基づく強化活動の推進 
2) ＪＰＣ選手強化活動事業の推進 
3) ＪＰＣコーチ力強化事業の推進 
4) ＪＰＣ次世代アスリート育成強化事業の推進 
5) ＪＰＣ感染症対策事業 
6) ＪＰＣ新しい生活様式での選手強化活動事業 
7) ＪＳＣ次世代ターゲットスポーツの育成支援事業（パラ） 
8) ＪＳＣアスリートパスウェイ育成支援事業（J-STAR）の推進 
9) ＪＰＣ強化指定選手・強化スタッフの推薦 

 
(3)  マルチスポーツ 

1) マルチスポーツ オールジャパン強化プログラムの推進 
2) ワールドトライアスロンコーポレーション（WTC）アイアンマンプロ（エリート）カテゴリーの

認定 
 
(4)  オリパラ共通選手発掘・育成・強化 

1) スポーツ庁競技別ナショナルトレーニングセンター設置と活用 
2) ＪＴＵ強化拠点認定事業の推進 
3) ＪＴＵ認定記録会の開催推進と記録の認定（全 70 会場） 

 
 
5．トライアスロンに関する競技規則及び開催規則その他必要な規則の制定 
(1) 「ＪＴＵトライアスロン競技規則」の販売・告知 
(2) 「ＪＴＵルールブック」の制作・販売 
(3) 「ワールドトライアスロンの規定・基準値(競技規則、ＥＯＭ：イベント主催者マニュアル、各大会

選考基準、他)」の簡易訳・告知 
(4)  競技・運営に係るデータ・資料の告知 
 

 

6．トライアスロンに関する指導者及び審判員の養成及び資格認定 
(1)  指導者養成及び資格認定 

1) 「日本スポーツ協会（JSPO）公認指導者資格」の設置・認定の推進 
2) 「指導者養成講習会」の開催（1 会場） 
3) 「指導資格者研修会」の開催（1 会場） 
4) 「公認コーチ資格」の認定 
5) 「公認インストラクター制度」の規定の作成 



 

6) 「公認コーチマイスター制度」の規定の作成  
7) 「ＪＴＵトライアスロン・パラトライアスロンコーチングシンポジウム (兼：公認指導者研修

会)」の開催（11 月 28 日） 
8) 「ＪＴＵトライアスロン・パラトライアスロン研究会」の開催（11 月 28 日） 
9) 「全国クラブ・スクール」(ＪＴＵ公認指導者の指導)の登録と紹介 
10) 「ワールドトライアスロン国際コーチング資格」の取得促進 
11) 「ＪＴＵコーチアカデミー」の検討の推進 

 
(2) 審判員の養成及び資格認定 

1) 「ＪＴＵ公認指導者資格（第 1種）」の資格認定の推進 
（新規 13名／更新 59名） 

2) 「ＪＴＵ公認指導者資格（第 2種・第 3種）認定講習会」の開催の推進 
3) 「ワールドトライアスロンテクニカル資格」の取得促進 
4) 「ワールドトライアスロンレベルワン(1)テクニカルオフィシャル認定セミナー」の開催検討 
5) 「ワールドトライアスロンレベルツー(2)テクニカルオフィシャル認定セミナー」の開催検討 
6) 「ＪＴＵトライアスロン・パラトライアスロン技術審判セミナー」の開催 

（1 月 8 日） 
7) 「ＪＯＣ国際審判員等養成プログラム」の推進（全 3 事業実施） 
8) 「ＪＴＵ国際大会プロジェクト」の推進 
9) 「ワールドトライアスロンクラシファイヤー資格取得セミナー」の開催検討 
10) 「ＪＴＵパラトライアスロンＴＯサポートプロジェクト」の推進 

 
 
7．トライアスロンに必要な用具の製作及び検定 
(1) 日本トライアスロン連合公認事業としての研究 
(2) ＪＴＵオフィシャルウェアの制作・販売 
(3) トライアスロン競技器具の検定と公認・研究<ウェットスーツ／競技自転車(含むハンドル・車輪・ヘ

ルメット等)／競技ウェア(含むレースナンバー)／その他> 
(4) 初心者向けスターターキットの研究 
(5) ＪＴＵ公認大会運営機材の開発と認定(マニュアルの制定) 

国民体育大会、選手権、オリンピック等運用(エリートバイクラック・トランジッションエリア／フィ

ニュシュロード用人工芝・スイムスタートポンツーン・フィニッシュガントレー・エイジバイクラッ

ク・スイムコースターンマークブイ・スイムコースバナナブイ・記録計測システム・ブランディング

対応・プロトコール対応等、フェンス、安全対策関連備等、簡易水質検査キット、ナンバーシール) 
 
 
8． トライアスロン競技及び安全のための研究 
(1) 競技運営に関する研究 

1) トライアスロン・パラトライアスロンフォーラム(大会運営・大会ディレクター会議/日本トライ

アスロン産業振興会／トライアスロン・ビジネスジャパン)の開催（延期） 

2) 技術委員会の大会運営の研究 

3) 審判委員会の審判業務勉強会 

 

(2) 安全管理に関する研究 

1) メディカル委員会での選手安全管理の調査研究・アンケートの実施 

2) スイム環境・バイク環境・ランニング環境に応じた安全管理体制の研究 

3) 大会医療救護指針に関する研究 

4) 感染症対策に関する研究 

 

(3) アンチ・ドーピングに関する活動 

1) アンチ・ドーピング活動推進事業 



 

2) 日本スポーツフェアネス推進機構との連携事業 

3) 日本アンチ・ドーピング機構(ＪＡＤＡ)との連携事業  

4) ＪＳＣスポーツ振興くじ助成事業 ドーピング検査推進事業の推進 

5) ＪＳＣスポーツ振興くじ助成事業 ドーピング防止啓発活動推進 

 

(4) 環境保全に関する研究 

1) ＪＯＣスポーツと環境専門部会との連携 

2) グリーントライアスロンの推進 

 

 

9．トライアスロンに関する刊行物の発行等の啓発・メディア活動 
(1)  ＪＴＵメールニュース配信による情報発信 
(2)  ＪＴＵオフィシャルホームページ (日・英)の管理・運営 
(3)  トライアスロン大会・活動のメディア告知 
(4)  強化チーム関連の記者発表会等の開催 
(5)  強化チームによるメディア関係者との連動 
(6)  報道機関、スポーツ関係団体へのニュースの配信、写真及びニュース映像の提供 
(7)  メディア対策の推奨(選手へのメディアトレーニング・アーカイブの充実) 
(8)  メディア専任スタッフの育成推進 
(9)  ＳＮＳ(フェイスブック、ツイッター・ブログ・インスタグラム・ユーチューブ等)の活用推進 
(10)  ＪＴＵルールブックの発行 
 
 
10．我が国のトライアスロン競技界を代表して、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団

法人日本オリンピック委員会及びワールドトライアスロン(IF)及び関連組織団体に加盟する

こと並びにその事業への協力 
(1)  ワールドトライアスロン(IF)総会の出席 
(2)  ワールドトライアスロン(IF)公式会議への出席(理事会等) 
(3)  アジアトライアスロン (AF)公式会議への出席 
(4)  文部科学省・スポーツ庁・外務省 公式会議への出席／連携 
(5)  (公財)日本スポーツ協会(ＪＳＰＯ)公式会議への出席／派遣役員・委員の選定 
(6)  (公財)日本スポーツ協会(ＪＳＰＯ)公認スポーツドクターの受講者推薦 
(7)  (公財)日本スポーツ協会(ＪＳＰＯ)公認アスレティックトレーナーの受講者推薦 
(8)  (公財)日本スポーツ協会(ＪＳＰＯ)公認スポーツ指導者制度への参画 
(9)  (公財)日本スポーツ協会(ＪＳＰＯ)公認スポーツデンティスト養成講習会の受講者推薦 
(10)  (公財)日本オリンピック委員会(ＪＯＣ)公式会議への出席／派遣役員・委員の選定 
(11)  (公財)日本パラスポーツ協会(ＪＰＳＡ)、日本パラリンピック委員会(ＪＰＣ)の 

   公式会議への出席 
(12)  日本財団パラスポーツサポートセンター内へのサテライト事務局設置、 

   スタッフの派遣、公式会議への出席 
(13)  (公財)日本アンチ・ドーピング機構(ＪＡＤＡ)公式会議への出席 
(14)  (一社)日本スポーツフェアネス推進機構 公式会議への出席 
(15)  (公財)日本スポーツ仲裁機構(ＪＳＡＡ)公式会議への出席 
(16)  オリンピック強化指定選手、パラリンピック強化指定選手、スタッフの認定 
(17)  アジア競技大会への役員、国際審判員の派遣 
(18)  世界選手権大会及び関連国際大会への役員派遣推進 
(19)  トライアスロン議員連盟との連動 
(20)  国際展開基盤形成事業(ＩＦ役員ポスト獲得支援事業)＊スポーツ庁委託事業 
(21)  スポーツ団体経営力強化推進事業 

  (中央競技団体による普及・マーケティングに係るモデル形成支援事業)＊スポーツ庁委託事業 
(22)  (公財)日本オリンピック委員会(ＪＯＣ)ナショナルコーチアシスタントナショナルコーチの推薦 



 

(23)  (公財)日本オリンピック委員会(ＪＯＣ)専任コーチングディレクター(トップ・ジュニア)の推薦 
(24)  (公財)日本パラスポーツ協会(ＪＰＳＡ)専任コーチングディレクター等の推薦 
(25)  (公財)日本オリンピック委員会(ＪＯＣ)ナショナルコーチアカデミー受講者の推薦 
(26)  (公財)日本オリンピック委員会(ＪＯＣ)国際人養成アカデミー受講者の推薦 
(27)  2020 東京オリンピック・パラリンピック組織委員会への役員・スタッフ派遣 
(28)  大学スポーツ協会 (UNIVAS) 公式会議への出席／派遣役員・委員の選定 
(29)  その他関連団体、組織の公式会議への出席及び活動への参画 
 
 
11．その他本会の目的を達成するための必要な JTU 関連事業 
(1) 中長期計画の公表（人材採用育成、マーケティング戦略、強化発掘育成、組織経営力強化） 
(2) 中央競技団体ガバナンスコードの公表 
(3) ＪＴＵ加盟団体支援交付金の交付 
(4) ＪＴＵ地域ブロック会議への業務執行理事の出席 
(5) ＪＴＵ各専門委員会活動及びプロジェクトチーム活動と事業の推進 
(6) ＪＴＵオフィシャルパートナー／オフィシャルサポーター協賛獲得のための事業 
(7) 日本トライアスロン産業振興会(トライアスロン・ビジネスジャパン)の事業推進 
(8) 東日本大震災新事業「トライアスロンネットワーク」／「がんばれ東北！がんばれ日本！」 

キャンペーンの継続実施 
(9) 暴力行為及びハラスメント行為の根絶に向けた取り組みの実施 
(10)トライアスロン全般に係る危機管理に向けた取り組みの実施 
 
 
12．その他本会の目的を達成するための必要な国外 NF 関連事業 
(1) 海外トライアスロン競技団体との相互協力体制の促進 

1) ニュージーランド トライアスロン連盟との提携継続 
2) ホンコンチャイナトライアスロン連盟との提携継続 
3) オーストラリアトライアスロン連盟との提携継続 
4) メキシコトライアスロン連盟との提携継続 
5) 英国トライアスロン連盟との提携継続 
6) カナダトライアスロン連盟との提携継続 
7) 米国トライアスロン連盟との提携継続 
8) パンナムスポーツ機構（43 か国）との提携継続 
9) フランストライアスロン連盟との提携継続 
10) ノルウェートライアスロン連盟との提携継続 
11) スペイントライアスロン連盟との提携継続 
12) アイルランドトライアスロン連盟との提携継続 
13) 韓国トライアスロン連盟との提携継続 
14) 南アフリカトライアスロン連盟との提携推進 
15) オランダトライアスロン連盟との提携推進 
16) アジアパラトライアスロンキャンプの実施推進 
17) ルワンダトライアスロン連盟への支援活動の推進 
18) ガンビアトライアスロン連盟への支援活動の推進 
19) フィリピントライアスロン協会への支援活動の推進 
20) マレーシアトライアスロン協会への支援活動の推進 

 

 

13．その他本会の目的を達成するための必要な国内関連団体連携事業 
(1)  日本水泳連盟、日本ライフセービング協会とのオープンウォータースイミング事業及び安全管理協力

に関する提携 
(2)  公社)港区スポーツふれあい文化健康財団、一財)港区体育協会、一社)東京都トライアスロン連合、港



 

区トライアスロン連合との提携 
(3)  外務省スポーツ外交推進事業の推進 
(4)  SPORT FOR TOMORROW 事業への参画と推進 
(5)  Equity Diversity Inclusion 教育の推進  
 
 

14．2021 年度理事会及び社員総会の開催 
臨時理事会 2021 年 4 月 1 日(木) 東京・新宿区霞ヶ丘/WEB 会議形式 
第 1 回理事会 2021 年 6 月 2 日(水) 東京・新宿区霞ヶ丘/ハイブリッド 
定時社員総会 2021 年 6 月 22 日(火) 東京・新宿区霞ヶ丘/WEB 会議形式 
臨時理事会 2021 年 6 月 22 日(火) 東京・新宿区霞ヶ丘/ハイブリッド 
第 2 回理事会 2021 年 6 月 22 日(火) 東京・新宿区霞ヶ丘/ハイブリッド 
臨時理事会 2021 年 7 月 8 日(木) 東京・新宿区霞ヶ丘/WEB 会議形式 
第 3 回理事会 2021 年 9 月 8 日(水) 東京・新宿区霞ヶ丘/ハイブリッド 
第 4 回理事会 2021 年 12 月 8 日(水) 東京・新宿区霞ヶ丘/WEB 会議形式 
臨時理事会 2022 年 2 月 2 日(水) 東京・新宿区霞ヶ丘/WEB 会議形式 
第 5 回理事会 2022 年 3 月 23 日(水) 東京・新宿区霞ヶ丘/ハイブリッド 

 
 
 
 
 
＜2022 年 6 月 7 日更新＞ 
 


