
公益社団法⼈⽇本トライアスロン連合（JTU) 2022年7⽉1⽇現在

組織図

加盟団体 社員総会（正社員）
北海道トライアスロン連合 増⽥　芳⼀ 会  ⻑ 岩城　光英 （代表理事） 事務総⻑ 総務・財務委員会 委員⻑ 仲井公哉
⻘森県トライアスロン協会 ⽯川　則⽂ 副会⻑（3名以内） 仲井　公哉 （筆頭） 事業企画委員会 委員⻑ 鈴⽊貴⾥代
岩⼿県トライアスロン協会 古桑　整 飯島　健⼆郎 （強化/コーチアカデミー） 事務局⻑ 国⺠スポーツ⼤会委員会 委員⻑ 関根明⼦
宮城県トライアスロン協会 ⽊幡　智彦 専務理事 ⼤塚　眞⼀郎 （常勤） 事務局次⻑ 技術委員会 委員⻑ 伊藤⼀博
秋⽥県トライアスロン協会 阿部　憲悦 常務理事（5名以内） 中⼭　正夫 （技術審判） 事務局主任 審判委員会 委員⻑ 川添勝
⼭形県トライアスロン協会 ⾼橋　伊万夫 岸⽥　吉史 （倫理） 国際 指導者養成委員会 委員⻑ ⽮野⿓太郎
福島県トライアスロン協会 ⾼濱　康 ⼭倉　紀⼦ （強化） * 総務 メディカル委員会 委員⻑ 笠次良爾
茨城県トライアスロン協会 鈴⽊ 但義 鈴⽊　貴⾥代 東海ブロック * 経理 セミナー・フォーラム委員会 委員⻑ 岸⽥吉史
（⼀社）栃⽊県トライアスロン協会 伴　伸夫 和⽥　知⼦ 外部有識者 * 経理
群⾺県トライアスロン協会 ⼩平　博 理　事（ブロック担当） 豊岡　正康 北海道ブロック 広報
埼⽟県トライアスロン連合 関根　範之 ⼤関　⾠郎 東北ブロック 倫理委員会 委員⻑ 岸⽥吉史
千葉県トライアスロン連合 ⻄廣　晴光 園川　峰紀 関東ブロック マーケティング・事業局局⻑ 危機管理委員会 委員⻑ 仲井公哉
（⼀社）神奈川県トライアスロン連合 髙崎　聡 川添　勝 東京ブロック マーケティング・事業局主任 コンプライアンス委員会 委員⻑ 仲井公哉
⼭梨県トライアスロン連合 望⽉　美和 島津　寿江 北信越ブロック * イベント担当 アンチドーピング委員会 委員⻑ ⼩林洋
（⼀社）東京都トライアスロン連合 ⼤村 真⼈ 宮本　悦⼦ 近畿ブロック * イベント担当 ⼥⼦委員会 委員⻑ ⽯井なおみ
新潟県トライアスロン連合 ⻑⾕川　伸次 ⼤野　徹雄 中国ブロック ブランディング担当 EDI委員会 委員⻑ 和⽥知⼦
富⼭県トライアスロン協会 ⽥⼝　保憲 須⼭　浩光 四国ブロック アスリート委員会 委員⻑ 上⽥藍
⽯川県トライアスロン協会 冨⽊　隆夫 村上　幸⽣ 九州ブロック トライアスロンHPT事務局 第三者委員会 特別委員会（臨時）
福井県トライアスロン協会 朝川　⾦徹 宮城　直久 沖縄ブロック ハイパフォーマンスディレクター 調査委員会 特別委員会（臨時）
⻑野県トライアスロン協会 横⽥　由紀⼦ 理　事（各部担当） ⽯井　なおみ ⼥⼦委員会 * アシスタントディレクター ⽇本代表選考規程策定委員会 特別委員会（臨時）
岐⾩県トライアスロン連合 若⼭　春夫 菊池　⽇出⼦ パラトライアスロン強化 * アシスタントディレクター ⽇本代表選⼿選考委員会 特別委員会（臨時）
静岡県トライアスロン協会 ⼭本　統久 関根　明⼦ 国⺠スポーツ⼤会委員会 * 役員候補選考委員会 特別委員会（臨時）
（⼀社）愛知県トライアスロン協会 ⻫藤　⼤輝 富川　理充 パラトライアスロン強化 パラトライアスロンHPT事務局
（⼀社）三重県トライアスロン協会 ⼭⽥　康晴 ⼭根　英紀 トライアスロン強化 ハイパフォーマンスディレクター
（⼀社）滋賀県トライアスロン協会 ⽥島　⼀成 ⾕　真海 パラトライアスロン強化 * ハイパフォーマンスマネージャー エイジグループ普及委員会 委員⻑ 宮本悦⼦
京都府トライアスロン協会 細⾒　敦史 ⼟⽥　和歌⼦ パラトライアスロン強化 * パラトライアスロン総務 ⾼校⽣普及委員会 委員⻑ 園川峰紀
（⼀社）⼤阪府トライアスロン協会 ⽵⽥　哲之助 中⼭　俊⾏ 地域・発掘・育成・普及 パラトライアスロン総務 コーチ委員会 委員⻑ 相澤義和
兵庫県トライアスロン協会 仲宗根　達也 齋藤　れい 外部有識者 * パラトライアスロンサポートセンター(普及） 情報戦略・医科学委員会 委員⻑ 森⾕直樹
奈良県トライアスロン協会 細⽊　宏樹 原澤　敦美 外部有識者 * トータルサポート委員会 委員⻑ 相⽥博幸
和歌⼭県トライアスロン連合 内平　英彦 森　　幸 外部有識者 * 事務局顧問
⿃取県トライアスロン協会　 家⾼　謙児 村瀬　訓⽣ 外部有識者 横浜事務局
島根県トライアスロン協会 ⼤内　和枝 ⾼⾕　正哲 外部有識者 ハイパフォーマンスディレクター ⼭根英紀
（⼀社）岡⼭県トライアスロン協会 繁⽥　政男 原　晋 外部有識者 アシスタントディレクター 近藤邦宏
（⼀社）広島県トライアスロン協会 北村　格⼀ 理　事（アスリート委員会） 上⽥　藍 委員⻑（トライアスロン） * アシスタントディレクター ⼭倉紀⼦
⼭⼝県トライアスロン連合 中嶋　博志 佐藤　圭⼀ 副委員⻑（パラトライアスロン） 専⾨スタッフ
徳島県トライアスロン協会 ⻄岡　健 ＊・・⼥性理事 海外拠点スタッフ 福井英郎
⾹川県トライアスロン協会 出本　博之 情報科学スタッフ 森⾕直樹
愛媛県トライアスロン協会　 ⽯⽥　治 監　事 秋⼭　智昭 弁護⼠ 情報科学スタッフ ⽣⽥⽬颯
⾼知県トライアスロン連合 今⻄　⽂明 荻原　政吉 特定⾏政書⼠ 次世代戦略スタッフ 中⼭俊⾏
福岡県トライアスロン連合 河波　裕⼆ ⿑藤　栄太郎 公認会計⼠ 次世代育成スタッフ 武友綾⺒
佐賀県トライアスロン協会 川添　豊 担当コーチ リーダー 川合貴紀
⻑崎県トライアスロン協会 林　⼀彦 コーリーダー 飯島健⼆郎
（特⾮）熊本県トライアスロン連合 町北　⼤洋 感染対策本部危機管理チーム （臨時設置） コーリーダー 村上晃史
⼤分県トライアスロン連合 園⽥ 隆洋 ガバナンスコード策定プロジェクト （臨時設置） リージョナルリーダー
宮崎県トライアスロン連合 ⿅嶋　晋 安全対策プロジェクト （臨時設置） 北海道・東北リージョン 蓮沼哲哉
⿅児島県トライアスロン協会 浅野　喜美⼦ 将来構想プロジェクト （臨時設置） 東関東リージョン ⽥⼭寛豪
（⼀社）沖縄県トライアスロン連合 濱⾥　明 ⻄関東リージョン 飯⽥忠司
⽇本学⽣トライアスロン連合 東京リージョン 杉本宏樹

東海・北信越リージョン 浅沼美鈴
地域ブロック協議会 近畿リージョン ⼋尾彰⼀

北海道ブロック 中国・四国リージョン ⼩原⼯
東北ブロック 九州・沖縄リージョン 武友潤
東京ブロック
関東ブロック
北信越ブロック ハイパフォーマンスディレクター 富川理充
東海ブロック ハイパフォーマンスマネージャー ⼟屋佳司
近畿ブロック ナショナルコーチ チーフコーチ 菊池⽇出⼦
中国ブロック コーチ 蔵本葵
四国ブロック コーチ ⻄⿇依⼦
九州ブロック サポートスタッフ スポーツ科学情報スタッフ ⾕⼝耕輔
沖縄ブロック スポーツ科学情報スタッフ 稲井勇仁

マルチスポーツ対策チーム リーダー 平松弘道
マルチスポーツ対策チーム

パラトライアスロン ハイパフォーマンスチーム

事務局

ガバナンス・権利保護関係

特別対策チーム

管理・資格関係

普及・強化関係

トライアスロン ハイパフォーマンスチーム

理事会 (20名以上30名以内）

監事 (3名）


