
 

 

平成 21 年度 

成田市バスケットボール協会第 18 回総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年５月２３日(土)17 時～ 

於 : 成田市役所 

６階中会議室 

 



総総総総    会会会会    次次次次    第第第第    

    

1. 開会のことば 

2. 会長挨拶 

3. 議事 

1）第 1 号議案   平成 20 年度事業報告について 

2）第 2 号議案   平成 20 年度収支決算報告および監査報告

について 

3）第 3 号議案   平成 21 年度事業計画（案）について 

4）第 4 号議案   平成 21 年度収支予算（案）について 

 

4. その他 

 

  5. 閉会のことば 



第第第第１１１１号議案号議案号議案号議案    

平成平成平成平成 20202020 年度事業年度事業年度事業年度事業報告報告報告報告    
    

1)    千葉県審判講習会（4 月 6 日） 
2)    成田市体育協会総会 （4 月 12 日） 
3)    成田市審判講習会（4 月 19 日） 
4)    第 17 回成田市バスケットボール協会総会(4 月 19 日) 
5)    選抜チーム強化 男女 11 回（五市強化含む）* 
6)    東部五市体育大会  （5 月 18 日 成田市） 
7)    成田市審判強化講習会  （6 月、11 月、12 月 3 回） 
8)    千葉県高校ﾊﾞｽｹｯﾄ北総大会 

（8 月 18 日(準備)、19～21 日(大会)） 
9)    県民大会（10 月 19、25、26 日：船橋市、八千代市他） 
10) WJBL 成田大会（10 月 4 日(準備)、5 日(当日)） 
11) 成田市審判講習会（11 月 29 日：市体育館） 
12) 成田市文化祭大会（12 月 6、7 日：市体育館） 
13) 春季大会 （3 月 20、21 日：市体育館） 
14) 中学生バスケットボール育成指導 （年間） 
15) 理事会   （11 回） 

    
＊選抜チーム強化日程  

日 程 場 所 

４月２６日 (土) 17:00～21:00 中台体育館 

６月２１日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

７月１９日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

８月２３日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

９月１３日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

９月２０日 (土)  17:00～21:00 中台体育館 

９月２７日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１１月１５日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１２月２０日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１月１７日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

２月２１日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

３月２１日 (土)  17:00～21:00 春季大会のため中止 



 

平成 20 年度大会結果 
 １．東部５市大会   男子 準優勝、女子 優勝 
 
   ２．県民大会  男子 5 位、女子 1 回戦惜負 
 
   ３．文化祭大会 
  （男子） 優勝  成田シューティング 
      準優勝 OBA 
    ３位  成田オレンジボーイズ 
     〃  蛍 
 
  （女子） 優勝  小力也 
    準優勝 御鈴 
    ３位  ベルズ 
     〃  フォルティ 
 
 ４．春季大会 
  （男子） 優勝  成田オレンジボーイズ 
      準優勝 アストラル 
    ３位  成田シューティング、 
     〃  FU．ベアーズ 
 
  （女子） 優勝  富里高校 
    準優勝 L×R サンライズ 
    ３位  成田国際高校 
     〃  FU．ベアーズ 
 



第２号議案

収入の部 （単位：円）

項　目 決算額 備　　　　　　　　　　考

参加料 126,000 2,000円×加盟22チーム　4,000円×非加盟15チーム　1,000円×22チーム

助成金 447,700 成田市体育協会より

登録費 78,000 3,000円×26チーム

繰越金 4,630 平成１９年度より

諸収入 15,343 利息、日本リーグ収益金より

計 671,673

支出の部 （単位：円）

項　目 決算額 備　　　　　　　　　　考

報償費 518,700 審判謝礼、選抜チーム活動費、賞品代、講師謝礼等

旅費 0

交際費 0

消耗品費 888 紙コップ代、ゴミ袋代

燃料費 0

食糧費 45,618 弁当代、飲物代

印刷製本費 4,050 コピー代等

通信費 8,000 葉書代、電話代等

手数料 0

保険料 0

使用料及び賃借料 24,990 体育館使用料等

備品購入費 0

負担金及び交付金 20,000 成田市体育協会負担金、千葉県バスケットボール協会審判講習会負担金

会議費 20,000 理事会費

予備費 0

計 642,246

６７１，６７３円　－　６４２，２４６円　＝　２９，４２７円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成２１年度繰越金へ）

平成２０年度
成田市バスケットボール協会決算報告



第第第第３３３３号議案号議案号議案号議案    

平成平成平成平成 22221111 年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画        （（（（案案案案））））    
    

1)    千葉県審判講習会（4 月 11 日） 
2)    成田市体育協会総会 （4 月 26 日） 
3)    第 18 回成田市バスケットボール協会総会(5 月 23 日) 
4)    成田市審判講習会（5 月 23 日） 
5)    選抜チーム強化 男女 13 回（五市強化含む）* 
6)    東部五市体育大会  （5 月 17 日 香取市） 
7)    成田市審判強化講習会  （6 月、11 月、1 月 3 回） 
8)    千葉県高校ﾊﾞｽｹｯﾄ北総大会 

（8 月 24 日～26 日：成田高校体育館他） 
9)    成田市審判講習会（11 月 21 日：市体育館） 
10) 成田市文化祭大会（12 月 5、6 日：市体育館） 
11) 春季大会 （3 月 20、21 日：市体育館） 
12) 中学生バスケットボール育成指導 （年間） 
13) 理事会   （12 回） 

    
＊選抜チーム強化日程  

日 程 場 所 

４月１８日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

５月 ２日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

５月 ９日 (土)  17:00～21:00 中台体育館 

６月２０日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

７月１８日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

８月２２日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

９月１９日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１０月１７日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１１月２１日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１２月１９日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１月１６日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

２月２０日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

３月１３日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 



    

第４号議案

収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

参加料 159,000 2,000円×加盟26チーム　5,000円×非加盟11チーム　2,000円×26チーム

助成金 426,800 成田市体育協会より

登録費 78,000 3,000円×26チーム

繰越金 29,427 平成２０年度より

諸収入 280 利息

計 693,507

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

報償費 540,700 審判謝礼、選抜チーム活動費、賞品代、講師謝礼等

旅費 0

交際費 0

消耗品費 3,500 事務用品代

燃料費 0

食糧費 48,000 弁当代、飲物代

印刷製本費 5,500 コピー代等

通信費 12,000 葉書代、電話代等

手数料 0

保険料 0

使用料及び賃借料 26,000 体育館使用料等

備品購入費 3,600 ルールブック代

負担金及び交付金 20,000 成田市体育協会負担金、千葉県バスケットボール協会審判講習会負担金

会議費 32,000 理事会費等

予備費 2,207

計 693,507

平成２１年度
成田市バスケットボール協会予算

    



    

平成 20・21 年度協会役員  

役  職 氏  名 

会 長 石川 八十吉 

副会長 半澤 幹夫 

副会長 川崎 利三 

理事長 伊藤 昌志 

副理事長 宮本 秀晴 

副理事長 初芝 真津代 

理 事 高橋 正浩 

理 事 榎本 達也 

理 事 倉波 孝雄 

理 事 宮田 智之 

理 事 飯田 一広 

理 事 高橋 浩二 

理 事 町田 裕昭 

理 事 藤崎 佳子 

理 事 北崎 葉月 

監 事 片桐 真由美 

監 事 白鳥 裕子 

 

 



  （審判部） 

審判長   川崎 利三   日本協会公認審判員 

副審判長  片桐 真由美  日本協会公認審判員 

副審判長  高橋 浩ニ   日本協会公認審判員 

審判員   大網 康司   日本協会公認審判員 

審判員   堂野 正博   日本協会公認審判員 

審判員   中野 準也   日本協会公認審判員 

審判員   半澤 幹夫   千葉県協会公認審判員 

審判員   宮野 雅之   千葉県協会公認審判員 

審判員   伊藤 昌志   成田市協会公認審判員 

審判員   飯田 一広   成田市協会公認審判員 

審判員   田仲 俊一   成田市協会公認審判員 

審判員   高橋 正浩   成田市協会公認審判員 

審判員   榎本 達也   成田市協会公認審判員 

審判員   宮本 秀晴   成田市協会公認審判員 



成田市バスケットボール協会ホームページについて 

 

URL  http://basketnrt.web.fc2.com/ 

協会の行事予定、お知らせ、登録用紙などがダウンロー

ドできます。 

Yahoo Japan などで検索してもでてきませんが、Google

で検索するとでてきます。 

 

メールアドレス ：basket_nrt402@hotmail.co.jp 

問合せなどは、こちらのメールアドレスを利用すること

ができます。 

※ 携帯などから送られる方は、このアドレスからのメ

ール受信を許可するよう設定してください。 

 


