
 

 

平成 22年度 

成田市バスケットボール協会第 19回総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年４月２８日(水)19時～ 

於 : 成田市役所 

６階大会議室 

 



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 21年度事業報告について 

2）第 2 号議案   平成 21 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 22年度事業計画（案）について 

4）第 4号議案   平成 22年度収支予算（案）について 

5）第 5号議案   平成 22、23年度役員改選について 

 

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 21212121 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 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：ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ） 
10) 成田市文化祭大会（12月 5、6日：ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ） 
11) 春季大会 （3月 20、21日：ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ） 
12) 中学生バスケットボール育成指導 （年間） 
13) 理事会   （12回） 

    



 

平成 21年度大会結果 
 １．東部５市大会   男子 3位、女子 準優勝 
 
   ２．文化祭大会 
  （男子） 優勝  成田シューティング 
      準優勝 御鈴 
    ３位  成田オレンジボーイズ 
     〃  O.B.A 
 
  （女子） 優勝  小力也 
    準優勝 L×Rサンライズ 
    ３位  North 
     〃  御鈴 
 
 ３．春季大会 
  （男子 A ﾌﾞﾛｯｸ） 

 優 勝 成田シューティング 
      準優勝 FU．ベアーズ 
    ３位  チェリーボーイズ 
     〃  ドランカー 
 

（男子 B ﾌﾞﾛｯｸ） 
 優 勝 L×Rサンライズ 

      準優勝 JALNAM 
    ３位  TAITAN 
     〃  成田ピストンズ 
 
  （女子） 優勝  FU．ベアーズ 
    準優勝 L×Rサンライズ 
    ３位  成田国際高校 
     〃  フォルティ 
 



第２号議案

収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 決算額 増減 備　　　　　　　　　　考

参加料 159,000 126,000 ▲ 33,000
2,000円×加盟20チーム　5,000円×非加盟13チーム　1,000
円×21チーム

助成金 426,800 426,800 0
成田市体育協会より
(内、選抜チーム活動費補助金345,600円）

登録費 78,000 66,000 ▲ 12,000 3,000円×22チーム

繰越金 29,427 29,427 0 平成２０年度より

諸収入 280 37 ▲ 243 利息

計 693,507 648,264 ▲ 45,243

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 決算額 増減 備　　　　　　　　　　考

報償費 540,700 494,200 ▲ 46,500
審判謝礼、選抜チーム活動費(345,600円）、賞品代、
講師謝礼等

旅費 0 0 0

交際費 0 0 0

消耗品費 3,500 1,365 ▲ 2,135 ボールペン等

燃料費 0 0 0

食糧費 48,000 54,000 6,000 弁当代

印刷製本費 5,500 4,000 ▲ 1,500 コピー代

通信費 12,000 12,000 0 葉書代、電話代等

手数料 0 0 0

保険料 0 0 0

使用料及び
賃借料

26,000 23,120 ▲ 2,880 体育館使用料

備品購入費 3,600 3,600 0 ルールブック代

負担金及び
交付金

20,000 20,000 0
成田市体育協会負担金、千葉県バスケットボール協会
審判講習会参加費

会議費 32,000 32,000 0
理事会費、体育協会総会及び体育協会祝賀会参加費
補助

予備費 2,207 0 ▲ 2,207

計 693,507 644,285 ▲ 49,222

６４８，２６４円　－　６４４，２８５円　＝　３，９７９円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成２２年度繰越金へ）

平成２１年度　　日本リーグ会計残高報告

平成２２年３月３１日現在残高　　　　１，０２０，８９３円

平成２１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 22222222 年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画    
    

1)  千葉県審判講習会（4月 10日） 
2)  成田市体育協会総会 （4月 25日） 
3)  第 19回成田市バスケットボール協会総会(4月 28日) 
4)  成田市審判講習会（4月 28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 16日 銚子市） 
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)   ゆめ半島千葉国体への競技会補助員の派遣 

（ｺﾞﾙﾌ：9月 21日～23日、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 9 月 26日～28日） 
10)  成田市審判講習会（11月 20日：ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ） 
11) 成田市文化祭大会（12月 4、5日：ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ） 
12) 春季大会 （3月 5、6日：ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ） 
13) 中学生バスケットボール育成指導 （年間） 
14) 理事会   （12回） 

    
＊選抜チーム強化日程  

日 程 場 所 

４月１７日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

５月 ８日 (土) 17:00～21:00 ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅ 

５月１５日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

６月１９日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

７月１７日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

８月２８日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

９月１８日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１０月１６日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１１月２７日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１２月１８日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

１月１５日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

２月１９日 (土)  17:00～21:00 印東体育館 

３月１９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 153,000 2,000円×加盟22チーム　5,000円×非加盟13チーム　2,000円×22チーム

助成金 426,800 成田市体育協会より　(内、選抜チーム活動費補助金345,600円）

登録費 66,000 3,000円×22チーム

繰越金 3,979 平成２１年度より

諸収入 21 利息

計 649,800

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

報償費 494,200 選抜チーム活動費（345,600円）、賞品代、審判謝礼、講師謝礼等

旅費 0

交際費 0

消耗品費 3,600 事務用品代

燃料費 0

食糧費 54,000 弁当代等

印刷製本費 4,000 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 23,700 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参加費

会議費 32,000 理事会費、体育協会総会及び体育協会祝賀会参加費補助

予備費 6,300

計 649,800

収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

諸収入 207 預金利息

繰越金 1,020,893

計 1,021,100

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

負担金及び交付金 7,490 印旛郡市中体連バスケットボール連盟相川杯バスケットボール大会負担金

予備費 1,013,610

計 1,021,100

平成２２年度　　成田市バスケットボール協会予算

平成２２年度　日本リーグ会計予算

 



第第第第５５５５号議案号議案号議案号議案    

    

平成２２・２３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 飯田 一広 

理 事 榎本 達也 

理 事 片桐 真由美 

理 事 倉波 孝雄 

理 事 白鳥 裕子 

理 事 高橋 浩二 

理 事 高橋 正浩 

理 事 藤崎 佳子 

理 事 町田 裕昭 

理 事 宮田 智之 

監 事 北崎 葉月 

監 事 塚本 さゆ里 



  （審判部） 

審判長   川崎 利三   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   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   二田 賢太郎  千葉県協会公認審判員 

審判員   片桐 真由美  成田市協会公認審判員 

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 

審判員   小泉 和之   成田市協会公認審判員 

審判員   赤平 わかな  成田市協会公認審判員 

 



第６５回国民体育大会（ゆめ半島千葉国体）について 

総会案内にも書かさせていただきましたが、今年は、千葉国体

が開催されます。 

成田市では、ゴルフ競技およびソフトボール競技が開催される

予定です。大会を円滑かつ盛大に成功させるために、千葉国体

成田市実行委員会より各競技団体に対して、競技会補助員の派

遣依頼をいただいております。成田市バスケットボール協会加

盟チームにおかれましても、ご協力方よろしくお願いいたしま

す。 

 

日程：平成 22 年 9 月 21 日(火)～9 月 23 日(木)（ゴルフ競技） 

   平成 22 年 9 月 26 日(日)～9 月 28 日(火)（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技）  

人数：ゴルフ競技、1 日あたり 1 名づつ 

   ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技、1 日あたり 3 名づつ 

業務内容：受付接待係、休憩所係、宿泊弁当係、環境衛生係、

競技会場係、記録係、練習会場係、交通輸送係、駐

車場係、他 

＊詳細は、後日ご案内いたします。 



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。 

 


