
 

 

平成 23年度 

成田市バスケットボール協会第 20回総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年５月２７日(土)１９時～ 

於 ： 成田国際文化会館 

第１・２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 22年度事業報告について 

2）第 2号議案   平成 22年度収支決算報告及び、 

監査報告について 

3）第 3号議案   平成 23年度事業計画（案）について 

4）第 4号議案   平成 23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 22222222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 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) 千葉県高校バスケットボール北総大会 

（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 （10 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 

※ﾌｨｯﾄﾈｽﾊｳｽｱﾘｰﾅの呼称は、平成 23年 4月 1日より中台体育館になりました。 



平成 22年度大会結果 

 １．東部５市大会   男子 準優勝、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  蛍 

     〃  成田オレンジボーイズ 

 

  （女子） 優勝  小力也 

    準優勝 FUベアーズ 

    ３位  御鈴 

     〃  L×Rサンライズ 

 

 ３．春季大会 

  （男子上位ﾘｰｸﾞ） 

    優勝  成田シューティング 

      準優勝 FUベアーズ 

    ３位  オレンジボーイズ 

 

（男子下位ﾘｰｸﾞ） 

    優勝  パイレーツ 

      準優勝 アルバルク 

    ３位  B．E．V 

 

  （女子） 優勝  ベアーズ 

    準優勝 L×Rサンライズ 

    ３位  チェリー 
 

 



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 153,000 132,000 ▲ 21,000
2,000円×加盟17チーム　5,000円×非加盟12チーム　2,000
円×19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 66,000 60,000 ▲ 6,000 3,000円×20チーム

繰越金 3,979 3,979 0 平成２１年度より

諸収入 21 18 ▲ 3 利息

計 649,800 622,797 ▲ 27,003

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 決算額 増減 備　　　　　　　　　　考

報償費 494,200 494,700 500
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 3,600 577 ▲ 3,023 紙コップ、ゴミ袋

燃料費 0 0 0

食糧費 54,000 41,400 ▲ 12,600 弁当代

印刷製本費 4,000 2,000 ▲ 2,000 コピー代

通信費 12,000 9,000 ▲ 3,000 電話代等

手数料 0 0 0

保険料 0 0 0

使用料及び
賃借料

23,700 23,120 ▲ 580 体育館使用料

備品購入費 0 0 0

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 18,000 ▲ 14,000 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 0 ▲ 6,300

計 649,800 608,797 ▲ 41,003

６２２，７９７円　－　６０８，７９７円　＝　１４，０００円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成２３年度繰越金へ）

平成２２年度
成田市バスケットボール協会決算報告



収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 決算額 増減 備　　　　　　　　　　考

分担金 0
入場料 0
審判料 0
オフィシャルス
ポンサー

0

オフィシャルサ
プライヤー

0

テレビ放映料 0
成田市補助金 0
雑収入 207 135 ▲ 72 利息
助成金 0
繰越金 1,020,893 1,020,893 0 平成２１年度より
合計 1,021,100 1,021,028 ▲ 72

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 決算額 増減 備　　　　　　　　　　考

会場使用料 0
会場警備費 0
入場券管理委
託

0

審判・ドクター 0
交通宿泊費 0
選手・審判保
険料

0

スタッフ費 0
演出費 0
会場装飾費 0
印刷制作費 0
表彰費 0
前売販売手数
料

0

看板制作設置
費

0

代理店マージ
ン

0

その他運営費 0
分担金 0
前座試合関係
費用

0

その他助成金 7,490 7,490 0
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
ル大会助成金

合計 7,490 7,490 0

成田市バスケットボール協会日本リーグ会計決算報告

１，０２１，０２８円　－　７，４９０円　＝　１，０１３，５３８円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成２３年度繰越金へ）

平成２２年度





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 23232323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 29日） 

3) 成田市審判講習会 （5月 27日） 

4) 第 20回成田市バスケットボール協会総会 （5月 27日） 

5) 選抜チーム強化 男女 14回 （五市強化含む）* 

6) 東部五市体育大会 （5月 22日 旭市）震災により中止 

7) 成田市審判強化講習会 （6月、11月、12月 3回） 

8) 千葉県高校バスケットボール北総大会 

（8月 24～26日） 

9) 県民大会 （10月 16、22、23日：船橋市、八千代市） 

10) WJBL成田大会 W ﾘｰｸﾞ アイシン AW vs 三菱電機 

W1 ﾘｰｸﾞ 日立 HT vs エバラ（11月 19日(準備)、20日(当日)） 

11) 成田市審判講習会 （11月 26日：中台体育館） 

12) 成田市文化祭大会 （12月 3、4日：中台体育館） 

13) 春季大会 （3月 3、4日：中台体育館） 

14) 中学生バスケットボール育成指導 （年間） 

15) 理事会 （12回） 
＊選抜チーム強化日程  

日 程 場 所 

４月 1６日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

５月 ７日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

５月１４日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

６月１８日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

７月１６日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

８月２７日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

９月１７日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

１０月 ８日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

１０月１５日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

１１月１９日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

１２月１７日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

１月２１日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

２月１８日 (土) 17:00～21:00 印東体育館 

３月１７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 132,000 2,000円×加盟17チーム　5,000円×非加盟12チーム　2,000円×19チーム

助成金 426,800 成田市体育協会より

登録費 60,000 3,000円×20チーム

繰越金 14,000 平成２２年度より

諸収入 20 利息

計 632,820

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

報償費 497,700 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 3,000 事務用品代

燃料費 0

食糧費 42,000 弁当代等

印刷製本費 2,000 コピー代等

通信費 10,000 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負担金

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 2,420

計 632,820

平成２３年度
　　成田市バスケットボール協会予算(案）



収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

入場料 843,000 入場料収入

審判料
オフィシャルスポンサー

オフィシャルサプライヤー

テレビ放映料

成田市補助金 525,000 成田市補助金

雑収入 46,012 パンフレット売上、利息等

助成金 667,450 totoスポーツ振興助成金

繰越金 1,013,538 平成２２年度より

計 3,095,000

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

会場使用料

会場警備費 150,000 警備委託費用

入場券管理委託

審判・ドクター 22,000 日当等

交通宿泊費

選手・審判保険料

スタッフ費 311,000 日当、弁当代等

演出費

会場装飾費

印刷制作費 85,000 チケットポスター印刷代

表彰費

前売販売手数料 5,250 前売り販売委託手数料

看板制作設置費 60,000 看板作製委託料

代理店マージン

その他運営費 34,200 ラインテープ代等

小計 667,450

WJBL分担金 800,000

県協会分担金 50,500

県実連分担金 50,500

前座試合関係費用 173,000 記念Tシャツ代、保険代等

その他助成金 7,500 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助成金

予備費 1,346,050

小計 2,427,550

合計 3,095,000

平成２３年度
　　成田市バスケットボール協会日本リーグ会計予算(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 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 片桐 真由美 

理 事 白鳥 裕子 

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 

 

 


