
 

 

 

第 22回成田市バスケットボール協会総会 

（平成 2５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２5年５月１８日(土)１７時３０分～ 

於 成田市役所 3階第 2応接室 



 

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 24年度事業報告(案)について 

2）第 2号議案   平成 24年度収支決算報告(案)及び、 

監査報告について 

3）第 3号議案   平成 25年度事業計画（案）について 

4）第 4号議案   平成 25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 24242424年年年年度事業度事業度事業度事業報告報告報告報告        （（（（案案案案））））    

    
1)1)1)1)    4 月 14 日 千葉県審判講習会：八千代市体育館    

2)2)2)2)    4 月 28 日 成田市体育協会総会 

3)3)3)3)    4 月 30 日 印旛郡市中学校相川杯：中台体育館 

4)4)4)4)    5 月 2 日 第 21回成田市バスケットボール協会総会 

5)5)5)5)    5 月 2 日 成田市審判講習会 

6)6)6)6)    4 月～(*) 選抜チーム強化 男女 15回(五市強化含む) 

7777))))    5 月 20 日 東部五市体育大会：旭市 

8)8)8)8)    6 月､11 月､12 月 成田市審判強化講習会（3回） 

9)9)9)9)    8 月 24～26 日 千葉県高校バスケットボール北総大会 

10)10)10)10)    10 月 20､27､28 日 千葉県民体育大会：船橋市、八千代市 

11)11)11)11)    11 月 18 日 印旛郡市中体連選抜交流大会：中台体育館 

12)12)12)12)    11 月 24 日 成田市審判講習会：中台体育館 

13)13)13)13)    12 月 1､ 2 日 成田市文化祭大会：中台体育館 

14)14)14)14)    1 月 4 日 成田市公認審判員強化・養成：中台体育館 

15)15)15)15)    3 月 2､ 3 日 成田市春季大会：中台体育館 

16)16)16)16)    年間 中学生バスケットボール育成指導 

17)17)17)17)    年間 理事会 11回 

＊選抜チーム強化日程  

日 程 場 所 

４月 1４日 (土) 17:00～21:00 中台体育館 

４月２１日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

４月２８日 (土) 17:00～21:00 国際高校 

５月１２日 (土) 17:00～21:00 芝山中学校 

６月１６日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

７月２１日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

８月２５日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

９月１５日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

１０月１３日 (土) 17:00～21:00 中台体育館 

１０月２０日 (土) 17:00～21:00 中台体育館 

１１月２４日 (土) 17:00～21:00 中台体育館 

１２月１５日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

１月１９日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

２月１６日 (土) 17:00～21:00 中台体育館 

３月１６日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 



平成 24年度大会結果 

 １．東部５市大会   男子 １回戦惜敗 

               女子 優勝 

 

   ２．文化祭大会 

  （男子） 優勝  御鈴 

      準優勝 成田オレンジボーイズ 

    ３位  成田ピストンズ 

     〃  FUベアーズ 

 

  （女子） 優勝  小力也 

    準優勝 御鈴 

    ３位  フォルティ 

     〃  ベルズ 

 

 ３．県民大会 

  （男子） 1回戦惜負（対船橋市） 

  （女子） 1回戦惜負（対我孫子市） 

 

４．春季大会 

  （男子 A ﾘｰｸﾞ） 

    優勝  成田オレンジボーイズ 

      準優勝 ゴシップボーイズ 

    ３位  ラークス 

 

（男子 B ﾘｰｸﾞ） 

    優勝  成田ピストンズ 

      準優勝 L×Rサンライズ 

    ３位  アルバルク 

 

  （女子） 優勝  L×Rサンライズ 

    準優勝 FUベアーズ 

    ３位  クローバー 
 

 

 



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 141,000 120,000 ▲ 21,000
2,000円×加盟18チーム　5,000円×非加盟10チーム
2,000円×17チーム

助成金 446,800 446,800 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 57,000 57,000 0 3,000円×19チーム

繰越金 3,150 3,150 0 平成２３年度より

諸収入 20 15 ▲ 5 利息

計 647,970 626,965 ▲ 21,005

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 決算額 増減 備　　　　　　　　　　考

報償費 515,200 502,700 ▲ 12,500
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 9,000 8,050 ▲ 950 紙コップ、事務用品

燃料費 0 0 0

食糧費 44,000 43,525 ▲ 475 弁当代

印刷製本費 4,000 800 ▲ 3,200 コピー代

通信費 4,000 3,000 ▲ 1,000 電話代等

手数料 0 0 0

保険料 0 0 0

使用料及び賃借料 17,700 14,720 ▲ 2,980 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 32,000 0
体育協会総会、体育協会祝賀会参加費補助
理事会費

予備費 2,070 0 ▲ 2,070

計 647,970 624,795 ▲ 23,175

６２６，９６５円　－　６２４，７９５円　＝　２，１７０円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成２５年度繰越金へ）

平成２４年度
成田市バスケットボール協会決算報告



項　目 予算額 決算額 増減
分担金

入場料
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

雑収入 124 124
助成金
繰越金 1,039,866 1,039,866 0
合計 1,039,866 1,039,990 124

項　目 予算額 決算額 増減
会場使用料

会場警備費
入場券管理委託

審判・ドクター
交通宿泊費

選手・審判保険料

スタッフ費
演出費
会場装飾費

印刷制作費

表彰費
前売販売手数料
看板制作設置費
代理店マージン

その他運営費

小計

WJBL分担金

県協会分担金
県実連分担金
前座試合関係費用
印刷制作費
前売販売手数料
その他Ｗリーグ運営
その他助成金 8,000 36,990 28,990
繰出金

小計 8,000 36,990 28,990

合計 8,000 36,990 28,990

備考

平成２３年度より

成田市バスケットボール協会日本リーグ会計決算報告
平成２４年度

収入の部　　　　　　　　　　　　     　　            　　　　（単位：円）

支出の部　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　             （単位：

利息

１，０３９，９９０円　－　３６，９９０円　＝　１，００３，０００円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成２５年度繰越金へ）

印旛郡市中体連バスケットボール連盟へ助成



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 25252525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)1)1)1)    4 月 13 日 千葉県審判講習会：八千代市体育館    

2)2)2)2)    4 月 27 日 成田市体育協会総会 

3)3)3)3)    4 月 28 日 印旛郡市中学校相川杯：中台体育館 

4)4)4)4)    5 月 18 日 第 22回成田市バスケットボール協会総会 

5)5)5)5)    5 月 18 日 成田市審判講習会 

6)6)6)6)    4 月～(*) 選抜チーム強化 男女 9回(五市強化含む) 

7777))))    5 月 19 日 東部五市体育大会：匝瑳市 

8)8)8)8)    6 月､11 月､12 月 成田市審判強化講習会（3回） 

9)9)9)9)    6 月 29 日 成田市 B&G杯シニア大会：B&G海洋ｾﾝﾀｰ 

10101010))))    8 月 23～25 日 千葉県高校バスケットボール北総大会 

11111111))))    10 月 14､19、20 日 千葉県民体育大会：船橋市、八千代市 

12)12)12)12)    11 月（日程未定） 審判講習会 

11112222))))    11 月 16､17 日 成田市文化祭大会：中台体育館 

11113333))))    11 月 29-準備､30 日 日本リーグWJBL成田大会：中台体育館 

11114444))))    1 月 5 日 成田市公認審判員強化・養成：中台体育館 

15)15)15)15)    3 月 1､ 2 日 成田市春季大会：中台体育館 

16)16)16)16)    年間 中学生バスケットボール育成指導 

17)17)17)17)    年間 理事会 12回 

 

＊選抜チーム強化日程 
 

日 程 場 所 

４月 1３日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

４月２０日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

４月２７日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

５月 ４日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

５月１１日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

９月２１日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

１０月 ５日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

１０月１２日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

３月１５日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

 

 



第４号議案

収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

参加料 120,000 2,000円×加盟18チーム　5,000円×非加盟10チーム　2,000円×17チーム

助成金 446,800 成田市体育協会より

登録費 57,000 3,000円×19チーム

繰越金 2,170 平成２４年度より

諸収入 20 利息

計 625,990

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

報償費 499,200 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 6,000 事務用品代

燃料費 0

食糧費 44,000 弁当代等

印刷製本費 4,000 コピー代等

通信費 4,000 葉書代、電話代等

手数料 0

保険料 0

使用料及び賃借料 15,700 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 1,090

計 625,990

平成２５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 1,000,000 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 40,000 パンフレット売上、利息等

助成金

繰越金 1,003,000 平成２４年度より

計 2,568,000

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

会場使用料

会場警備費 250,000 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 200,000 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 6,000 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 40,000 ラインテープ代等

WJBL分担金 600,000

県協会分担金 51,000

県実連分担金 51,000

前座試合関係費用 200,000 記念Tシャツ代、保険代等

その他負担金 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負担金

予備費 995,500

合計 2,568,000

平成２５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 25 年度協会役員 

役  職 氏  名 

会 長 半澤 幹夫 

副会長 伊藤 昌志 

顧 問 石川 八十吉 

理事長 宮本 秀晴 

副理事長 初芝 真津代 

副理事長 高橋 正浩 

理 事 藤崎 佳子 

理 事 塚本 さゆ里 

理 事 飯田 一広 

理 事 倉波 孝雄 

理 事 榎本 達也 

理 事 町田 裕昭 

理 事 宮田 智之 

理 事 高橋 浩二 

監 事 東 教子 

監 事 赤平 わかな 

   



（審判部） 

審判長   高橋 浩ニ   日本協会公認審判員 
副審判長  宮野 雅之   日本協会公認審判員 
審判員   大網 康志   日本協会公認審判員 
審判員   小泉 和之   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   二田 賢太郎  千葉県協会公認審判員 
審判員   宮本 秀晴   千葉県協会公認審判員 
審判員   高橋 正浩   千葉県協会公認審判員 
審判員   松川 昌也   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   赤平 わかな  成田市協会公認審判員 
審判員   初芝 真津代  成田市協会公認審判員 
審判員   黒木 洋輔   成田市協会公認審判員 
審判員   町田  裕昭   成田市協会公認審判員 

 


