
 

 

 

 

 

第２８回成田市バスケットボール協会総会 

（平成３１年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月２４日(水)１９時００分～ 

於 玉造公民館会議室 



 

総 会 次 第 

 

1. 開会のことば 

2. 会長挨拶 

3. 議事 

1）第 1 号議案   平成 30 年度事業報告について 

2）第 2 号議案   平成 30 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 31 年度事業計画（案）について 

4）第 4 号議案   平成 31 年度収支予算（案）について 

 

4. その他 

 

  6. 閉会のことば 



第１号議案 

平成 30 年度事業報告 
 
 

1) 4 月 7日 千葉県審判講習会：千葉県総合スポーツセンター 
2) 4 月 14 日 成田市バスケットボール協会総会 

3)   〃 審判講習会 
4) 4 月 21 日 成田市体育協会定時社員総会 

5) 4 月～(*) 選抜チーム強化 男女 10 回(五市強化含む) 
6) 5 月 20 日 東部五市体育大会：匝瑳市 

7) 6 月､11 月､12 月 成田市審判強化講習会（3 回） 

8) 6 月 9､10 日 成田市 B&G 杯シニア大会：大栄 B&G ｱﾘｰﾅ 

9) 8 月 25、26、27 日  千葉県高校バスケットボール北総大会 
10) 10 月 20～21 日 W ﾘｰｸﾞ成田大会：成田市体育館（準備 19 日） 

JX-ENEOS vs 山梨 
11) 10 月 20､27､28 日 千葉県民体育大会：船橋市、八千代市 

12) 11 月 24 日 審判講習会：成田市体育館 
13) 12 月 1､2 日 成田市文化祭大会：成田市体育館 

14) 1 月 5､6 日 成田市公認審判員強化・養成：成田市体育館 

15) 3 月 9､ 10 日 成田市春季大会：成田市体育館 

16) 年間 中学生バスケットボール育成指導 

17) 年間 理事会 12 回 

 

＊選抜チーム強化日程 
 

日 程 場 所 

４月２８日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

５月 ５日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

５月１２日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

９月 １日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

９月 ８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 

９月２２日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

９月２９日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

１０月 ６日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

１０月１３日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 



平成 30 年度大会結果 
 １．東部５市大会   男子 決勝戦惜敗（準優勝） 
               女子 決勝戦惜敗（準優勝） 
 
   ２．シニア大会  男子優勝  GBS 
     準優勝 JEC 
      3 位 成田ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 
    女子優勝  とらいある 
     準優勝 トランタン 
      3 位 BELLES 
 

３．文化祭大会 
  （男子） 優勝  御鈴 
      準優勝 アストラル 
    ３位  成田ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 
     〃  Liberta 
 
  （女子） 優勝  LxR サンライズ 
    準優勝 Gossip Girls 
    ３位  御鈴 
 
 ４．県民大会 
  （男子） ベスト 16 
  （女子） 1 回戦惜敗 
 

５．春季大会 
  （男子） 優勝  Gossip Boys 
      準優勝 成田ｵﾚﾝｼﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 
    ３位  アストラル 
  （女子） 優勝  フォルティ 
      準優勝 Gossip Girls 
    ３位  FU ベアーズ 
  （ｼﾆｱ男子） 優勝  リバイバル 
      準優勝 ブロンコス 
    ３位  GBS 
  （ｼﾆｱ女子） 優勝  トランタン 
      準優勝 とらいある 
    ３位  ベルズ 



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 86,500 100,000 13,500

シニア大会１2,000円（1,500円×8チーム）　文化祭大
会46,000円（2,000円×加盟13チーム　5,000円×非
加盟4チーム)　春季大会42,000円（2,000円×21チー
ム）

助成金 244,200 244,400 200
成田市体育協会より
（内、選抜チーム活動費補助金160,000円）

登録費 48,000 45,000 ▲ 3,000 3,000円×15チーム

繰越金 16,871 16,871 0 平成２９年度より

諸収入 0 0

繰入金 0

計 395,571 406,271 10,700

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 決算額 増減 備　　　　　　　　　　考

報償費 300,000 289,070 ▲ 10,930
審判謝礼、選抜チーム活動費(160,000円）、賞
品代、講師謝礼等

旅費 0 0

交際費 0 0

消耗品費 1,500 321 ▲ 1,179 審判員応対用消耗品

燃料費 0 0

食糧費 39,000 52,502 13,502 弁当代

印刷製本費 2,500 1,500 ▲ 1,000 総会資料コピー代他

通信費 2,000 2,000 0 電話代等

手数料 0 0

保険料 0 0

使用料及び賃借料 15,700 15,120 ▲ 580 体育館使用料

備品購入費

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 12,000 12,000 0 体育協会総会、祝賀会参加費補助、理事会費

予備費 3,071 0 ▲ 3,071

計 395,771 392,513 ▲ 3,258

４０６，２７１円　－　３９２，５１３円　＝　１３，７５８円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成３１年度繰越金へ）

平成３０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 0
349,000 500 円　× 698
65,800 700 円　× 94

116,800 800 円　× 146
90,300 700 円　× 129
19,800 900 円　× 22
49,000 1,000 円　× 49
33,600 1,200 円　× 28

676,200 1,400 円　× 483
631,500 1,500 円　× 421

ＣＳ指定席 180,000 180,000 3,000 円　× 60
Ｓ指定席 60,000 60,000 2,500 円　× 24
Ａ指定席 466,000 466,000 2,000 円　× 233
その他 600 600 600 円　× 1

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

972,000 540,000 ▲ 432,000

雑収入 10,000 8 ▲ 9,992

助成金

繰越金 964,465 964,465 0

合計 2,996,465 4,243,073 1,246,608

2,738,600 1,688,600
自由席一般 1,341,300

平成３０年度
成田市バスケットボール協会日本リーグ会計決算報告

収入の部　　　　　　　　　　　　　    　　            　　　　（単位：円）

備考

入場料 1,050,000

自由席小中学生 531,600

自由席高校生 159,100

利息



項　目 予算額 決算額 増減

会場使用料 0
会場警備
費

325,000 324,216 ▲ 784

入場券管理
委託 0

審判・ドク
ター

20,000 80,000 60,000

交通宿泊費 0
選手・審判
保険料 0

スタッフ費 300,000 644,511 344,511
演出費 0 69,384 69,384
会場装飾費 0 246,672 246,672
印刷制作費 150,000 32,616 ▲ 117,384
表彰費 0
前売販売
手数料

4,000 133,001 129,001

看板制作
設置費

56,000 68,040 12,040

代理店マージン 0
その他運営
費 120,000 235,525 115,525

WJBL分担
金 983,000 1,036,432 53,432

県協会分
担金

101,000 100,216 ▲ 784

県実連分
担金

101,000 100,216 ▲ 784

前座試合
関係費用

20,000 12,956 ▲ 7,044

その他助
成金
繰出金
予備費 816,465 0 ▲ 816,465

合計 2,996,465 3,083,785 87,320

４，２４３，０７３円　－　３，０８３，７８５円　＝　１，１５９，２８８円
（収入の部合計）　（支出の部合計）　（平成３１年度繰越金へ）

備考

支出の部　　　　　　　　　　　　　     　　　　　             （単位：円）

前売り販売委託手数料

看板製作委託料

警備委託料

救護員日当

弁当代、日当
アナウンス代
スポンサー広告スタンド代
チケット、ポスター印刷代

ラインテープ代他

保険代



参考：日本リーグのみ

項　目 予算額 決算額 増減

分担金 0
349,000 500 円　× 698
65,800 700 円　× 94

116,800 800 円　× 146
90,300 700 円　× 129
19,800 900 円　× 22
49,000 1,000 円　× 49
33,600 1,200 円　× 28

676,200 1,400 円　× 483
631,500 1,500 円　× 421

ＣＳ指定席 180,000 180,000 3,000 円　× 60
Ｓ指定席 60,000 60,000 2,500 円　× 24
Ａ指定席 466,000 466,000 2,000 円　× 233
その他 600 600 600 円　× 1

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

972,000 540,000 ▲ 432,000

雑収入 10,000 ▲ 10,000

助成金

繰越金 0

合計 2,032,000 3,278,600 1,246,600

159,100

自由席一般 1,341,300
入場料 1,050,000 2,738,600 1,688,600

自由席小中学生

平成３０年度
成田市バスケットボール協会日本リーグ会計決算報告

収入の部　　　　　　　　　　　　　    　　            　　　　（単位：円）

備考

531,600

自由席高校生



参考：日本リーグのみ

項　目 予算額 決算額 増減

会場使用料 0
会場警備
費

325,000 324,216 ▲ 784

入場券管理
委託 0

審判・ドク
ター

20,000 80,000 60,000

交通宿泊費 0
選手・審判
保険料 0

スタッフ費 300,000 644,511 344,511
演出費 0 69,384 69,384
会場装飾費 0 246,672 246,672
印刷制作費 150,000 32,616 ▲ 117,384
表彰費 0
前売販売
手数料

4,000 133,001 129,001

看板制作
設置費

56,000 68,040 12,040

代理店マージン 0
その他運営
費 120,000 235,525 115,525

WJBL分担
金 983,000 1,036,432 53,432

県協会分
担金

101,000 100,216 ▲ 784

県実連分
担金

101,000 100,216 ▲ 784

前座試合
関係費用

20,000 12,956 ▲ 7,044

その他助
成金
繰出金
予備費

合計 2,180,000 3,083,785 903,785

差引 194,815

救護員日当

支出の部　　　　　　　　　　　　　     　　　　　             （単位：円）

備考

警備委託料

看板製作委託料

弁当代、日当
アナウンス代
スポンサー広告スタンド代
チケット、ポスター印刷代

前売り販売委託手数料

ラインテープ代他

保険代





第３号議案 
平成 31 年度事業計画(案) 

 
1) 3 月 9日 千葉県審判講習会：八千代市民会館 
2) 4 月 24 日 成田市バスケットボール協会総会 

3)   〃 審判講習会 
4) 4 月 27 日 成田市体育協会定時社員総会 

5) 4 月～(*) 選抜チーム強化 男女 10 回(五市強化含む) 
6) 4 月 28 日 印旛郡市中学校相川杯：中台体育館 

7) 5 月 19 日 東部五市体育大会：成田市 

8) 6 月､11 月､12 月 成田市審判強化講習会（3 回） 

9) 6 月 15､16 日 成田市 B&G 杯シニア大会：B&G 海洋ｾﾝﾀｰ 
10) 8 月 11、12 日 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ（ﾐﾆ交流会）：中台体育館 
11) 8 月 25、26、27 日  千葉県高校バスケットボール北総大会 
12) 10 月 19～20 日 W ﾘｰｸﾞ成田大会：成田市体育館（準備 18 日） 

ﾃﾞﾝｿｰ vs ｱｲｼﾝ AW、ﾄﾖﾀ vs 日立ﾊｲﾃｸ 
13) 10 月 19､26､27 日 千葉県民体育大会：船橋市、八千代市 

14) 11 月 24 日 審判講習会：成田市体育館 
15) 11 月 30 日､12 月 1 日 成田市文化祭大会：成田市体育館 

16) 1 月 3､4 日 成田市公認審判員強化・養成：成田市体育館 

17) 1 月 25 日 印旛郡中学校桜井杯：中台体育館 

18) 3 月 7､ 8 日 成田市春季大会・審判講習会：成田市体育館 

19) 年間 中学生バスケットボール育成指導 

20) 年間 理事会 12 回 

 

＊選抜チーム強化日程 
 

日 程 場 所 

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 

８月３１日 (土) 17:00～21:00 久住体育館 

９月 ７日 (土) 17:00～21:00 中台体育館(1/2) 

９月１４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 

９月２８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 



第４号議案

収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

参加料 100,000
シニア大会１2,000円（1,500円×8チーム）　文化祭大会46,000円（2,000円×加盟13
チーム　5,000円×非加盟4チーム)　春季大会42,000円（2,000円×21チーム）

助成金 244,400 成田市体育協会より

登録費 45,000 3,000円×15チーム

繰越金 13,758 平成３０年度より

諸収入

繰入金 65,000 日本リーグ会計より

計 468,158

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

報償費 319,000 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 1,500 事務用品代

燃料費 0

食糧費 53,000 弁当代等

印刷製本費 7,500 コピー代、名刺代

通信費 2,000 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 30,000 ショットクロック用コードリール

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 12,000 体育協会総会及び体育協会祝賀会参加費補助

予備費 7,458

計 468,158

平成３１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 2,000,000 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 540,000 成田市補助金

雑収入 1,472,010 千葉県バスケットボール協会より助成金、利息

繰越金 1,159,288 平成３０年度より

計 5,171,298

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

会場使用料

会場警備費 325,000 警備委託費用

入場券管理委託

審判・ドクター 80,000 救護員日当

交通宿泊費

選手・審判保険料

スタッフ費 650,000 日当、弁当代等

演出費 70,000

会場装飾費 250,000

印刷制作費 33,000 チケット、ポスター印刷代

表彰費

前売販売手数料 134,000 前売り販売委託手数料

看板制作設置費 69,000 看板作製委託料

代理店マージン

その他運営費 236,000 ラインテープ代等

WJBL分担金 1,950,000

県協会分担金 101,000
県社会人連盟分担金 101,000

前座試合関係費用 13,000 保険代

その他助成金 3,000 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

繰出金 65,000 協会会計へ

予備費 1,091,298

合計 5,171,298

平成３１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）



日本リーグのみ

収入の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

入場料 2,000,000 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 540,000 成田市補助金

雑収入 1,472,000 千葉県バスケットボール協会より助成金

繰越金

計 4,012,000

支出の部 （単位：円）

項　目 予算額 備　　　　　　　　　　考

会場使用料

会場警備費 325,000 警備委託費用

入場券管理委託

審判・ドクター 80,000 救護員日当

交通宿泊費

選手・審判保険料

スタッフ費 650,000 日当、弁当代等

演出費 70,000

会場装飾費 250,000

印刷制作費 33,000 チケット、ポスター印刷代

表彰費

前売販売手数料 134,000 前売り販売委託手数料

看板制作設置費 69,000 看板作製委託料

代理店マージン

その他運営費 236,000 ラインテープ代等

WJBL分担金 1,950,000

県協会分担金 101,000
県社会人連盟分担金 101,000

前座試合関係費用 13,000 保険代

その他助成金

繰出金

予備費

合計 4,012,000

0

平成３１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 31 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 倉波 孝雄 

理 事 東 教子 

理 事 町田 裕昭 

理 事 宮田 智之 

理 事 高橋 浩二 

理 事 宮野 雅之 

理 事 飯塚 幸男 

理 事 赤平 わかな 

理 事 狩野 順哉 

監 事 鳴田 茂行 

監 事 千葉 慶一 

   

   



（審判部） 
審判長   宮野 雅之   日本協会公認 B級審判員 
副審判長  高橋 浩二   日本協会公認 B級審判員 
審判員   大網 康志   日本協会公認 B級審判員 
審判員   小泉 和之   日本協会公認 B級審判員 
審判員   満留 啓    日本協会公認 B級審判員 
審判員   宮本 秀晴   日本協会公認 B級審判員 
審判員   半澤 幹夫   日本協会公認 C級審判員 
審判員   高橋 正浩   日本協会公認 C級審判員 
審判員   二田 賢太郎  日本協会公認 C級審判員 
審判員   松川 昌也   日本協会公認 C級審判員 
審判員   綿貫 史宏   日本協会公認 C級審判員 
審判員   浮津 直明   日本協会公認 C級審判員 
審判員   赤平 わかな  日本協会公認 C級審判員 
審判員   狩野 順哉   日本協会公認 C級審判員 
審判員   細谷 茂樹   日本協会公認 C級審判員 
審判員   松田 憲仁   日本協会公認 D級審判員 
審判員   初芝 真津代  日本協会公認 E級審判員 
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   町田  裕昭   成田市協会公認審判員 
審判員   飯塚 幸男   成田市協会公認審判員 
審判員   柏葉  信一   審判員 
 

 

 



成田市バスケットボール協会規約 

 

（名 称） 

第１条 本協会は、成田市バスケットボール協会と称し、協会事務局を千葉県 

成田市内に置く。 

 

（組 織） 

第２条 本協会は、成田市内にあるバスケットボールクラブをもって組織する。 

 

（目 的） 

第３条 本協会は、各加盟団体相互の親睦と融和を保ちバスケットボールの 

普及振興を図ることを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 本協会は、次の事業を行う。 

（1）成田市市民バスケットボール大会の主催 

（2）県民バスケットボール大会等市外大会の成田市代表選手、役員の選出及 

び派遣 

（3）本協会の目的遂行に必要な諸事業 

 

（入 会） 

第５条 本協会に入会を希望する団体は、理事会の承認を得て入会することが 

できる。 

２．本協会に入会を認められた団体は、代表者として代議員 1 名を選出しな 

ければならない。 

 

（役 員） 

第６条 本協会に次の役員をおく。 

（1）会 長 １ 名 

（2）副 会 長 若干名 

（3）理 事 長 １ 名 

（4）副 理 事 長 若干名 

（5）理 事 若干名 

（6）監 事 ２ 名 

（7）事 務 局 若干名 

 



（任期等） 

第７条 前条（1）から（7）の役員は総会で選出する。但し、任期は 2 年とし、 

再任を妨げない。 

２．会長は、本協会を代表し会務を統括する。 

３．役員の退任等により補欠選出された新役員の任期は、前役員の残余期 

  間とする。 

 

（顧 問） 

第８条 本協会に顧問を置くことができる。顧問は総会で推挙し会長がこれを 

委嘱する。但し、任期は別に定めない。 

 

（会 議） 

第９条 本協会の会議は、総会及び理事会とする。 

 

（総 会） 

第１０条 総会は、代議員及び役員をもって構成する本会の最高議決機関で 

あり、会長がこれを招集し事業内容、予算、決算、役員の選任、会則 

の改正及び理事会の必要と認める事項を審議する。なお、総会の議長 

は、会長がこれにあたる。 

２．定期総会は、年 1 回年度始めにこれを招集する。 

３．臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は 3 分の 1 以上の代議員の 

請求によりこれを招集する。 

４．総会は、過半数の代議員及び役員の出席がなければ開くことかでき 

ない。 

５．総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。なお、可否同 

数のときは、議長がこれを決する。 

６．代議員及び役員は、書面又は代理人に委任することにより議決に参加 

する事ができる。 

 

（理事会） 

第１１条 理事会は、第６条（1）から（7）の役員をもって構成する。 

２．理事会は、会長が招集し理事長を議長とし会務に必要な事項及び緊急事 

項を審議執行する。 

 

（会 費） 

第１２条 加盟団体は、本協会を維持するために総会で決められた会費を納入 



しなければならない。 

 

（運営費） 

第１３条 本協会の運営費は、次に掲げるもので支弁する。 

（1）会費 

〈2）大会開催事業収入 

（3）その他の収入 

 

（会計年度及び報告） 

第１４条 本協会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとす 

る。 

２．収入決算は、事務局が監事の監査を経て総会に報告し、その承認を得な 

ければならない。 

 

（その他） 

第１５条 本協会に必要な細則は、理事会で別に定める。 

 

（附 則） 

発足 平成４年４月 

改正 平成５年４月２１日（第２回総会） 

 



内 規 

 

（入会）第５条 入会の手続きについて 

本協会に入会を希望する団体は、成田市内で活動または、市 

内在住・在勤者で構成されている団体とし、市文化祭大会の実 

施月の月末まで所定の登録用紙を本協会に提出する。 

翌月の理事会にて審査の上、入会の可否の決定をおこなう。 

２．登録資格について 

登録資格は、上記団体に所属する18歳以上の者とする。 た 

だし、理事会で認めた場合はこの限りではない。なお、虚偽が 

発覚した場合は、ゲームは没収とし、次回大会への参加資格を 

失う。 

３．メンバーの変更登録について 

メンバーの変更登録についても、入会手続き同様、市文化 

祭大会の実施月の月末まで所定の用紙を本協会に提出す 

る。 

 

（弔慰の取扱い） 

本会の役員、理事及び監事の弔慰の取扱いは、次のとおりとする。 

弔慰金 １０，０００円および花輪 

その他、会長が認める場合は、この限りではない。 

 

（附則） 

平成１４年４月２７日制定（第１１回総会） 

平成１６年４月１６日改定（第１３回総会） 

平成１７年５月１４日改定（第１４回総会） 

平成２３年５月２日改定（第２１回総会） 


