
平　　成　 ２　３　年　　度

 評　 議 　員　 会 　資 　料

平　成　２３　年　５　月　１２　日　（木）

午　後　6　時　30　分

於　か　な　が　わ　県　民　セ　ン　タ　ー

神　奈　川　県　ラ　グ　ビ　ー　フ　ッ　ト　ボ　ー　ル　協　会



1　開　会　の　言　葉

2　会　 長　 挨 　拶

3　議　 長 　選　 出

4　議　　　　　　　事

1号議案　　平成２２年度事業報告

2号議案　　平成２２年度収支決算報告

3号議案　　会　計　監　査　報　告

4号議案　　特別会計・事業委員会中間報告　

5号議案　　役員（理事・監事）改選案

6号議案　　平成２３年度事業計画案

7号議案　　平成２３年度予算案

5　議　 長 　解　 任

6　閉　会　の　言　葉

平成２３年度　神奈川県ラグビーフットボール協会評議員会

次　　　　　　　　　　第



１．チーム数(2011.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 計 　　次年度理事改選について

30 42 13 54 16 15 170 　　その他
　Ｈ23・2・16（水）　於　県民センター

２．評議員会 　第４回常任理事会
　Ｈ22・5・14（金）　於　県民センター 　　23年度有料試合日程について

　　23年度理事改選について
３．常任理事会及び理事会 　　その他
　Ｈ22・6・11（金）　於　県民センター 　Ｈ23・3・9（水）　於　県民センター
　第１回理事会 　第 5 回理事会
　　新役員紹介 　　評議員会資料について
　　関東協会傷害見舞金について 　　次年度事業委員会活動について
　　事業委員会について 　　その他
　　バナー広告掲載の報告 　Ｈ23・4・13（水）　於　県民センター
　　チャレンジシリーズの確認 　第 6 回理事会
　　トップリーグの試合運営について 　　評議員会資料最終確認
　　その他 　　次年度最終傷害見舞金の使途について
　Ｈ22・7・22（木）　於　県民センター 　　東日本大震災義援金について
　第１回常任理事会 　　その他
　　事業委員会報告
　　傷害見舞金申請について ４．事業委員会
　　秋の有料試合・県協会主管試合について 　第１回委員会
　　新年会について 　Ｈ22・4・13　 (火)   於　県協会事務所　　　
　　その他 　第２回委員会
　Ｈ22・8・24（火）　於　県民センター 　Ｈ22・5・10 　(月)   於　県民センター　　　
　第２回理事会 　第３回委員会
　　傷害見舞金申請について 　Ｈ22・5・31　 (月)   於　県民センター　　　
　　秋の有料試合・県協会主管試合について 　第４回委員会
　　事業委員会報告 　Ｈ22・6・24　 (木)   於　県協会事務所　　　
　　その他 　第５回委員会
　Ｈ22・9・24（水）　於　県民センター 　Ｈ22・8・6　  (金)   於　県協会事務所　　　
　第２回常任理事会 　第６回委員会
　　秋の有料試合・県協会主管試合について確認 　Ｈ22・12・15  (水)   於　県協会事務所　　　
　　トップリーグ観客動員3000名目標取組について 　第７回委員会
　　新年会について 　Ｈ23・2・24 　(木)  於　県協会事務所
　　財政について 　第８回委員会
　　次年度予算案について 　Ｈ23・3・15　 (火)　於　県協会事務所　
　　その他 　　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ)企画開催
　Ｈ22・10・22（金）　於　県民センター 　　・ラグビーフェスティバル開催（７月４日）
　第３回理事会 　　・サポートメンバーズクラブ募集活動(旧賛助会員)
　　トップリーグ3000名目標達成報告(日本協会中里氏) 　　・秋の有料試合イベント企画
　　秋の有料試合・県協会主管試合について確認 　　・２０１９年Ｗ杯に向けた活動展開
　　新年会について 　　・各ｲﾍﾞﾝﾄ会場で「優しさにトライ献血」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
　　次年度予算（財政）について
　　その他 ５．第４回ｶﾗﾀﾞﾌｧｸﾄﾘｰﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　Ｈ22・11・19（金）　於　県民センター 　Ｈ22・ 7・4　 (日）保土ヶ谷ラグビー場
　第３回常任理事会
　　秋の有料試合の総括 ６．ﾁｬﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ
　　県協会主管試合の確認 　Ｈ22・4・24（土）　ニッパツ三ツ沢球技場　
　　新年会について 　　　東海大学VS法政大学
　　次年度事業委員会の取組について 　Ｈ22・4・25（日）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　次年度理事改選について 　　　慶應義塾大学VS関東学院大学
　　その他 　Ｈ22・5・5（祝）　 ニッパツ三ツ沢球技場
　Ｈ22・12・21（火）　於　県民センター 　　　法政大学VS筑波大学
　第４回理事会 　Ｈ22・6・19（土）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　各委員会の財政の取組について 　　　東海大学VS流通経済大学
　　秋の有料試合・県協会主管試合の総括 　Ｈ22・6・20（日）　ニッパツ三ツ沢球技場
　　次年度事業委員会の取組について 　　　早稲田大学VS慶應義塾大学
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　Ｈ22・6・26（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　　・ジュニア東日本Ｕ１５大会強化
　　　東海大学VS筑波大学 　　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援
　Ｈ22・6・27（日）　ニッパツ三ツ沢球技場 　　・指導者研修会参加推進
　　　早稲田大学VS関東学院大学 　　・クラブ委員会　中央大会出場チーム支援

　　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援
７．公式戦主管試合（有料試合） 　　・普及育成委員会(RS)全国ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　Ｈ22・9・11（土）　海老名陸上競技場（無料）       ・ﾁｰﾑ支援
　　　日本IBMVSサントリーフーズ （6）競技委員会
　Ｈ22・9・12（日）　保土ヶ谷球技場（無料） 　　・増田杯県７人制大会開催
　　　拓殖大学VS流通経済大学 　　・競技委員会開催（３回）
　Ｈ22・10・10（日） 保土ヶ谷球技場（無料） （7）広報委員会
　　　常総クラブVS東京闘球団高麗 　　・委員会開催
　　　タマリバクラブVS駒場WMM 　　・ラグビー神奈川４１号の作成、配布
　Ｈ22・10・16（土） ニッパツ三ツ沢球技場 　　・有料試合における写真撮影等
　　　トップリーグ　リコーVS東芝 　　・県協会ホームページのメンテナンス
　Ｈ22・10・17（日） ニッパツ三ツ沢競技場 （8）支部委員会
　　　関東大学リーグ戦　拓殖大学VS東海大学 　　・委員会開催（5回）
　Ｈ22・11・3（祝）  ニッパツ三ツ沢競技場 　　・支部委員会懇親会の開催（1回）
　　　関東大学対抗戦　日本体育大学VS成蹊大学 　　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
　　　関東大学対抗戦　筑波大学VS立教大学 　　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　Ｈ22・11・6（土） 麻溝公園競技場(無料) 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　　キャノンVSサントリーフーズ 　　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　Ｈ22・12・5（日） 海老名陸上競技場（無料） 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　　サントリーフーズVS日本航空 　　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　Ｈ22・12・5（日） 麻溝公園競技場(無料) 　　　等の支援
　　　三菱重工相模原VS栗田工業 　　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力及び入場

　　　増員支援
８．委員会（主な活動） 　   ・第8回県支部長杯争奪セブン大会(3月20日・中止)
（1）医務委員会 （9）普及育成委員会
　　・安全推進講習会開催(３回) 　☆　タグラグビー担当
　　・全国安全推進講習会参加 　　・委員会開催（9回）
　　・ラグビーフェスティバル参加 　　・神奈川県タグラグビー大会開催
　　・国体参加選手検診実施 　　　（2回中1回は台風襲来により中止）
　　・関東協会医務委員長会議出席 　　・第7回全国小学生タグラグビー選手権大会
　　・全国医務委員長会議出席 　　　県予選開催
　　・安全推進対策本部講習会参加 　　・第7回全国小学生タグラグビー選手権大会
　　・マッチドクター派遣 　　　南関東ブロック予選開催
　　・高校からトップリーグまで(109試合・122名派遣) 　　・レフリー講習会（C級ﾀｸﾞﾚﾌﾘｰ10名認定）
　　・タグラグビー（4試合派遣） 　　・県ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流会兼指導者講習会
（2）安全対策委員会 　　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室等講師派遣（６回）
　　・メディカルサポーター資格取得講習会開催 　　・出前授業開催（横浜市・相模原市・鎌倉
　　・平成２２年度安全推進講習会開催 　　　市・厚木市等で実施）
（3）レフリー委員会 　　　　　通算 78回 約 4,546名受講
　　・Ｂ級認定候補強化 　　・第7回全国小学生タグラグビー選手権大会
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　　　　神奈川県代表「茅ヶ崎ブルーフェニックス」プレート初戦敗退

　　・ルール伝達講習会 　☆　 ラグビースクール担当
　　・強化研修合宿 　　・評議会開催（8回）
　　・レフリー研修会 　　・各部会開催(Jr・競技・CS・安全対策・広報）
　　・タグレフリー研修会 　   ・春の交流大会開催（5～6月）
　　・エリートレフリー研修会 　   ・夏季指導者研修会開催（海老名陸上競技場　8月）
　　・レフリーコーチ研修会 　   ・秋の交流大会開催（9月）
（4）コーチ委員会 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ　9～11月）
　　・新スタートコーチ講習会開催(4回・182名参加) 　   ・東日本大会出場（1位　11月）
　　・ブラッシュアップ研修会開催(3回・30名参加) 　   ・ジュニア東西対抗試合（麻溝公園競技場　11月)
（5）強化委員会 　   ・親子交流大運動会開催（なぎさ公園・12月)
　　・国体強化（選手選考　強化　国体検診） 　   ・全国ジュニア大会出場（花園12月29～31日）
　　・東日本都道県対抗大会強化 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・一貫指導体制推進ＰＪ（ジュニア強化） 　   ・第1回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ(2/13・19)
　　・中学－ＲＳ交流大会実施 　   ・U15ジュニア大会（水戸　3月・中止）
　　・全国ジュニアラグビー大会強化       ・ジュニア群馬定期戦(保土ヶ谷球技場　3月・中止)
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　    ・指導者交流大会（保土ヶ谷球技場　3月・中止）   　 ・厚木市競技別選手権兼第16回市民大会
　☆　 中学担当   　 ・第19回厚木わんぱくラグビー祭
　   ・第２４回　県春季大会開催   　 ・第13回新春ラグビー大会(ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ）
　   ・第６１回　関東中学校大会（熊谷）    　・第10・11回厚木マスターズ大会(11回はグラウンド不良の為中止)

　   ・第１２回　東日本ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ菅平ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ   　 ・選手強化合宿事業（技術講習会）
　   ・第１回　　全国中学生大会（菅平）   　 ・選手強化ジュニア合宿事業（技術講習会）
　   ・第２８回　県秋季大会開催   　 ・指導者養成事業(新スタートコーチ及びブラッシュアップ講習開催）

　   ・第４回　　東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 　   ・市内小学校タグラグビー普及事業
　   ・第３０回　東日本中学校大会 　　　　9校、28回、延べ2,967名に実施
　   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会 　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援
　   ・第１３回　新人大会   　 ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣
　   ・第８回　　東日本U15選抜大会（中止）   　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供
 (10) 高校委員会 　2）海老名市協会
　　・第５８回関東大会県予選会開催 　　・理事会
　　・高校総体７人制大会開催 　　・総会開催
　　・第９０回全国大会県予選会開催 　　・市総体開会式
　　・県新人大会開催 　　・ルール伝達講習会
　　・第１１回全国高校選抜大会 　　・市民マスターズ大会
　　・第５８回関東大会 　　・市協会Ｊｒ育成事業
　　・第６５回国体関東ブロック大会 　　・海老名少年少女交流大会
　　・第６５回国体 　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・第９０回全国高校大会 　　・県社会人大会、県高校大会準決勝主管
　　・ｻﾆｯｸｽ2009ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　　・市総体
　　・第１2回関東高校新人大会 　　・県高校新人戦準決勝主管
　　・第１2回関東高校都県対抗戦 　　・市協会レフリー研修会
 (11) 大学委員会 　　・支部対抗セブンス大会
　　・平成２２年度神奈川県大学トーナメント大会開催 　　・関東協会主催公式戦主管
　　・全国地区対抗県予選大会開催 　　・中野グランド整備
　　・増田杯県７人制大会参加 　3）鎌倉市協会
　　・総会開催 　　・総会開催
 (12) クラブ委員会 　　・理事会（6回開催）
　　・クラブ委員会開催（6回） 　　・タグラグビー普及活動（60回）
　　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝 　　・技術講習会
　　・日本選手権大会　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ対帝京大学 　　・第７回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・春季クラブ選手権大会ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ開催   　 ・第１９回鎌倉市7人制大会
　　・Ｃ級ﾚﾌﾘｰ認定講習会 　　・第５回国際交流
　　・東日本社会人大会１回戦 　4）川崎市協会
　　・第５３回春季クラブ選手権大会   　 ・ラグビースクール開校
　　・増田杯県７人制大会（7ﾁｰﾑ参加）   　 ・春季市民大会
　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ　   　 ・指導者研修会
　　・学生クラブオープン戦開催   　 ・体育の日記念事業
　　・秋季大会ｽｹｼﾞｭｰﾙ会議   　 ・秋季市民大会
　　・ﾙｰﾙ伝達、ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習会開催   　 ・高校7人制大会
　　・東日本ｸﾗﾌﾞ選手権参加　 　　・菅平ジャンボリー
　　・クラブトップリーグ　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝　 　　・かわさきスポーツ人の集い
　　・秋季クラブ選手権大会 　　・県支部長杯争奪セブン大会
　　・関東学生クラブ選手権    5）相模原市協会
 (13) 社会人委員会 　   ・理事会（4回開催）
　　・スタッフ会議開催（５回） 　　・総会開催
　　・有料試合支援   　 ・ラグビースクール開校（79日）
　　・増田杯県７人制大会参加（７チーム） 　　・タグラグビー出前授業（小学校17回）
　　・春季リーグ戦開催（12チーム参加） 　   ・市マスターズ・ラグビー教室（6回）　
　　・神奈川選手権大会開催（５チーム参加） 　   ・県ミニ交流大会（1回）
　　・秋季・会長杯大会開催（12チーム） 　   ・県Jr新人戦（2回）秋季大会（1回）
　　・クラブ交流戦 　   ・県社会人春季大会（2回）
　　・委員会７人制大会（８チーム参加) 　   ・ラグビースクールミニ合宿
 (14) 支部委員会 　   ・市さくらまつり　パレード参加
　1）厚木市協会 　   ・東海大相模高校ラグビー祭り　
　　・理事会（6回）開催 　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全等）
　　・総会開催 　   ・菅平ミニジャンボリー
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　   ・東日本Jr菅平ジャンボリー大会   　 ・親子ラグビー教室
　   ・県指導者研修会   　 ・市民大会（一般･高校）
　   ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ協会指導者研修会 　9）横浜市協会
　   ・ラグビースクール夏合宿 　   ・理事会（5回開催）
　   ・北相地区高校ラグビー大会　 　　・県高校関東大会予選
　   ・県ミニラグビースクール大会 　　・タグラグビーフェスティバル開催
　   ・県Jr秋季大会（2回） 　　・マスターズ大会開催
　   ・県社会人秋大会（1回） 　　・高校大会
　   ・かながわ　ゆめ国体記念ｲﾍﾞﾝﾄ 　　・市民大会開催（高校）
　   ・高校県大会決勝 　　・タグラグビー大会開催（2回）
　   ・相模原ｶｯﾌﾟﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 　　・マスターズ大会開催
　   ・親子ラグビースポーツ教室　 　　・市民大会開催（成人）
　   ・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞｲｰｽﾄ公式戦開催(2回) 　　 ・オール横浜市高校とオール福岡県高校との交流戦開催

　   ・県タグラグビー交流大会   10）大和市協会
　   ・県Jr新人戦（3回） 　   ・理事会（5回開催）
　   ・第１０回市長杯争奪相模原セブン大会 　　・第2回初心者ラグビー教室開催
　   ・２２年度スクール卒業式 　　・第3回大和市ラグビーフェスティバル(雨天中止)
　   ・関東高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会　合同ﾁｰﾑ 　　・第3回大和市キンダーCUP開催
　   ・第７回県支部長杯争奪セブン大会   　 ・ジュニア＆シニア交流大会
　6）秦野市協会   　 ・合同忘年会(市協会・ラグビースクール・クラブ）
　　・協会総会   　 ・指導者講習会(ルール)
  　 ・ラグビースクール開校式・花見会   11）茅ヶ崎市協会
　   ・市体育協会理事会 　　・理事会（6回開催）
　   ・ミニ合宿 　　・ラグビーフェスティバル開催
　   ・春季交流大会 　　・ラグビー教室（7回開催）
　   ・東海大学相模校ラグビー祭 　　・ビーチラグビー大会
　   ・東海大学丹沢ラグビー祭 　　・市民開放デー（2回開催）
　   ・県協会ラグビーフェスティバル 　　・指導者講習会
　   ・菅平合宿 　　・写真展
　　・指導者交流会
　   ・協会理事会
　   ・スクール秋季県交流戦
　   ・スクール県大会
　   ・ジュニア東西対抗
　   ・東海大応援
　   ・スクール交流運動会
　   ・スクールクリスマス会
　   ・市体育協会新春の集い
　   ・はだのっ子駅伝大会
　   ・秦野丹沢ラグビー祭
　   ・厚木ラグビー交流会
　   ・横浜RS40周年記念試合
　7）藤沢市協会　
　　・常任理事会（5回）開催
　　・理事会（5回）開催
　　・総会開催
　　・第２９回市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（７月）
　　・第６５回市総体・第３０回市民大会開催（９月）
　　・新年会開催（１月）
　　・指導者講習会開催（３月）
  　 ・シニア春季交流大会
  　 ・シニア秋季交流大会
  　 ・社会人7人制大会（２月）
　8）横須賀市協会
　　・総会開催
　   ・理事会（4回開催）
  　 ・ラグビースクール
  　 ・ラグビースクール夏合宿
  　 ・セブンス大会（一般･高校）
  　 ・指導者養成講習会
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１．試合収入 １．普及指導費

春季オープン戦 300,000 977,206 677,206 ａ 国体競技力向上費

２．試合運営受託料 （県協会） 1,000,000 1,000,000 0

秋季公式戦・他 500,000 415,355 ▲ 84,645 （県体協） 国体強化費 500,000 500,000 0

３．会費収入 （県体協） 2,500,000 1,529,680 ▲ 970,320

社会人 15,000 円× 30 チーム 450,000 450,000 0 国体旅費等戻金 0 741,600 741,600

クラブ 15,000 円× 42 チーム 585,000 630,000 45,000 ｂ ジュニア選手強化費 57,750

大　学 15,000 円× 13 チーム 225,000 195,000 ▲ 30,000 （県協会） ジュニア選手強化費 200,000 200,000 0

高　校 10,000 円× 54 チーム 540,000 540,000 0 （県体協） ジュニア選手強化費 1,480,000 1,480,000 0

中　学 5,000 円× 16 チーム 80,000 80,000 0 0 57,750 57,750

Ｒ／Ｓ 5,000 円× 15 チーム 80,000 75,000 ▲ 5,000

新規加盟金 3,000 円× 4 チーム 0 12,000 12,000 ｃ 委員会強化費

計 170 （県協会） 1,020,000 1,020,000 0

４．個人会費収入 （関東協会） 東日本大会旅費 100,000 80,080 ▲ 19,920

7,500,000 8,019,000 519,000

ｄ 委員会大会運営費 651,926

５．大会参加費 （県協会） 3,288,000 3,050,370 ▲ 237,630

社会人 500,000 405,000 ▲ 95,000 （関東協会） 0 149,737 149,737

クラブ 1,000,000 1,160,000 160,000 （関東協会） 0 739,819 739,819

大　学 0 0 0 ｅ レフリー強化事業費 300,000 300,000 0

高　校 778,000 745,000 ▲ 33,000 （県協会） 300,000 300,000 0

中　学 150,000 201,000 51,000 ｆ 底辺拡大事業費 ▲ 120,000

Ｒ／Ｓ 650,000 337,000 ▲ 313,000 （県協会） タグ・高校・少人数制 200,000 200,000 0

７人制 80,000 80,000 0 （日本協会） 50,000 0 ▲ 50,000

70,000 100,000 30,000

６．業務委託料 128,875 ▲ 21,125 900,000 800,000 ▲ 100,000

個人登録事務委託費 150,000 128,875 ▲ 21,125 0 0 0

ｇ ▲ 310,951

７．補助金収入 3,000,000 2,689,049 ▲ 310,951

（県体協） 国体強化費 500,000 500,000 0 ２．機関誌代 ▲ 456,300

（県体協）  国体旅費・健康診断料 2,500,000 2,271,280 ▲ 228,720 冊×２，７００円 456,300 0 ▲ 456,300

（県体協） ジュニア選手強化費 1,480,000 1,480,000 0 ３．チーム会費 169,000 190,000

（日本協会） 50,000 0 ▲ 50,000 チーム×１，０００円 169,000 190,000 21,000

（日本協会） 70,000 100,000 30,000 ４．個人会費 346,000

（関東協会） 全国ジュニアラグビー大会費 0 57,750 57,750 2,500,000 2,673,000 173,000

（関東協会） 0 0 0 2,500,000 2,673,000 173,000

（全国共済） 0 800,000 800,000 ５．県体協分担金 0

（関東協会） 100,000 80,080 ▲ 19,920 135,000 135,000 0

（関東協会） トップイースト無料試合大会費 0 739,819 739,819 ６．運営経費 484,159

（関東協会） クラブトップリーグ大会費 0 149,737 149,737 会議費 50,000 30,925 ▲ 19,075

（関東協会） 3,000,000 2,689,049 ▲ 310,951 旅費交通費 250,000 305,450 55,450

（県協会） 700,000 608,820 ▲ 91,180 通信費 250,000 321,800 71,800

８．その他 592,382 水道光熱費 100,000 112,299 12,299

受取利息 150,000 35,127 ▲ 114,873 家　賃 1,100,000 1,058,400 ▲ 41,600

前売入場券手数料 150,000 274,366 124,366 人件費 1,000,000 1,000,000 0

雑収入 865,370 1,448,259 582,889 消耗品費 200,000 250,418 50,418

慶弔費 400,000 485,000 85,000

９．前年度繰越金 0 印刷費（ラグビー神奈川Ｎｏ．４１号） 200,000 200,000 0

収入合計 事業委員会 （ラグビー神奈川Ｎｏ．４１号） 700,000 608,400 ▲ 91,600

雑　費 381,700 743,167 361,467

予備費 0 0 0

７．その他 0 85,680 85,680

広告占用料 0 85,680 85,680

支出合計 510,624

次期繰越金 2,040,729

東日本大会旅費

傷害互助会見舞金残余金
普及活動費

クラブトップリーグ
大会費

サントリーカップ第7回全国小学生
タグラグビー選手権大会費

神奈川県タグラグビー支部交流大会費

全国タグラグビー選手権
県予選大会費

サントリーカップ第7回全国小学生
タグラグビー選手権大会費

予備費

（関東協会）

事業委員会
　　　（ラグビー神奈川Ｎｏ．４1号）

0

1,757,752

25,000,000

25,000,000

2,551,353

1,866,630 1,866,630

1,165,370

27,551,353

1,100,080

委員会費・
一般強化費

3,939,926

3,000,000

8,019,000

2,928,000

519,000

1,100,000

トップイースト無料試合大会費

大会参加費・７人制・
高校三ツ沢使用料

（５００円×５，３４６名）

全国小学生タグラグビー
選手権県予選大会費

▲ 230,000

170

各委員会

傷害互助会見舞金残余金普及活動費

（関東協会）

安全推進講習会費

9,476,535 1,076,535

190

8,400,000

150,000 （全国共済）

500,000

平成２２年度　神奈川県協会決算報告
神奈川県ラグビーフットボール協会

２２年度
予算額

２２年度
決算額

比較増減（▲）

30,08514,608,000

▲80135

21,000

2,689,049

456,300 0

1,120,000

▲ 228,720

　収入の部 　支出の部

比較増減（▲）
２２年度
決算額

科     目

4,000,000

14,638,085

3,771,280

科    目

977,206

▲ 84,645

国体旅費・
健康診断料

２２年度
予算額

300,000 677,206

1,960,000 1,982,000 22,000

1500円×5346名

1,680,000

全国ジュニアラグビー
　　　　　　　　　　大会費

1,220,000

3,288,000

3,158,000

7,500,000

（関東協会）

4,631,700 5,115,859

1,737,750

415,355
国体強化費・
事業委員会補助

日本協会

神奈川県タグラグビー支部交流大会
費

関東協会

5,000,000 5,346,000

135,000135,000

（５００円×５，３４６名）

2,040,729

25,510,624

─　５　─





収　　　　　　入
２２年度
予　算

２２年度
決　算

支　　　　　　出
２２年度
予　算

２２年度
決　算

項　　　　　　　目 金　　額 金　　額 項　　　　　　　目 金　　額 金　　額

 前期繰越金（H16年度～H21年度） 4,040,030 4,040,030  リーフレット作成費 500,000 0

 三ツ沢春季有料試合収入 300,000 977,206
 三ツ沢春季有料試合収入
    （一般会計補填）

300,000 977,206

 ラグビー神奈川４１号広告協賛金
（Ｎｏ．４１、Ｎｏ．４２、Ｎｏ．４３
号）

700,000 760,000
 ラグビー神奈川制作印刷費
　　　　（一般会計補填）

700,000 608,820

 サポートメンバーズクラブ賛助会員 300,000 560,720  ラグビーフェスティバル運営費 250,000 243,571

 帽子・キーホルダー販売・他 100,000 44,700
 ラグビーグッズ制作費
   （キーホルダー等）

100,000 100,000

 新支部立上げ補助金 100,000 0

 ラグビー普及活動費 100,000 0

 雑 費
（事務局経費・振込手数料・宅急便代）

100,000 70,973

収　入　小　計（Ａ） 5,440,030 6,382,656 支　出　小　計（Ａ） 2,150,000 2,000,570

 三ツ沢春季有料試合各委員会
 入場券販売一般会計補填

0 476,400
 三ツ沢春季有料試合各委員会
 入場券販売一般会計補填

0 476,400

 サポートメンバーズクラブ印刷費 0 294,000  サポートメンバーズクラブ印刷費 0 294,000

 ２１年度日英戦英国大使館保険金 0 999,500
 ２１年度日英戦英国大使館修繕費
　　　　(送金手数料含む）

0 1,000,000

 雑収入 0 210  保土ヶ谷人工芝体験経費 0 7,734

 利　息 0 874  のぼり旗作成費 0 45,014

 サポートメンバーズクラブ賛助金
(１８年度～２２年度までの繰越金）

0 1,995,540

収　入　小　計（Ｂ） 0 1,770,984 支　出　小　計（Ｂ） 0 3,818,688

収　入　総　合　計（Ａ＋Ｂ） 5,440,030 8,153,640 総　支　出　合　計（Ａ＋Ｂ） 2,150,000 5,819,258

２２年度予算 ２２年度決算

次　期　繰　越　金 3,290,030 2,334,382

特別会計　事業委員会中間報告

（平成２２年度　１期目）（平成２２年～平成２４年）

神奈川県ラグビーフットボール協会

─　７　─



　

１．選出母体よりの推薦（１９名） 　２．前理事会と会長による推薦(１８名）

1 ・金津　文貴　（普及育成委員会　RS担当） ・丹治　　明　

2 ・角田　　誠　 （普及育成委員会　RS担当） （新規） ・三浦　幸宏

3 ・神田　基成　（普及育成委員会　中学担当）
常任理事
(新規)

・野瀬　　隆 　

4 ・今井　和彦　（高校委員長） 常任理事 ・武井　英雄　

5 ・吉川　正保　（高校委員会） ・中村　喜久

6 ・瀬尾　一幸　（高校委員会） （新規） ・都筑　和久

7 ・駒井　隆一　（大学委員長） 常任理事 ・斎藤　直樹

8 ・池原　伸弘　（社会人委員長） 常任理事 ・城所　富夫　

9 ・中川　幸人　（社会人委員会） ・蜂谷　将史

10 ・大河原和則 （社会人委員会） ・芹澤　　栄　

11 ・長井　　勉　（クラブ委員長）
常任理事
(新規委員長)

・田川　　進　

12 ・八所　和己　（クラブ委員会） （新規） ・田崎　博也　

13 ・康乗　克之　（クラブ委員会） ・青木　雅仁　 （新規）

14 ・冨田　　弘　 （支部委員会） ・松藤　義昭　 （新規）

15 ・渡邉　信博　（支部委員会） ・高山　由一　

16 ・勝又　　修 　（支部委員会） ・栗林　秀貴　 （新規）

17 ・岩田　嘉純　（支部委員長）
常任理事
(新規委員長)

・山崎　真一　

18 ・武田小三郎 （支部委員会） ・山本　　巧　

19 ・石見　昭三　（支部委員会）

監　　事 ・加藤　洋海

・市川　繁

　　役員（理事・監事）改選　（案）
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１　理事会 　　・有料試合における、写真撮影
　　原則として常任理事会・理事会を隔月に開催 　　・県協会ホームページのメンテナンス

　　・アンケートによる意識調査
２　委員会 （9）支部委員会
（1）事業委員会 　　・支部委員会開催（５回）
　　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ)企画開催 　　・新支部立上活動、支援
　　・ラグビーフェスティバル開催 　   ・第９回県支部長杯争奪セブン大会（３月）

　　・各ｲﾍﾞﾝﾄ会場で「優しさにトライ献血」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 　　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力及び入場
　　・秋の有料試合イベント企画 　　　増員支援
　　・サポートメンバーズクラブ創設（旧賛助会員） 　　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　　・2011年Ｗ杯に向けたＰＲとＪＡＰＡＮ応援活動 　　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　　・2019年Ｗ杯に向けた活動展開 　　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
（2）医務委員会 　　　等の支援
　　・安全推進講習会開催 （10）普及育成委員会
　　・県医務委員会開催 　☆　タグラグビー担当
　　・ラグビーフェスティバル参加 　　・委員会開催（9回）
　　・国体参加選手検診実施 　　・神奈川県タグラグビー大会開催（2回）
　　・関東協会メディカル医務委員長会議出席 　　 ・第8回全国小学生タグラグビー選手権大会県予選

　　・国体代表チームドクター派遣 　　・第8回全国小学生タグラグビー選手権
　　・全国医務委員長会議出席 　　　南関東ﾌﾞﾛｯｸ予選開催
　　・安全推進対策本部講習会参加 　　・ﾚﾌﾘｰ研修会開催タグラグビー交流会
　　・マッチドクター派遣 　　・県協会指導者講習会開催
（3）安全対策委員会 　　　タグラグビー交流会
　　・平成２３年度安全推進講習会開催 　　・出前授業実施
　　・メディカルサポーター講習会開催 　　・講師派遣
（4）レフリー委員会 　　・用具貸出
　　・各種大会及び試合派遣 　☆　ラグビースクール担当
　　・Ｂ級認定候補強化 　　・評議会開催（8回）
　　・ルール伝達講習会 　　・部会開催(Jr・競技・CS・安全対策・広報）
　　・強化研修合宿 　   ・春の交流大会開催
　　・レフリー研修会 　   ・指導者研修会開催
　　・Ｃ級レフリー認定講習会 　   ・秋の交流大会開催
　　・エリートレフリー研修会 　   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
　　・レフリーコーチ研修会       ・東日本大会出場

　　　〃　　　（希望地区対応） 　   ・ジュニア東西対抗試合
（5）コーチ委員会 　   ・親子交流大運動会開催（横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ）
　　・新スタートコーチ取得講習会開催(4回予定) 　   ・ジュニア新人戦開催
　　・ブラッシュアップ研修会開催(3回予定) 　　 ・第2回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ開催

　　・委員会開催 　   ・指導者交流大会（保土ヶ谷）
（6）強化委員会 　　・Ｕ１５ジュニア大会（水戸）
　　・国体強化（選手選考　強化　国体検診） 　   ・ジュニア群馬定期戦（群馬）
　　・東日本都道県対抗大会強化 　☆　中学担当
　　・一貫指導体制推進ＰＪ（ジュニアー強化） 　   ・第２５回　県春季大会開催
　　・中学－ＲＳ交流大会実施 　   ・第６２回　関東中学校大会
　　・全国ジュニアラグビー大会強化 　   ・第１３回　東日本ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ菅平ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ

　　・ジュニアー東日本Ｕ１５大会強化 　   ・第２回　　全国中学生大会
　　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援 　   ・第２９回　県秋季大会開催
　　・指導者研修会参加推進 　   ・第５回　　東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・クラブ委員会　中央大会出場チーム支援 　   ・第３１回　東日本中学校大会
　　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援 　   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会
（7）競技委員会 　   ・第１４回　新人大会
　　・第２7回増田杯県７人制大会開催(中止) 　   ・第９回　　東日本U15選抜大会
　　・競技委員会開催 （11） 高校委員会
　　・関係機関とのグランド利用調整 　　・第５９回関東大会県予選会開催
（8）広報委員会 　　・高校総体７人制大会開催
　　・委員会開催 　　・第９１回全国大会県予選会開催
　　・ラグビー神奈川４２号の作成、配布 　　・県新人大会開催

平成２３年度　事業計画　(案)
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　　・第１２回全国高校選抜大会 　　・Ｕ18強化事業
　　・第５９回関東高校大会 　　・公式戦誘致事業
　　・第６６回国体関東ブロック大会 　　・市民マスターズ大会
　　・第６６回国体（全神奈川派遣予定） 　　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　　・第９１回全国高校大会 　　・少年少女交流大会
　　・第１３回関東高校新人大会 　　・県社会人大会・クラブ大会主管
　　・第１３回関東高校都県対抗戦 　　・市総体
（12） 大学委員会 　　・県高校新人戦準決勝主管
　   ・平成23年度神奈川県大学トーナメント大会開催 　　・Ｊｒ育成事業（中学部活）
　　・全国地区対抗県予選大会開催 　　・支部対抗セブンス大会
　　・増田杯県７人制大会参加(中止) 　　・中野グランド整備
　　・総会開催 　3）鎌倉市協会
（13） 社会人委員会 　　・総会開催
　　・増田杯県７人制大会参加(中止) 　　・理事会（６回開催）
　　・春季リーグ戦開催 　　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ普及活動（６０回）
　　・神奈川選手権大会開催 　　・技術講習会
　　・委員会７人制大会開催 　　・第８回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　　・会長杯大会開催   　 ・第２０回鎌倉市7人制大会
　　・リーグ戦開催 　　・第６回国際交流
　　・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦開催  　4）川崎市協会
　　・合同練習会   　 ・ラグビースクール開校
　　・東日本都道県対抗戦（全神奈川派遣）   　 ・春季市民大会
　　・レフリー研修会   　 ・指導者研修会
　　・ｽﾀｯﾌ会議開催・有料試合支援   　 ・体育の日記念事業
　　・クラブ交流戦   　 ・秋季市民大会
（14）クラブ委員会   　 ・高校7人制大会
　　・クラブ委員会開催（７回） 　　・菅平ジャンボリー
　　・第５４回春季クラブ選手権開催 　　・県支部長杯争奪セブン大会
　　・増田杯県７人制大会参加(中止) 　5）相模原市協会
　　・ＹＣＡＣセブンス参加　ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ(中止) 　   ・理事会（4回開催）
　　・学生クラブオープン戦開催 　　・総会開催
　　・ルール伝達レフリー育成講習会   　 ・ラグビースクール開校
　　・東日本クラブ選手権   　 ・大学・高校・中学ｾﾌﾞﾝｽ交流会
　　・クラブトップリーグ 　   ・相模原市さくらまつり　パレード参加
　　・秋季クラブ選手権開催 　　・タグラグビー出前授業
　　・スキルアップ講習会 　   ・市マスターズ・ラグビー教室（6回）　
　　・関東学生クラブ選手権 　   ・県ミニ交流大会（2回）
　　・全国クラブ選手権 　   ・ラグビースクールミニ合宿
　　・日本選手権 　   ・指導員養成講習会（レフリー、安全）
　　・ｵｰﾙ神奈川ｖｓＹＣＡＣ定期戦開催 　   ・県協会ﾗｸﾞﾋﾞｰフエステバル
 (15) 支部協会 　   ・菅平ミニジャンボリー
　1）厚木市協会 　   ・ジュニアーラグビースクール夏合宿
　　・理事会（6～8回）開催 　   ・県指導者研修会
　　・総会開催 　   ・ミニラグビースクール夏合宿
  　 ・厚木市競技別選手権兼第17回市民大会 　   ・北相地区高校ラグビー大会　
  　 ・第２０回厚木わんぱくラグビー祭 　   ・県ミニラグビースクール大会
　　・第１４回新春ラグビーフットボール大会 　   ・全国大会高校県予選準決勝
   　・第12回、第13回厚木マスターズ大会 　   ・大学交流戦
  　 ・選手強化ジュニア合宿事業 　   ・県RSJr秋季大会（2回）
　　・指導者養成事業 　   ・相模原スポーツフェスティバル
  　 ・選手強化合宿事業 　   ・関東甲信越スクール交流大会参加
　   ・市内小学校タグラグビー普及事業 　   ・第5回相模原カップタグラグビー大会
　　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援（市体協） 　   ・県スクール大運動会
  　 ・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供 　   ・親子ラグビー教室　
　2）海老名市協会 　   ・第11回市長杯争奪相模原セブン大会　　　
　　・理事会 　   ・第8回県支部長杯争奪セブン大会
　　・総会開催
　　・ルール伝達講習会･指導者研修
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　6）秦野市協会   　 ・ジュニア＆シニア交流大会
　　・協会総会   　 ・合同忘年会(市協会・ラグビースクール・クラブ）

  　 ・ラグビースクール開校式・花見会   　 ・指導者講習会
　   ・市体育協会総会   11）茅ヶ崎市協会
　   ・市スポーツ振興財団評議会 　　・理事会（6回開催）
　   ・富士吉田ラグビー祭 　　・ラグビーフェスティバル開催
　   ・東海大学丹沢ラグビー祭 　　・ラグビー教室（7回開催）
　   ・菅平合宿･研修会 　　・ビーチラグビー大会
　　・指導者講習会 　　・市民開放デー（2回開催）
　   ・県交流大会 　　・指導者講習会
　   ・県大会
　   ・秦野協会大会 ３　チャレンジ・シリーズ主催
　   ・交流運動会 　・５月 ８日（日）関東学院大VSタマリバ(麻溝)
　   ・協会忘年会 　・６月１１日（土）関東学院大VS法政大
　   ・県ラグビー協会新年会 　・６月１２日（日）東海大VS帝京大
　   ・秦野丹沢ラグビー祭 　・６月２５日（土）東海大VS早稲田大
　   ・市体協新春の集い 　・６月２６日（日）関東学院大VS慶應義塾大
　   ・市体育協会 　※会場は５/８以外ニッパツ三ッ沢球技場　
　7）藤沢市協会　 　　キックオフ　14：00
　　・市民大会開催
　　・常任理事会（5回）開催
　　・理事会（5回）開催
　　・総会開催（５月） ４　公式戦主管
　　・シニア交流試合（春・秋） 　・関東大学等（有料試合） 
　　・市中学交流試合 　・トップリーグ（有料試合）
　　・第３０回市ラグビーフェスティバル開催
　　・第６６回市総体・第３１回市民大会開催
　　・ジュニア交流試合
　　・社会人7人制大会開催
　　・新年会開催
　　・指導者講習会開催
　　・藤沢市ラグビー協会設立30周年記念式典(7月17日)
　　 ・藤沢市秋葉台球技場の人工芝、グラウンド開き(3月)

　8）横須賀市協会
　　・総会開催
　   ・理事会（4回開催）
  　 ・ラグビースクール
  　 ・セブンス大会（高校）
  　 ・ラグビースクール夏合宿
  　 ・セブンス大会（一般）
  　 ・指導者養成講習会
  　 ・親子ラグビー教室
  　 ・市民大会（一般･高校）
　9）横浜市協会
　　・高校関東大会予選
　　・タグラグビー大会
　　・高校7人制大会
　　・高校15人制大会
　　・タグラグビー大会
　　・ラグビースクール大会
　　・ラグビーフェスティバル
　　・市民大会
  10）大和市協会
　   ・理事会（5回開催）
　　・第3回初心者ラグビー教室開催
　　・安全講習会
　　・第4回大和市ラグビーフェスティバル
　　・第4回大和市キンダーCUP開催
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大　　　会　　　名 期　間 場　　　所 委員会名
第２７回増田杯県7人制大会　（中止） 4月10日 保土ヶ谷Ｇ 競技
チャレンジシリーズ　関東学院大学VSタマリバ 5月8日 相模原麻溝公園競技場 事業
チャレンジシリーズ　関東学院大学VS法政大学 6月11日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ　東海大学VS帝京大学 6月12日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ　東海大学VS早稲田大学 6月25日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チャレンジシリーズ　関東学院大学VS慶應義塾大学 6月26日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
第５回カラダファクトリーラグビーフェスティバル 7月3日 保土ヶ谷Ｇ 事業
第９回支部対抗セブンス大会 3月20日 保土ヶ谷 支部
第２３回県タグラグビー大会 10月 保土ヶ谷Ｇ 普及育成（タグ）

県 第８回全国小学生タグラグビー選手権大会県予選 11月 保土ヶ谷Ｇ 普及育成（タグ）

第２４回県タグラグビー大会 1月21日 横浜スタジアム 普及育成（タグ）

春の交流大会 6月 未定 普及育成（RS）

秋の交流大会 9月 未定 普及育成（RS）

ミニ・ジュニア県大会 9～11月 未定 普及育成（RS）

ジュニア東西対抗試合 11月 未定 普及育成（RS）

内 交流大運動会 12月 未定 普及育成（RS）

第２回神奈川県ミニラグビ－ファイナルカップ 2月 未定 普及育成（RS）

対群馬Ｊｒ.ラグビー定期戦 3月 群馬県 普及育成（RS）

第２５回県春季大会 4～5月 三ツ沢陸上ほか 普及育成（中学）

第２９回県秋季大会 9～10月 桐蔭学園ほか 普及育成（中学）

第１４回県新人大会 2月 保土ヶ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第５９回関東大会県予選会 4～5月 各高校Ｇ 高校
事 高校総体 5月 各高校Ｇ 高校

第９１回全国大会県予選会 9～11月 各高校Ｇほか 高校
県新人大会 11～1月 保土ヶ谷Ｇほか 高校
第４２回県大学大会 5月 関東学院大釜利谷Ｇほか 大学
第６２回全国地区対抗県予選 9月 未定 大学
第５４回春季クラブ選手権 3～6月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ

業 大学クラブオープン戦 5～6月 未定 クラブ
レフリー、指導者講習会 8月 未定 クラブ
秋季クラブ選手権 9～12月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ
オール神奈川　対　ＹＣＡＣ定期戦 2月 ＹＣＡＣＧ クラブ
春季リーグ戦 4～6月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第６４回県社会人選手権 4～6月 各企業Ｇ 社会人
社会人７人制大会 5月 保土ヶ谷Ｇ 社会人
第２９回秋季大会（会長杯大会） 9～1月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第８回全国小学生タグラグビー選手権大会南関東予選 1月 山梨学院大学和戸ラグビー場普及育成（タグ）

東日本ＲＳ中学生大会 11月 未定 普及育成（RS）

第６２回関東中学校大会 6月 熊谷ほか 普及育成（中学）

第１３回東日本ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ菅平ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 8月 菅平 普及育成（中学）

関 第３１回東日本中学校大会 11～12月 秩父宮 普及育成（中学）

第１０回東日本Ｕ15選抜大会 3月 熊谷 普及育成（中学）

第５９回関東高校大会 6月 神奈川県 高校
東 第１３回関東高校新人大会 2012年2月 熊谷 高校

第１３回関東高校都県対抗戦 2月 熊谷 高校
関東地区ラグビー普及指導講習会・少人数制大会 ３月 東京都 高校

事 関東大学リーグ・対抗戦 9～12月 秩父宮ほか 大学
第６２回全国地区対抗大学関東予選 11月 未定 大学
第６６回国体関東ブロック大会 8月 茨城県 成年・少年

業 第４８回東日本都道県大会 4～7月 岩手県 社会人・クラブ

第２１回東日本クラブラグビートーナメント大会 9～12月 未定 クラブ
クラブトップリーグ 9～12月 未定 クラブ
関東学生クラブ選手権大会 10～12月 未定 クラブ
第１７回全国Ｊｒ.ラグビー大会 12月 花園 普及育成（RS）

全 第９１回全国高校大会 12～1月 花園 高校
第１２回全国高校選抜大会 4月 熊谷 高校

国 第４８回全国大学選手権 12～1月 国立・秩父宮・花園 大学
第１９回全国クラブ選手権 1月 未定 クラブ

事 トップリーグ 9～1月 秩父宮・花園ほか 社会人
第６６回国民体育大会 10月 山口県 成年・少年

業 第８回全国小学生タグラグビー選手権大会 2月 秩父宮 普及育成（タグ）

第４９回日本選手権大会 2月 秩父宮・花園ほか

平成23年度　各種大会等
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１．試合収入 １．普及指導費

春季オープン戦 300,000 800,000 500,000 ａ 国体競技力向上費 ▲ 700,000

２．試合運営受託料 （傷害見舞金） 1,000,000 1,000,000 0

秋季公式戦・他 500,000 500,000 0 （県体協） 国体強化費 500,000 300,000 ▲ 200,000

３．会費収入 （県体協） 2,500,000 2,000,000 ▲ 500,000

社会人 15,000 円× 30 チーム 450,000 450,000 0 ｂ ジュニア選手強化費

クラブ 15,000 円× 42 チーム 585,000 630,000 45,000 （傷害見舞金） 200,000 200,000 0

大　学 15,000 円× 13 チーム 225,000 195,000 ▲ 30,000 （県体協） 1,480,000 1,480,000 0

高　校 10,000 円× 54 チーム 540,000 540,000 0 ｃ 委員会強化費

中　学 5,000 円× 16 チーム 80,000 80,000 0 （傷害見舞金） 1,020,000 1,020,000 0

Ｒ／Ｓ 5,000 円× 15 チーム 80,000 75,000 ▲ 5,000 （関東協会） 50000 0 ▲ 50,000

新規加盟金 3,000 円× チーム （関東協会） 東日本大会旅費 100,000 130,000 30,000

計 170 チーム ｄ 委員会大会運営費

４．個人会費収入 （傷害見舞金） 130,000 32,000 ▲ 98000

1,500 円× 5,300 名 7,500,000 7,950,000 450,000 （県協会） 大会参加費 3,158,000 3,078,000 ▲ 80,000

ｅ レフリー強化事業費 0 0

５．大会参加費 ▲ 80,000 （傷害見舞金） 300,000 300,000 0

社会人 500,000 500,000 0 ｆ 底辺拡大事業費 400,000

クラブ 1,000,000 1,000,000 0 （傷害見舞金） 200,000 200,000 0

大　学 0 0 0 （傷害見舞金） 0 500,000 500,000

高　校 778,000 778,000 0 （関東協会） 70,000 70,000 0

中　学 150,000 150,000 0 （全国共済） 900,000 800,000 ▲ 100,000

Ｒ／Ｓ 650,000 650,000 0 ｇ 傷害互助会見舞金制度残余金

７人制 80,000 0 ▲ 80,000 （関東協会） 3,000,000 985,779 ▲ 2,014,221

２．機関誌代 0

６．業務委託料 冊×２，７００円 456,300 459,000 0

個人登録事務委託費 150,000 130,000 ▲ 20,000 ３．チーム会費 1,000

チーム×１，０００円 169,000 170,000 1,000

７．補助金収入 ４．個人会費 300,000

（県体協） 国体強化費 500,000 300,000 ▲ 200,000 日本協会 2,500,000 2,650,000 150,000

（県体協） 2,500,000 2,000,000 ▲ 500,000 関東協会 2,500,000 2,650,000 150,000

（県体協） ジュニア選手強化費 1,480,000 1,480,000 0 ５．県体協分担金

（日本協会） 50,000 0 ▲ 50,000 135,000 135,000 0

（関東協会） 70,000 70,000 0 ６．運営経費

（関東協会） 東日本大会旅費 100,000 130,000 30,000 会議費 50,000 50,000 0

（関東協会） 傷害互助会見舞金制度残余金 3,000,000 4,967,779 1,967,779 旅費交通費 250,000 330,000 80,000

（県協会） 700,000 800,000 100,000 通信費 250,000 330,000 80,000

（全国共済） 0 800,000 800,000 水道光熱費 100,000 150,000 50,000

８．その他 118,122 家　賃 1,100,000 1,230,000 130,000

受取利息 150,000 50,000 ▲ 100,000 人件費 1,000,000 1,000,000 0

前売入場券手数料 150,000 200,000 50,000 消耗品費 200,000 300,000 100,000

雑収入 865,370 1,033,492 168,122 慶弔費 400,000 500,000 100,000

200,000 200,000 0

９．前年度繰越金 事業委員会（ラグビー神奈川Ｎｏ．４２号） 700,000 800,000 100,000

収入合計 雑　費 381,700 620,221 238,521

（傷害見舞金） 広報委員会活動費 0 530,000 530,000

７．その他

広告占用料 0 100,000 100,000

支出合計

次期繰越金

▲ 2,014,221

委員会費・
一般強化費

1,970,000

500,000

1,150,000

1,680,000

▲ 20,000

0

10,000

1,680,000

平成２３年度予算案
　

　支出の部

▲ 2,512,221

3,300,000

0

比較増減（▲）

12,095,77914,608,000

２２年度予算額 ２３年度予算額

4,000,000

科     目

1,170,000

国体強化費

国体旅費・
健康診断料

500,000

比較増減（▲）

500,000

7,500,000 7,950,000 450,000

300,000 800,000

1,960,000

２３年度予算額科     目 ２２年度予算額

国体旅費・
健康診断料

8,400,000

3,158,000

150,000

3,078,000

130,000

459,000456,300

985,779

1,570,0001,170,000

神奈川県タグラグ
ビー支部交流大会
費

タグ・高校・
少人数制

高校関東大会費

4,000,000

1,866,630

100,000100,0000

24,300,000

25,000,000

174,099

0 4,000,000

事業委員会費
　　（ラグビー神奈川Ｎｏ．４２号）

3,300,000

安全推進講習会費

全国タグラグビー選手権

県予選大会費

神奈川県タグラグビー支部交
流大会費

28,300,000

1,165,370 1,283,492

▲ 700,00025,000,000

135,000135,000

1,408,521

0

4,631,700

10,547,779 2,147,779 5,000,000

2,040,729

（傷害見舞金）ラグビー神奈川Ｎｏ．４２号

全国タグラグビー選手

権県予選大会費

6,040,221

▲ 20000 170

3,000,000

170

169,000 170,000

5,300,000

▲ 178000

300,000

三ツ沢高校グランド
使用料

安全推進講習会費

3,288,000

300,000

3,110,000

─　１３　─
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