
平　　成　 ２　５　年　　度

平　成　２５　年　５　月　１１　日　（土）

午　後　６　時　００　分

於　か　な　が　わ　県　民　セ　ン　タ　ー

 評　 議 　員　 会 　資 　料

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２４年度事業報告

2号議案　　平成２４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・事業委員会平成２４年度（３期）決算報告

5号議案　　役員人事案

6号議案　　理事改選案

7号議案　　平成２５年度事業計画案

８号議案　　平成２５年度予算案

９号議案　　特別会計・事業委員会平成２５年度（５期）予算案

5　議　 長 　解　 任

6　閉　会　の　言　葉

次　　　　　　　　　　第

平成２５年度　神奈川県ラグビーフットボール協会評議員会



１.チーム数(2013.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 女子 計 　Ｈ25・2・7（木）　於　県民センター

26 44 14 51 17 18 5 175 　第４回常任理事会
　　関東協会理事会報告

２.評議員会 　　平成25年度ニッパツ三ツ沢球技場日程について
　Ｈ24・5・10（木）　於　県民センター 　　会計現況報告

　　新年会報告
３.常任理事会及び理事会 　　平成25年度評議員会資料について
　Ｈ24・6・14（木）　於　県民センター 　　その他
　第１回理事会 　Ｈ25・3・14（木）　於　県民センター
　　春季有料試合の確認 　第 5 回理事会
　　事業委員会報告 　　関東協会理事会報告
　　トップリーグについて 　　平成25年度ニッパツ三ツ沢球技場日程について
　　その他 　　IRBパシフィックネーションズ2013開催について
　Ｈ24・7・19（木）　於　県民センター 　　会計現況報告
　第１回常任理事会 　　新年会報告
　　春季有料試合総括 　　その他
　　秋季有料試合・県協会主管試合日程報告 　Ｈ25・4・17（水）　於　県民センター
　　事業委員会報告 　第 6 回理事会
　　その他 　　関東協会理事会報告
　Ｈ24・8・17（金）　於　県民センター 　　平成25年度評議員会資料について
　第２回理事会 　　ラグビーフェスティバル最終確認
　　春季有料試合総括 　  第68回国体関東ブロック神奈川県開催について
　　秋季有料試合・県協会主管試合日程報告 　　その他
　　強化委員会報告
　　事業委員会報告 ４.事業委員会
　　その他 　第１回委員会
　Ｈ24・9・20（木）　於　県民センター 　Ｈ24・4・8　   (金)   於　県協会事務所　　　
　第２回常任理事会 　第２回委員会
　　秋季有料試合・県協会主管試合について 　Ｈ24・5・19  　(木)   於　県協会事務所　
　　第67回国民体育大会関東ブロック大会報告 　第３回委員会
　　平成25年度役員・理事改選について 　Ｈ24・6・20　  (月)   於　県協会事務所　
　　新年会担当委員会と日程について 　第４回委員会
　　その他 　Ｈ24・7・28　  (木)   於　県協会事務所　
　Ｈ24・10・12（金）　於　県民センター 　第５回委員会
　第３回理事会 　Ｈ24・11・21　 (月)   於　県協会事務所　　　
　　RWC2019組織委員会・JRFU戦略計画について 　第６回委員会
　　秋季有料試合・県協会主管試合の確認 　Ｈ25・2・5     (火)   於　県協会事務所　　　
　　第67回国民体育大会関東ブロック大会報告 　第７回委員会
　　平成25年度役員・理事改選について 　Ｈ25・3・13      (水） 於　県協会事務所　
　　新年会担当委員会と日程について 　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ)企画開催
　　その他 　・三ツ沢会場で「優しさにトライ献血」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(６月)
　Ｈ24・11・16（金）　於　県民センター 　・ラグビーフェスティバル開催(５月５日)
　第３回常任理事会 　・サポートメンバーズクラブ募集活動(旧賛助会員)
　　関東協会理事会報告 　・２０１９年Ｗ杯に向けた活動展開
　　秋季有料試合の報告・確認 　・その他
　　平成25年度第68回国体関東ブロック神奈川県開催
　　各委員会新組織編成について ５.第６回神奈川県協会ラグビーフェスティバル
　　平成25年度評議員会日程報告 　平成２４年５月５日（土）保土ヶ谷ラグビー場
　　新規加盟チーム報告
　　その他 ６.春のチェンジ＆チャレンジシリーズ
　Ｈ24・12・25（火）　於　県民センター 　Ｈ24・5・6　 (日)　ニッパツ三ツ沢球技場
　第４回理事会 　　立教大学ＶＳ法政大学　　　(関東大学春季大会)
　　関東協会理事会報告 　　日本大学ＶＳ日本体育大学　(関東大学春季大会)
　　秋季有料試合の報告 　Ｈ24・5・26　(土)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　平成25年度第68回国体関東ブロック神奈川県開催 　　拓殖大学ＶＳ青山学院大学　(関東大学春季大会)
　　各委員会新組織編成について 　Ｈ24・5・27　(日)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　平成25年度評議員会日程報告 　　法政大学ＶＳ慶應義塾大学　(関東大学春季大会)　
　　その他
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　Ｈ24・6・16　(土)　ニッパツ三ツ沢球技場 　・一貫指導体制推進ＰＪ(ジュニア強化)
　　東海大学ＶＳ法政大学　　 （オープン戦） 　・第１８回 全国ジュニア・ラグビーフットボール大会
　Ｈ24・6・17　(日)　ニッパツ三ツ沢球技場 　・中学－ＲＳ交流大会実施
　　筑波大学ＶＳ関東学院大学　(関東大学春季大会) 　・全国ジュニアラグビー大会強化
　Ｈ24・6・30　(土)　ニッパツ三ツ沢球技場 　・ジュニア東日本Ｕ１５大会強化
　　明治大学ＶＳ関東学院大学　(関東大学春季大会) 　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援
　Ｈ24・7・1　 (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東海大学　　(関東大学春季大会)   ・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.秋季県協会公式戦主管試合 　・普及育成委員会(RS)全国ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　Ｈ24・9・８ （土）　海老名運動公園陸上競技場   ・ﾁｰﾑ支援
　　栗田工業VSＩＢＭ （6）競技委員会
　Ｈ24・9・15 （土）　海老名運動公園陸上競技場 　・第２７回増田杯県７人制大会開催(４/８)
　　栗田工業VSクボタ 　・競技委員会開催(３回)
　Ｈ24・10・20（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 （7）広報委員会
　　青山学院大学VS日本体育大学 　・委員会開催(9回)
　Ｈ2４・10・21（日）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・ラグビー神奈川44号の作成、配布
　　キヤノンVSリコー 　・公式試合における、広告活動、取材、写真撮影等
　Ｈ24・11・3 （土）　ニッパツ三ツ沢球技場　 　・県協会ホームページの移行及びメンテナンス
　　中央大学VS法政大学 　・TLポスター作製、CM企画、マッチサマリー作成
　Ｈ24・11・10（土）　相模原麻溝公園競技場 （8）支部委員会
　　三菱重工相模原VS栗田工業 　・委員会開催（5回）
　Ｈ24・11・24（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・支部委員会懇親会の開催（1回）
　　　釜石シーウェーブVS三菱重工相模原 　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
　Ｈ24・12・1 （土）　海老名運動公園陸上競技場 　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　　東京ガスVS釜石シーウェーブ 　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　Ｈ24・12・2 （日）　相模原麻溝公園競技場 　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　　秋田ノーザンVS栗田工業 　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会

　・各支部ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会等の支援
８.委員会（主な活動） 　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力及び入場増員支援
（1）医務委員会   ・第１０回県支部長杯争奪セブン大会(3月20日)
　・安全推進講習会開催　(4/8・4/14・4/28) （9）普及育成委員会
　・全国安全推進講習会関東協会伝達講習会参加　(1/20) 　☆タグラグビー担当
　・ラグビーフェスティバル参加　(5/5)   ・委員会開催(5回)
　・国体参加選手検診実施　(国体少年/成年)   ・神奈川県タグラグビー大会開催(第26回、第27回)
　・関東協会医務委員長会議出席　(8/22)   ・第9回全国小学生タグラグビー選手権大会
　・関東協会メディカル医務委員会会議　(9/1)     県予選主管開催
　・関東協会メディカル総会　(9/2) 　   ・第9回全国小学生タグラグビー選手権大会
　・県協会試合マッチドクター派遣     南関東ブロック予選開催支援
　・県協会新年会参加　(1/26)   ・第9回全国小学生タグラグビー選手権大会
（2）安全対策委員会      神奈川県代表「茅ヶ崎ブルーフェニックス 」全国優勝

　・メディカルサポーター資格取得講習会開催   ・タグレフリー研修会(2回開催)
　・平成２４年度安全推進講習会開催　(3回)   ・タグレフリー講習会（ルール1回開催）
（3）レフリー委員会    ・ﾀｸﾞﾃｨｰﾁｬｰ研修会(3回主管開催、通算88名参加)

　・Ｂ級認定講習（8月)    ・ﾀｸﾞｴﾃﾞｭｹｰﾀｰ講習会開催支援（日本協会主催）

　・Ｃ級レフリー認定講習実技・筆記(春・秋・3/9)    (候補者3名派遣)
　・ルール伝達講習会(7/1)   ・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室等講師派遣(2回)
　・強化研修合宿（8/23～24）   ・出前授業開催（横浜市・相模原市・茅ヶ崎市・
　・レフリーコーチ活動（春・秋県内各Ｇ）　     厚木市・茅ヶ崎市・大和市等で実施）
　・エリートレフリー研修会(5/23・11/23)     通算 37校、82回 約 5,930名受講
　・タグレフリー育成(通年) 　☆ラグビースクール担当
　・スタッフ会議(通年)   ・評議会開催(8回)
（4）コーチ委員会   ・各部会開催(Jr・競技・CS・事業・安全対策・広報）
　・新スタートコーチ講習会開催(3回・116名参加)   ・春の交流大会開催(5～6月)
　・ブラッシュアップ研修会開催(3回・86名参加)   ・夏季指導者研修会開催(海老名陸上競技場　8/12)
　・指導者研修会開催(9回・84名参加)   ・秋の交流大会開催(9月)
　・関東協会主催安全推進会議、コーチ委員会出席   ・第３回全国中学生大会（横浜ＲＳ、水戸、9/15～17）
（5）強化委員会   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ　9～11月）
　・国体強化(選手選考　強化　国体検診)   ・第３２回東日本中学生RS部大会(準優勝11/10、11）

　・東日本都道県対抗大会強化   ・ジュニア東西対抗試合(ニッパツ三ツ沢球技場11/23)
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　 ・親子交流大運動会開催(横浜スタジアム・12/9)  　・第１回海老名市ｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催（参加125名）
   ・第１８回全国ジュニア大会(花園12/29～31)  　・第１回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（高校・一般 5ﾁｰﾑ）
   ・ジュニア新人戦開催  　・第２回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（中学・高校 6ﾁｰﾑ）
　 ・第３回神奈川県ミニラグビ－ＦＣ(保土ヶ谷球技場2/16～17)  　・ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ女子練習会開催（32回）
　 ・第１０回東日本U15選抜大会(水戸3/16～17)  (15) 支部委員会
   ・ジュニア群馬定期戦(群馬遠征　3/20) 　1）厚木市協会
　☆中学担当 ・理事会(4回)開催
　 ・第２６回　県春季大会開催(桐蔭優勝4～5月) ・総会開催
　 ・第６３回　関東中学校大会(桐蔭第3位　熊谷6/9,10,17) ・厚木市競技別選手権兼第18回市民大会
　 ・第１４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(7/28,29) ・第21回厚木わんぱくラグビー祭
　 ・第３回　　全国中学生大会(水戸9/15,16,17) 　兼第27回神奈川県タグラグビー県西部地区エントリー大会

　 ・第３０回　県秋季大会開催(慶應優勝 9～10月) ・第1回あつぎラグビーフェスタ
　 ・第３２回　東日本中学校大会(慶應第3位 11～12月) ・第15回新春タグラグビー大会
　 ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会(12/15) ・第14・15回厚木マスターズ大会
　 ・第１８回　全国ジュニア大会 ・選手強化合宿事業(技術講習会)
　 ・第１５回　新人大会(11～2月) ・選手強化ジュニア合宿事業(技術講習会)
　 ・第１０回　東日本U15選抜大会(カップ優勝 水戸3/16,17) ・指導者養成事業
 (10) 高校委員会 ・市内小学校タグラグビー普及事業、1校延160名に実施
 　・第６０回関東大会県予選会開催 ・体育指導員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ対象タグ教室開催(2回60名に実施)

　 ・県高校総体７人制大会開催 ・体育協会タグラグビー教室後援
　 ・第９２回全国大会県予選会開催 ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣
　 ・県新人大会開催 ・圏央道開通記念行事運営役員派遣
　 ・第１３回全国高校選抜大会 ・県協会各種大会Ｇ提供
　 ・第６０回関東大会 　2）海老名市協会
　 ・第６７回国体関東ブロック大会 　 ・理事会
　 ・第６７回国体 　 ・総会開催
　 ・第９２回全国高校大会  　・市総体開会式
　 ・ｻﾆｯｸｽ2012ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会  　・ルール伝達講習会
　 ・第１3回関東高校新人大会 　 ・市民マスターズ大会
　 ・第１3回関東高校都県対抗戦  　・市協会Ｊｒ育成事業
 (11) 大学委員会 　 ・海老名少年少女交流大会
　 ・第２７回増田杯県７人制大会参加 　 ・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
　 ・平成２４年度神奈川県大学トーナメント大会開催  　・県社会人大会、県高校大会準決勝主管
　 ・第６３回全国地区対抗県予選大会 　 ・市総体
　 ・大学委員会開催 　 ・県高校新人戦準決勝主管
 (12) クラブ委員会 　 ・市協会レフリー研修会
　 ・クラブ委員会開催(7回) 　 ・支部対抗セブンス大会
 　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌ3位 　 ・関東協会主催公式戦主管
 　・春季クラブ選手権大会代表者会議開催    ・中野グランド整備
 　・第５４回春季クラブ選手権大会 　3）鎌倉市協会
　 ・増田杯県７人制大会(7ﾁｰﾑ参加) 　 ・総会開催
 　・秋季大会代表者会議開催 　 ・理事会（11回開催）
　 ・東日本ｸﾗﾌﾞ選手権参加（４チーム参加）　 　 ・タグラグビー普及活動（教室、出前授業）
　 ・クラブトップリーグ　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌ準優勝　 　 ・技術・救命救急講習会(各１回)
　 ・秋季クラブ選手権大会 　 ・第９回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　 ・第1回ゴールドラガー大会（3月20日）    ・第２１回鎌倉市7人制大会
 (13) 社会人委員会 　 ・第７回国際交流
 　・増田杯県７人制大会参加（５チーム参加） 　4）川崎市協会
　 ・スタッフ会議開催(６回)    ・ラグビースクール開校(4/8～3/10)
　 ・有料試合支援    ・春季市民大会(中止)
 　・春季社会人７人制大会開催(１０チーム＊３日間)    ・指導者研修会
　 ・春季社会人トーナメント戦開催(７チーム参加) 　 ・ジュニア菅平ジャンボリー(7/27～29)
　 ・神奈川県社会人選手権大会開催(３チーム参加)    ・体育の日記念事業(10/7)
　 ・社会人会長杯大会開催(１０チーム参加)    ・秋季市民大会(1/13・2/11)
　 ・総会開催    ・高校・一般７人制大会
　 ・ﾙｰﾙ伝達講習会開催 　 ・かわさきスポーツ人の集い
 (14) 女子委員会  　 ・県支部長杯争奪セブン大会(3/20)
　 ・女子委員会開催    5）相模原市協会
　 ・日本協会ｾﾌﾞﾝｽﾞｱｶﾃﾞﾐｰ練習会開催 　 ・理事会(４回開催)
　 ・中高生ｾﾌﾞﾝｽﾞ練習会開催（講師ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ、3回）    ・総会開催(6月9日)
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   ・相模原ＲＳ開校（4月～3月) 　 ・藤沢市秋葉台球技場の人工芝完成記念式典(1月)
   ・さがみ・津久井ＲＳ開校(4月～3月)    ・社会人7人制大会(2月)
   ・タグラグビー出前授業(小学校57回)　 　8）横須賀市協会
   ・キッズ運動遊び出前授業(幼稚園8回・保育戦4回)　 　 ・総会開催
　 ・市民さくらまつり　パレード参加(4/8) 　 ・理事会(4回開催)
　 ・スポーツふれあい交流　開催    ・ラグビースクール(4/8～3/10) 
　　（福島県小学生チーム招待5/26～27)    ・セブンス大会(高校・一般)
   ・相模原親子ラグビー教室開催（12回　4月～1月)　    ・ラグビースクール夏合宿
　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業    ・指導者養成講習会
   ・第3回春の相模原タグラグビー大会開催（5/27)　    ・親子ラグビー教室
　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業    ・タグラグビー大会
　 ・ナイター練習会開催（4月～11月）    ・市民大会(一般･高校)
　　－競技力向上事業（市内ＲＳ生対象） 　9）横浜市協会
　 ・ラグビー指導者講習会開催（4回　4月～8月）  　・理事会(6回開催)
   ・相模原マスターズ教室開催（5回　5月～2月)　 　 ・女子ラグビー交流大会(4月)
   ・関東協会大学公式戦開催支援（1回　5月)　  　・市民大会マスターズ大会(5月)
   ・相模原レディースラグビー教室開催（2回 5/13・11/10)　 　 ・高等学校市民大会７人制大会(6月)
　　－ストレッチ運動体験講習会、栄養士講習会を開催 　 ・ＲＳ競技力向上事業（7・8月)
　 ・東海大相模高校ラグビーフェスタ開催（6/17） 　 ・高等学校市民大会１５人制大会(9月)
　 ・第7回さがみはらスポーツフェスタ参加（10/8） 　 ・ＲＳ市民大会・ミルキー大会(10月)
　 ・高校県大会準決勝開催支援（麻溝公園競技場　11/11） 　 ・市民大会マスターズ大会(11月)
   ・第7回相模原タグラグビー大会開催（10/28)　  　・タグラグビー県内支部交流大会(12月)
　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業 　 ・横浜市民大会　成人の部　(2～3月)
　 ・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞｲｰｽﾄ公式戦開催支援(2回　11/10・12/2）   10）大和市協会
　 ・第2回二都県ミニラグビーＲＳ交流大会開催（1/27）　　 　 ・理事会５回開催
　 ・第13回市長杯争奪相模原セブンズ開催（3/2）　　  　・第４回「初心者タグラグビー教室」開催
　 ・第3回松澤杯相模原高校セブンズ開催（3/24）　　 　 ・指導者講習会「体幹トレーニング」講習会
　6）秦野市協会  　・第5回「大和市ラグビーフェスィバル」開催
　 ・協会総会  　・第5回「大和キンダーCUP」開催
   ・ラグビースクール開校式・花見会 　 ・合同忘年会（市協会・スクール・クラブ）
   ・市体育協会理事会 　 ・ジュニア＆シニア交流大会
   ・ミニ合宿 　 ・指導者講習会（ルール）
   ・春季交流大会 　 ・タグラグビー出前事業
　 ・東海大学相模校ラグビー祭   11）茅ヶ崎市協会
   ・東海大学丹沢ラグビー祭 　 ・茅ヶ崎市体育協会理事会(4回開催)
   ・県協会ラグビーフェスティバル  　・湘南祭フリーマーケット参加(4月) 
   ・菅平合宿 　 ・ビーチラグビー大会＆地引網(6月) 
　 ・指導者交流会 　 ・ミニラグビー出前授業開催(中・小・幼)
   ・協会理事会 　 ・市民開放デー
   ・スクール秋季県交流戦 　 ・高南駅伝走路員派遣
   ・スクール県大会 　 ・スポーツ医学講座開催
   ・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
　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(5月)
　 ・第３１回藤沢市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(7月)
　 ・藤沢市ラグビー協会３０周年記念式典(7月)
　 ・第６７回市総体・第３２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・秋季交流大会(6月・11月)
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１．試合収入 １．普及指導費

春季公式戦、オープン戦 500,000 1,897,826 1,397,826 ａ 国体競技力向上費

２．試合運営受託料 【県協会】 1,000,000 1,271,453 271,453

秋季公式戦・他 1,000,000 1,332,184 332,184 【県体協】 国体強化費 300,000 300,000 0

３．会費収入 【県体協】 2,000,000 1,236,180 ▲763,820

Ｒ／Ｓ 円× 18 チーム 85,000 90,000 5,000

中学 円× 17 チーム 85,000 85,000 0 ｂ ジュニア選手強化費 0

高校 円× 51 チーム 520,000 510,000 ▲10,000 【県協会】 ジュニア選手強化費 200,000 200,000 0

大学 円× 14 チーム 240,000 210,000 ▲30,000 【県体協】 ジュニア選手強化費 1,480,000 1,480,000 0

社会人 円× 26 チーム 420,000 390,000 ▲30,000

クラブ 円× 44 チーム 600,000 660,000 60,000

女子 円× 5 チーム 45,000 75,000 30,000 ｃ 委員会強化費

新規加盟 円×　　　７6 チーム 0 18,000 18,000 【日本協会】 0 50,000 50,000

４．個人会費収入 【県協会】 委員会費、委員会強化費 1,020,000 1,020,000 0

7,800,000 8,003,500 203,500 【関東協会】 東日本大会旅費 130,000 50,000 ▲80,000

ｄ 委員会大会運営費 3,175,000 4,111,778 936,778

５．大会参加費 【県協会】 35,000 96,055 61,055

Ｒ／Ｓ 480,000 326,500 ▲153,500 【県協会】 3,140,000 2,861,500 ▲278,500

中学 200,000 208,000 8,000 【関東協会】 0 1,154,223 1,154,223

高校 778,000 733,000 ▲45,000 ｅ レフリー強化事業費 300,000 300,000 0

大学 0 0 0 【県協会】 300,000 300,000 0

社会人 500,000 443,000 ▲57,000 ｆ 底辺拡大事業費 ▲144,500

クラブ 1,040,000 1,060,000 20,000 【県協会】 タグ、女子、高校少人数制 300,000 429,160 129,160

女子 30,000 0 ▲30,000 【日本協会】 0 26,683 26,683

７人制 112000 91,000 ▲21,000 100,000 100,000 0

６．業務委託料 130,400 130,400 800,000 500,000 ▲300,000

個人登録事務委託費 0 130,400 130,400 ｇ

７．補助金収入 0

【県体協】国体強化費 300,000 300,000 0 ２．機関誌代 0

【県体協】国体旅費・
健康診断料 2,000,000 1,236,180 ▲763,820 冊×２，７００円 459,000 459,000 0

【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 139,000 140,000

【日本協会】 0 26,683 26,683 チーム×１，０００円 139,000 140,000 1,000

【日本協会】 100,000 100,000 0 ４．個人会費 148,000

【関東協会】 東日本大会旅費 130,000 50,000 ▲80,000 2,590,000 2,663,000 73,000

【日本協会】 0 50,000 50,000 2,590,000 2,665,000 75,000

【全国共済】 800,000 500,000 ▲300,000 ５．県体協分担金 0

【県協会】 500,000 790,032 290,032 135,000 135,000 0

【関東協会】 トップイースト無料試合大会費 0 783,656 783,656 ６．運営経費 240,913

【関東協会】 大学公式戦無料試合大会費 0 196,827 196,827 会議費 35,000 47,759 12,759

【関東協会】 0 173,740 173,740 旅費交通費 300,000 248,150 ▲51,850

通信費 300,000 226,957 ▲73,043

８．その他 ▲275,982 水道光熱費 150,000 118,242 ▲31,758

受取利息 25,000 16,406 ▲8,594 家　賃 1,100,000 1,058,400 ▲41,600

前売入場券手数料 200,000 243,539 43,539 人件費 1,000,000 1,000,000 0

雑収入 1,050,031 739,104 ▲310,927 消耗品費 300,000 183,952 ▲116,048

慶弔費 500,000 468,760 ▲31,240

前年度繰越金 【県協会】ラグビー神奈川４３号制作費 200,000 200,000 0

２４年度収入予算額 【事業委員会】ラグビー神奈川４３号制作費 500,000 789,612 289,612

２４年度収入額 雑　費 692,000 976,081 284,081

収入合計

７．その他 205,000 15,619 ▲189,381

受取利息基金定期への振り替え 25,000 15,619 ▲9,381

広告占用料 180,000 0 ▲180,000

支出合計 470,786

次期繰越金 1,458,760

15,000

1,500円×5,335名

0

5,000

5,000

15,000

15,000

15,000

15,000

3,000

2,038,0001,995,000

▲278,500

神奈川県タグラグビー選手権

安全対策講習会費

（５００円Ｘ５，３３０名）

2,861,500

無料試合大会費

三ッ沢高校決勝、県セブンス

5,077,000 5,317,913

135,000

22,000,000 22,470,786

3,000,000 4,458,760

135,000

2,807,633

1,897,826

２４年度
決算額

科     目

1,000,000

比較増減（▲）

1,332,184 国体強化費

２４年度
予算額

3,300,000

10,805,000500,000

平成２４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

２４年度
予算額

２４年度
決算額

比較増減（▲）

　収入の部 　支出の部

科    目

1,397,826

43,000

8,003,5007,800,000

3,140,000

11,075,254

332,184

203,500

1,680,0001,680,000

事業委員会ラグビー神奈川４３号

神奈川県タグラグビー選手権大会

【日本協会】

タグサントリーカップ全国大会費

140

日本協会

377,118

関東協会

クラブトップ公式戦無料試合大会費

1,200,000

（５００円Ｘ５，３２６名）

5,328,000

170

459,000

270,254

国体旅費、健康診断料

大会参加費

タグサントリ－カップ全国大会

0予備費

▲30,0001,150,000

タグ講習会費

▲492,367

21,020,031

1,275,031

5,310,000 5,687,118

999,049

3,979,969

22,949,577

3,979,969

1,000

タグ指導員講習会費

459,000

安全対策講習会費

１７５　　チーム

5,180,000

1,055,843

【全国共済】

1,120,000

25,000,000 26,929,546 1,929,546
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平成24年度　特別会計明細書
神奈川県ラグビーフットボール協会

1．国体競技力向上費・ジュニア選手強化費

収　　　　　入 ��支　　　　　出 

項　　　　目 �金　　額 �項　　　　　目 �金　　額 

前期繰越金 �2，583 3∝），∝氾 �競技力向上費 �1，571，453 

県　体　協 ��国体旅費・健康診断料 �1，236，180 

（国体競技力向上費） ��ジュニア選手強化費 �1，680，（X氾 

（国体旅費・健康診断料・他） �1，236，180 

（ジュニア選手強化費） �1，480，000 

受取利息 �12 

県協会（一般会計より） （国体競技力向上費） �1，271，453 

（ジュニア選手強化費） �200，∝氾 

受取利息 �4 

4，490，232 � �4，487，633 

総収入　　　　　　　　総支出

4，490，232円　　－　4，487，633円　　　＝2，599円　　【25年度特別会計へ繰越】

普通預金
1．普通預金

2．現金

基　　金

1．三井住友銀行

2．みずほ銀行

3．横浜銀行

横浜銀行　　　　　　　　　4，341，226円

117，534円

∠ゝ
口

定期預金

定期預金

定期預金
4．三菱東京UFJ銀行　　　　　定期預金

計　　　　　4，458，760円

15，7（泊，240円

10，130，732円

10，005，599円

18，663，525円

合　　　　　計　　　　54，506，個6円

5．横浜銀行　　　　　　　　事業積立金（基金に返金）　8∞，418円

6．三井住友銀行　　　　　サポートメンバー積立金　　　3，177，566円

上記収支決算書並びに関係書類の監査結果、適法適正である事を認めます。

平成　25年　4月　　12日

監　査カリ魂孝箱、

監　査耳机1一審
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収　　　　　　入
24年度
予算

24年度
決算

支　　　　　　出
24年度
予算

24年度
決算

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

前期繰越金 1,319,486 1,319,486  リーフレット作成費 200,000 0

三ツ沢春季有料試合収入 500,000 1,897,826
三ツ沢春季有料試合収入
    （一般会計補填）

500,000 1,897,826

ラグビー神奈川４３号広告協賛金 700,000 748,000
ラグビー神奈川制作印刷費
　　（一般会計補填）

700,000 989,612

サポートメンバーズクラブ賛助会員 300,000 533,470 ラグビーフェスティバル運営費 250,000 150,617

帽子・キーホルダー販売・他 100,000 31,300
ラグビーグッズ制作費
   （キーホルダー等）

100,000 100,000

携帯クリーナー販売 67,000 新支部立上げ補助金 100,000 0

ラグビー普及活動費（ステッカー、クリナー） 100,000 224,700

雑 費
（事務局経費・振込手数料・宅急便代）

100,000 81,027

収　入　小　計（Ａ） 2,919,486 4,597,082 支　出　小　計（Ａ） 2,050,000 3,443,782

ラグビー神奈川４３号補助金 200,000 200,000 三沢有料試合アンケート経費 0 7,180

サポートメンバーズクラブ印刷費 0 サポートメンバーズクラブ印刷費 30,000 0

県体協ポロシャツ代金 30,000 12,000 県体協ポロシャツ代金 30,000 30,000

雑収入（チケット） 0 保土ヶ谷人工芝体験経費 0 1,920

利　息 100 146 サポートメンバーズクラブ賛助会員費振替 533,470

手数料 7542 事業委員会資金一般会計に振替

収　入　小　計（Ｂ） 230,100 219,688 支　出　小　計（Ｂ） 60,000 572,570

収　入　総　合　計（Ａ＋Ｂ） 3,149,586 4,816,770 総　支　出　合　計（Ａ＋Ｂ） 2,110,000 4,016,352

次　期　繰　越　金 1,319,486 800,418

特別会計　事業委員会平成２４年度（３期最終）決算報告　

神奈川県ラグビーフットボール協会

※次期繰越金は基金口座に入金
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会　　長 　　　齋藤　幸雄 （再任）

副　会　長 　　　小椋　光敏 （再任）

担当委員会： 事業・競技・広報・社会人

副　会　長 　　　城所　富夫 （新任）

担当委員会： 事業・医務・安全対策・コーチ・高校・大学

副　会　長 　　　武井　英雄 （新任）

担当委員会： 事業・強化・支部・クラブ・普及育成・女子

副　会　長 　　　丹治　　明 （新任）

　　理事長兼任

　　役　　員　　人　　事　(案）（２５～２７年度）
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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 ・角田　　誠　 （普及育成委員長　RS担当） ・丹治　　明　

2 ・伊藤　　敦　 （普及育成委員会　RS担当） (新任) ・三浦　幸宏

3 ・神田　基成　（普及育成副委員長　中学担当） ・野瀬　　隆 

4 ・今井　和彦　（高校委員長） ・康乗　克之

5 ・青木　雅仁　（高校委員会） ・中村　喜久

6 ・瀬尾　一幸　（高校委員会） ・斎藤　直樹　

7 ・桜井　勝則　（大学委員長） (新任) ・山部　典昭　 (新任)

8 ・池原　伸弘　（社会人委員長） ・蜂谷　将史　

9 ・中川　幸人　（社会人委員会） ・勝又　 修　　

10 ・大河原和則 （社会人委員会） ・松藤　義昭　

11 ・長井　　勉　（クラブ委員長） ・金津　文貴　

12 ・遠藤　　浩　（クラブ委員会） ・井出　郁夫　 (新任)

13 ・藤巻　信生　（クラブ委員会） (新任) ・高森　草平　　　　　 (新任)

14 ・岩田　嘉純　（支部委員長） ・駒井　隆一　

15 ・渡邉　信博　（支部委員会） ・高山　由一　

16 ・武田小三郎 （支部委員会） ・栗林　秀貴　

17 ・石見　昭三　（支部委員会） ・富野　永和 (新任)

18 ・渡辺　義信　 （支部委員会） (新任) ・富田　 弘

19 ・青木　竜馬　（支部委員会） (新任)

会計監査 　　　加藤　洋海

会計監査 　　　市川　　繁

※各選出母体：大学1名、高校3名、クラブ3名、社会人3名、スクール2名、中学1名、支部6名/合計19名

　　理　事　改　選（案）　（２５～２６年度）　
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１.理事会 　・各種試合における、広告活動、取材、写真撮影等

　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管理及びメンテナンス

　・TLポスター作製、CM企画、マッチサマリー作成

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(5月5日)   ・第11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増員支援

　・秋の有料試合イベント企画 　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　・サポートメンバーズクラブ支援・運営 　・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等の支援

　・女子委員会、７人制ラグビー支援と活動展開 （10）普及育成委員会
（2）医務委員会 　☆タグラグビー担当
　・安全推進講習会開催(3回) 　・委員会開催(6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(3回)
　・国体参加選手検診実施 　・第10回全国小学生タグラグビー選手権大会県予選

　・関東協会医師派遣委員会 　・第10回全国小学生タグラグビー選手権大会
　・関東協会メディカル医務委員長会議 　　南関東ﾌﾞﾛｯｸ予選主管
　・関東協会メディカル総会 　・ﾚﾌﾘｰ研修会開催タグラグビー交流会
　・新年会参加  　・県協会指導者講習会開催
　・全国安全推進講習会関東協会伝達講習会参加　(1/20) 　　タグラグビー交流会
　・マッチドクター派遣 　・出前授業実施
（3）安全対策委員会 　・講師派遣
　・平成２５年度安全推進講習会開催（3回) 　・用具貸出
（4）レフリー委員会 　☆ラグビースクール担当
　・各種大会及び試合派遣 　・評議会開催(8回)
　・Ｂ級講習補助(8月) 　・部会開催(Jr・競技・CS・安全対策・広報）
　・ルール伝達講習会(7月)    ・春の交流大会開催
　・強化研修菅平合宿(8月)   ・夏季指導者研修会開催
　・Ｃ級レフリー認定講習会(3月)   ・第４回全国中学生大会（水戸）
　・エリートレフリー研修会(通年)   ・秋の交流大会開催
　・レフリー研修会(春・秋)   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
　・レフリーコーチ活動(春・秋)   ・第３３回東日本大会出場(第１９回全国ジュニア大会)

　・タグレフリー育成(通年)   ・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（6月,10月,２月）   ・ジュニア新人戦開催
　・ブラッシュアップ研修会（７月,11月,2月） 　・第４回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ開催

　・指導者研修会（6月～7月,3月） 　・Ｕ１５ジュニア大会(水戸)
　・ﾀｯｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(対象ｼﾞｭﾆｱ選手・指導者4月～1月)   ・ジュニア群馬定期戦(群馬)
（6）強化委員会 　☆中学担当
　・国体関東ブロック大会強化（成年・少年）   ・第２７回　県春季大会開催
　・国体強化(選手選考　強化　国体検診)   ・第６４回　関東中学校大会
　・東日本都道県対抗大会強化   ・第１５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

　・一貫指導体制推進ＰＪ(ジュニア強化)   ・第４回　　全国中学生大会
　・中学－ＲＳ交流大会実施   ・第３１回　県秋季大会開催
　・全国ジュニアラグビー大会強化   ・第３３回　東日本中学校大会
　・ジュニア　東日本Ｕ１５大会強化   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会
　・強化指導者研修会参加推進   ・第１６回　新人大会開催
　・社会人、クラブ委員会強化　東日本大会出場チーム支援 　・第１９回　全国ジュニア大会
　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援   ・第１１回　東日本U15選抜大会
（7）競技委員会 （11） 高校委員会
　・第２８回増田杯県７人制大会開催(４月１４日) 　・第６１回　関東大会県予選会開催
　・競技委員会開催 　・県高校総体７人制大会開催
　・関係機関とのグランド利用調整 　・第９３回　全国大会県予選会開催
（8）広報委員会 　・県新人大会開催
　・委員会開催(9回) 　・第１４回　全国高校選抜大会
　・ラグビー神奈川45号の作成、配布 　・第６１回　関東高校大会

平成２５年度　事業計画(案)
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　・第６８回　国体関東ブロック大会 　・選手強化合宿事業
　・第６８回　国体(全神奈川派遣予定) 　・市内小学校タグラグビー普及事業
　・第９３回　全国高校大会 　・ｴﾝｼﾞｮｲﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ教室後援(市体協)
　・ｻﾆｯｸｽ2013ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　・県協会、関東協会各種大会Ｇ提供
　・第１４回　関東高校新人大会 　2）海老名市協会
　・第１４回　関東高校都県対抗戦 　・理事会(6回)
（12）大学委員会 　・総会開催(3月)
　・第２８回　増田杯県７人制大会参加 　・ルール伝達講習会･指導者研修
　・平成２５年度　神奈川県大学交流戦開催 　・第2回ガールズフェスティバル(4/27)
　・第６４回　全国地区対抗県予選大会 　・公式戦誘致事業
　・大学委員会開催 　・マスターズ大会
（13）クラブ委員会 　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(タグ教室)
　・クラブ委員会開催(5回) 　・クラブ大会
　・代表者会議開催(2回） 　・社会人大会
　・第５５回春季クラブ選手権開催 　・市総体
　・各チーム競技委員オリエンテーション開催 　・Ｊｒ育成事業（中学部活）
　・神奈川Bayセブンズ（4月6日） 　・中野グランド整備
　・増田杯県７人制大会参加(６チーム) 　3）鎌倉市協会
　・ＹＣＡＣセブンス参加　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ 　・総会開催
　・学生クラブオープン戦開催 　・理事会開催
　・東日本クラブ選手権 　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ普及活動
　・クラブトップリーグ 　・技術・救命救急講習会
　・秋季クラブ選手権開催 　・第１０回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　・関東学生クラブ選手権 　・第２２回鎌倉市7人制大会
　・クラブ日本選手権 　・第8回国際交流
　・ｵｰﾙ神奈川ｖｓＹＣＡＣ定期戦開催  4）川崎市協会
（14）社会人委員会   ・ラグビースクール(4/7～3/16)
　・増田杯県７人制大会参加   ・理事会
　・春季社会人リーグ戦、トーナメント戦,開催   ・春季市民大会
　・神奈川県社会人選手権大会開催 　・菅平ジャンボリー
　・春季社会人７人制大会開催 　・スクール交流大会（9月）
　・社会人会長杯大会開催   ・体育の日記念事業
　・ルール伝達講習会開催   ・秋季市民大会
　・総会開催   ・高校7人制大会
　・社会人合同練習会   ・指導者研修会
　・東日本都道県対抗戦(全神奈川派遣) 　・川崎市タグラグビー大会
　・レフリー研修会 　・県支部長杯争奪セブン大会
　・ｽﾀｯﾌ会議開催  5）相模原市協会
　・有料試合支援   ・理事会(4回開催)
（15）女子委員会 　・総会開催
　・女子委員会開催   ・ラグビースクール開校　相模原ＲＳ

　・日本協会ｾﾌﾞﾝｽﾞｱｶﾃﾞﾐｰ練習会開催   ・ラグビースクール開校　さがみ・津久井ＲＳ

　・中高生ｾﾌﾞﾝｽﾞ練習会開催（講師ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ） 　・相模原市民まつり　パレード参加 4月7日

　・第２回海老名市ｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催（小中高） 　・タグラグビー出前授業（通年）
　・第３回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（高校・一般） 　・キッズ運動遊び出前授業（通年）
　・第４回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（中学・高校） 　・相模原マスターズ・ラグビー教室(5回)　
　・ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ女子練習会開催 　・相模原親子ラグビー教室　(10回)
（16）支部協会 　・U-11～15ラグビー競技力向上研修（4月～12月）
　1）厚木市協会 　・ラグビー指導者講習会(4回)
　・理事会(6～8回)開催 　・日体協公認資格取得派遣補助（4名）
　・総会開催 　・ラグビースクールミニ合宿（2回）
　・厚木市競技別選手権兼第18回市民大会 　・菅平ミニジャンボリー～ＲＳミニ合宿
　・第2回あつぎラグビーフェスタ開催 　・菅平ジュニアジャンボリー参加
　・第22回厚木わんぱくラグビー祭開催 　・ラグビースクールジュニア夏合宿
　・第1６回新春ラグビーフットボール大会開催 　・大学オープン戦主催及び交流戦
　・第16回、第17回厚木マスターズ大会開催 　・関東協会公式戦（開催支援）
　・選手強化ジュニア合宿事業開催 　・全国大会高校県予選準決勝（開催支援）
　・指導者養成事業 　・相模原スポーツフェスティバル参加
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　・関東甲信越スクール交流大会参加 　・横浜市民大会マスターズ大会
　・相模原タグラグビー大会（2回） 　・タグラグビー部会大会
　・スポーツふれあい交流　開催 　・横浜市民大会　成人の部　
　　（福島県小学生招待予定5/18～19)   10）大和市協会
　・二都県交流ミニラグビー大会開催 　・理事会５回開催
　・第14回市長杯争奪相模原セブン大会　　　 　・第５回「初心者タグラグビー教室」
　・第4回相模原市高校セブン大会(松澤杯） 　・指導者講習会
  ・新ラグビースクール開校準備 　・第６回「大和市ラグビーフェスィバル」開催
   ・「親子教室」、「タグ大会」に対してのくじ助成（toto)申請 　・第６回「大和キンダーCUP」開催
　6）秦野市協会 　・合同忘年会（市協会・スクール・クラブ）
　・協会総会 　・ジュニア＆シニア交流大会
  ・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 　・タグラグビー出前事業
  ・市スポーツ振興財団評議会   11）茅ヶ崎市協会
  ・富士吉田ラグビー祭 　・茅ヶ崎市体育協会理事会開催
  ・東海大学丹沢ラグビー祭 　・湘南祭フリーマーケット参加(4月) 
  ・菅平合宿･研修会 　・ビーチラグビー大会＆地引網(5月) 
　・指導者講習会 　・ミニラグビー出前授業開催
  ・県交流大会 　・市民開放デー
  ・県大会 　・高南駅伝走路員派遣
  ・秦野協会大会 　・スポーツ医学講座開催
  ・交流運動会
  ・協会忘年会 ３.平成２５年度春季試合(神奈川県協会主管)
  ・県ラグビー協会新年会 　関東大学春季大会
  ・秦野丹沢ラグビー祭 　・４月２７日（土）関東学院大学VS大東文化大学 
  ・市体協新春の集い 　・５月２６日（日）法政大学VS早稲田大学
  ・市体育協会 　・６月１５日（土）東海大学VS拓殖大学
　7）藤沢市協会　 　・６月１６日（日）日本体育大学VS慶應義塾大学
　・市民大会開催 　チェンジ＆チャレンジ
　・常任理事会(5回)開催 　・６月２９日（土）東海大学VS近畿大学　
　・理事会(5回)開催 　・６月３０日（日）早稲田大学VS帝京大学　
　・総会開催(5月) 　※会場はニッパツ三ッ沢球技場(有料)
　・シニア交流試合(春・秋)
　・市中学交流試合 ４.平成２５年度秋季公式戦(神奈川県協会主管)
　・第３２回市ラグビーフェスティバル開催（６月） 　・トップリーグ　　(有料試合)
　・第６８回市総体・第３３回市民大会開催（９月） 　・トップイースト　(有料試合)
　・ジュニア交流試合（９月） 　・関東大学　　　(有料試合)
　・社会人7人制大会開催（２月） 　※ニッパツ三ツ沢球技場
　・新年会開催（１月） 　　海老名運動公園陸上競技場（無料）
　・指導者講習会開催（３月） 　　相模原麻溝公園競技場（無料）
　・タグラグビー指導者講習会開催（９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(4/8～3/10) 
  ・セブンス大会(高校・一般)
  ・ラグビースクール夏合宿
  ・指導者養成講習会
  ・親子ラグビー教室
  ・タグラグビー大会
  ・市民大会(一般･高校)
　9）横浜市協会
　・女子ラグビ－交流大会
　・横浜市民大会マスターズ大会
　・高等学校市民大会７人制大会
　・競技力向上事業
　・高等学校市民大会１５人制大会
　・RS交流大会
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大　　　会　　　名 期　間 場　　　所 委員会名
第２8回増田杯県７人制大会　 4月14日 保土ヶ谷Ｇ 競技
第７回神奈川県ラグビーフェスティバル 5月5日 保土ヶ谷Ｇ 事業
第２回関東大学春季大会　　関東学院大学VS大東文化大学 4月27日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
IRBパシフィックネーションズカップ　日本代表VSトンガ代表 5月25日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業・日本協会
第２回関東大学春季大会　　法政大学VS早稲田大学 5月26日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
第２回関東大学春季大会　　東海大学VS拓殖大学 6月15日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業

県 第２回関東大学春季大会　　日本体育大学VS慶應義塾大学 6月16日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チェンジ＆チャレンジ　　   　東海大学VS近畿大学 6月29日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
チェンジ＆チャレンジ　　   　早稲田大学VS帝京大学 6月30日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
第１１回支部対抗セブンズ大会 3月 秋葉台公園 支部
第２８回県タグラグビー大会 10月 保土ヶ谷Ｇ 普及育成（タグ）

第１０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）

内 第２９回県タグラグビー大会 1月26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）
交流大運動会 12月 横浜スタジアム 普及育成（RS）

第４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）
事 対群馬Ｊｒ.ラグビー定期戦 3月 未定（神奈川県） 普及育成（RS）

第27回県春季大会 4～5月 ニッパツ三ツ沢球技場ほか 普及育成（中学）

第31回県秋季大会 9～10月 桐蔭学園ほか 普及育成（中学）

第16回県新人大会 11～2月 保土ヶ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第６１回関東大会県予選会 4～5月 各高校Ｇ 高校
県高校総体 5月 各高校Ｇ 高校

業 第９３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 11～2月 保土ヶ谷Ｇほか 高校
神奈川県大学交流戦 5月 関東学院大釜利谷Ｇほか 大学
第６４回全国地区対抗県予選 9月 未定 大学
第５６回春季クラブ選手権 4～7月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ
第２回ゴールドラガー大会 3月20日 保土ヶ谷Ｇ クラブ
神奈川Bayセブンズ 4月6日 ＹＣ＆ＡＣ 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 ＹＣ＆ＡＣ クラブ
春季社会人リーグ戦、トーナメント戦 4～6月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第６６回神奈川県社会人選手権大会 4～6月 各企業Ｇほか 社会人
春季社会人７人制大会 5～6月 保土ヶ谷Ｇ 社会人
第３１回社会人会長杯大会 9～1月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第１０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）

第３３回東日本ＲＳ中学生大会 11月 未定 普及育成（RS）
第６４回関東中学校大会 6月 熊谷ほか 普及育成（中学）

関 第１５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 7月 菅平 普及育成（中学）

第３３回東日本中学校大会 11～12月 秩父宮 普及育成（中学）

第１１回東日本Ｕ15選抜大会 3月 熊谷 普及育成（中学）

東 第６１回関東高校大会 6月 千葉県市原市 高校
第１４回関東高校新人大会 2月 群馬県・栃木県 高校
第１４回関東高校都県対抗戦 2月 群馬県・栃木県 高校

事 関東地区ラグビー普及指導講習会・少人数制大会 ３月 茨城県 高校
関東大学リーグ・対抗戦 9～12月 秩父宮ほか 大学
第６３回全国地区対抗大学関東予選 11月 未定 大学

業 第６８回国体関東ブロック大会 8月 神奈川県 成年・少年
第５０回東日本都道県大会 4～7月 関東近県、岩手県（本大会） 社会人・クラブ

トップイーストリーグ 9～12月 秩父宮ほか 社会人
第２３回東日本クラブラグビートーナメント大会 9～11月 未定 クラブ
クラブトップリーグ 9～11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２回海老名市ガールズラグビーフェスティバル 4月 海老名市運動公園陸上競技場他 女子・海老名市
千葉県ガールズラグビーフェスティバル 6月 千葉県 女子
関東女子ラグビー大会 10月 熊谷 女子
第３回横浜市女子セブンズ大会 11月 海の公園なぎさ 女子・横浜市
第７回熊谷ガールズラグビーフェスティバル 11月 熊谷 女子
第４回横浜市女子セブンズ大会 1月 ニッパツ三ツ沢球技場 女子・横浜市
第４回関東地区セブンズ大会 2月 熊谷 女子
第４回全国中学生大会 9月 水戸 普及育成

全 第１９回全国Ｊｒ.ラグビー大会 12月 花園 普及育成
第９３回全国高校大会 12～1月 花園 高校

国 第１４回全国高校選抜大会 4月 熊谷 高校
第５０回全国大学選手権 12～1月 国立・秩父宮・花園 大学

事 第２１回全国クラブ選手権 1月 未定 クラブ
トップリーグ 9～1月 秩父宮・花園ほか 社会人

業 第６8回国民体育大会 9月 東京都江戸川陸上、臨海、武蔵野 成年・少年
第１０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５１回日本選手権大会 2～3月 国立・秩父宮・花園ほか 社会人他
第２回全国高校女子セブンズ大会 ４月 熊谷 女子
第３回全国高等学校女子７人制大会 8月 サニアパーク 女子
Ｕ１８花園女子セブンズ大会 12月 花園 女子

平成２５年度　各種大会等

―　13　―



１．試合収入 １．普及指導費

春季オープン戦 500,000 1,000,000 500,000 ａ 国体競技力向上費

２．試合運営受託料 （県協会） 1,000,000 2,000,000 1,000,000

秋季公式戦・他 1,000,000 1,500,000 500,000 （県体協） 国体強化費 300,000 300,000 0

３．会費収入 （県体協） 2,000,000 1,300,000 ▲ 700,000

Ｒ／Ｓ 円× 18 チーム 85,000 90,000 5,000 ｂ ジュニア選手強化費

中学 円× 17 チーム 85,000 85,000 0 （県協会） 200,000 500,000 300,000

高校 円× 51 チーム 520,000 510,000 ▲ 10,000 （県体協） 1,480,000 1,480,000 0

大学 円× 14 チーム 240,000 210,000 ▲ 30,000 ｃ 委員会強化費

社会人 円× 26 チーム 420,000 390,000 ▲ 30,000 （県協会） 720,000 900,000 180,000

クラブ 円× 44 チーム 600,000 660,000 60,000 （県協会） 300000 300,000 0

女子 円× 5 チーム 45,000 75,000 30,000 130,000 50,000 ▲ 80,000

新規加盟 円×　　　７4 チーム 0 12000 12,000 ｄ 委員会大会運営費

４．個人会費収入 （県協会） 35,000 120,000 85,000

7,800,000 8,000,000 200,000 （県協会） 大会参加費 3,140,000 2,980,000 ▲ 160,000

0 ｅ レフリー強化事業費

５．大会参加費 （県協会） 300,000 300,000 0

Ｒ／Ｓ 480,000 350,000 ▲ 130,000 ｆ 底辺拡大事業費

中学 200,000 200,000 0 300,000 600,000 300,000

高校 778,000 750,000 ▲ 28,000 100,000 100,000 0

大学 0 0 0 0 30,000 30,000

社会人 500,000 450,000 ▲ 50,000 800,000 500,000 ▲ 300,000

クラブ 1,040,000 1,100,000 60,000 g 予備費

女子 30,000 30,000 0 予備費 1,000,000 1,000,000

７人制 112000 100,000 ▲ 12,000 ２．機関誌代

６．業務委託料 170冊×2,700円 459,000 459,000 0

個人登録事務委託費 0 130,000 130,000 ３．チーム会費(中学、RSを除)

0 140チーム×1,000円 139,000 140,000 1,000

７．補助金収入 ４．個人会費

（県体協） 国体強化費 300,000 300,000 0 日本協会 2,590,000 2,650,000 60,000

（県体協） 2,000,000 1,300,000 ▲ 700,000 関東協会 2,590,000 2,650,000 60,000

（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） 0 50,000 50,000 135,000 135,000 0

（日本協会） 100,000 100,000 0 ６．運営経費

（関東協会） 130,000 50,000 ▲ 80,000 会議費 35,000 50,000 15,000

（関東協会） 0 30,000 30,000 旅費交通費 300,000 350,000 50,000

(県協会） 500,000 800,000 300,000 通信費 300,000 250,000 ▲ 50,000

（全国共済） 800,000 500,000 ▲ 300,000 水道光熱費 150,000 150,000 0

８．その他 家　賃 1,100,000 1,100,000 0

受取利息 25,000 15,000 ▲ 10,000 人件費 1,000,000 1,000,000 0

前売入場券手数料 200,000 250,000 50,000 消耗品費 300,000 250,000 ▲ 50,000

雑収入 1,050,031 755,061 ▲ 294,970 慶弔費 500,000 500,000 0

0 (県協会)ラグビー神奈川44号 200,000 200,000 0

９．前年度繰越金 (事業委員会)ラグビー神奈川44号 500,000 600,000 100,000

収入合計 雑　費 692,000 581,821 ▲ 110,179

７．その他

受取利息振替 25,000 25,000 0

広告占用料 180,000 180,000 0

８．支出合計

　　次期繰越金

委員会費

1,500円×5,300名

15,000 委員会強化費

15,000 （関東協会） 東日本大会旅費

3,000

3,000,000 2,000,000

▲ 254,970

タグ・女子・少人数

タグサントリーカップ
全国大会費

▲ 1,000,000

1,000,000

▲ 45,179

5,180,000

1,730,821

0

5,031,821

0

22,000,000 23,730,821

30,000

0

1,000

120,000

1,200,000

1,150,000 1,250,000 100,000

平成２５年度予算（案）
神奈川県ラグビーフットボール協会

　収入の部 　支出の部

1,655,000

科     目

5,000

２４年度
予算額

２５年度
予算額

比較増減（▲） 科     目
２４年度
予算額

２５年度
予算額

3,300,000 3,600,000

1,680,000

比較増減（▲）

10,805,000 12,460,000

1,980,000

300,000

300,000

500,000 1,000,000

国体強化費

37,0002,032,000

1,500,000 500,000

500,000

国体旅費・
健康診断料1,995,000

3,140,000 2,980,000 ▲ 160,000

事業委員会ラグビー神奈川４４号

1,000,000

15,000

15,000

15,000

7,800,000

5,000

205,000205,000

4,458,7603,979,969

25,000,000

8,000,000 200,000 三ッ沢高校決勝
県セブンス

130,000

タグラグビー
講習会費

安全推進講習会

タグサントリーカップ全国大会費

478,791

25,730,821

国体旅費・
健康診断料

130,0000

730,821

神奈川県タグラグビー大会

東日本大会旅費

5,077,000

1,275,031 1,020,061

135,000

5,310,000 4,610,000 ▲ 700,000

135,000

（日本協会）

3,175,000

300,000

3,100,000

140,000

1,230,000

神奈川県タグ
ラグビー大会

（関東協会）

（全国共済）

0

▲ 75,000

300,000

タグラグビー講習会費

459,000459,000

1,000,000

139,000

（県協会）

5,300,000
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収　　　　　　入
２４年度

予算
２５年度

予算
支　　　　　　出

２４年度
予算

２５年度
予算

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

前期繰越金 1,319,486  リーフレット作成費 200,000 0

事業委員会資金（基金より） 3,000,000 三ッ沢春季有料試合収入 500,000 0

ラグビー神奈川広告協賛金 700,000 700,000 ラグビー神奈川制作印刷費 700,000 900,000

サポートメンバーズクラブ賛助会費 300,000 700,000  ラグビーフェステバル運営費 250,000 250,000

帽子、キーホルダー販売、他 100,000 59,900
 ラグビーグッズ制作費
   （キーホルダー等）

100,000 100,000

三ッ沢春季有料試合収入 500,000 0  新支部立上げ補助金 100,000 100,000

販促品販売Ｔシャツ、ポロシャツ 300,000  ラグビー普及活動費 100,000 100,000

県体協ポロシャツ販売 30,000 30,000
 雑 費
（事務局経費・振込手数料・宅急便代）

100,000 100,000

ラグビー神奈川制作補助金一般より 200,000 200,000 販促品制作（Ｔシャツ、ポロシャツ） 650,000

サポートメンバーズクラブ印刷費 0 0 サポートメンバーズクラブ印刷費 30,000 50,000

県体協ポロシャツ代金 30,000 30,000

保土ヶ谷人工芝体験経費 0 20,000

サポートメンバーズクラブ賛助会費 700,000

 雑収入 0 10,000

 利　息 100 100

3,149,586 5,000,000 2,110,000 3,000,000

次　期　繰　越　金 1,039,586 2,000,000

特別会計　事業委員会４期（平成２５年～２７年）平成２５年度予算(案）

神奈川県ラグビーフットボール協会
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