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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２５年度事業報告

2号議案　　平成２５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２５年度決算報告

5号議案　　平成２６年度事業計画案

６号議案　　平成２６年度予算案

７号議案　　特別会計・事業委員会平成２６年度予算案

5　議　 長 　解　 任

6　閉　会　の　言　葉

次　　　　　　　　　　第

平成２６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(2014.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 女子 計 　第４回常任理事会

24 42 13 50 17 18 4 168 　　Ｈ26・2・6（木）　於　県民センター
　　第1部　報告連絡

２.評議員会 　　RWC2019プロジェクトについて
　Ｈ25・5・11（土）　於　県民センター 　　26年度ニッパツ三ツ沢球技場日程報告

　　委員会報告
３.理事会及び常任理事会 　　第2部　ディスカッション
　第１回理事会 　　次年度予算編成について
　　Ｈ25・6・6（木）　於　県民センター 　第5回理事会
　　新年度役員、新理事、常任理事紹介 　　Ｈ26・3・11（火）　於　県民センター
　　春季有料試合の確認 　　第1部　報告連絡
　　事業委員会報告 　　関東協会理事会、RWC２０１９につて報告
　　第68回国民体育大会関東ブロック大会について 　　26年度ニッパツ三ツ沢球技場日程報告
　第１回常任理事会 　　委員会報告
　　Ｈ25・7・4（木）　於　県民センター 　　第2部　ディスカッション
　　関東協会支部代表者会議報告 　　次年度予算編成について
　　春季有料試合総括 　第6回理事会
　　秋季有料試合・県協会主管試合日程報告 　　Ｈ26・4・11（金）　於　県民センター
　　第68回国民体育大会関東ブロック大会について　他 　　神奈川県体育協会臨時評議員会報告
　第２回理事会 　　神奈川県ラグビーフェスティバル最終確認
　　Ｈ25・8・9（金）　於　県民センター 　　26年度春季有料試合日程及び役員募集
　　関東協会支部代表者会議報告 　　委員会報告

　　春季有料試合総括 　　平成26年度評議員会資料について
　　秋季有料試合・県協会主管試合日程報告
　　第68回国民体育大会関東ブロック大会について ４.事業委員会
　　事業委員会報告　他 　第１回委員会
　第２回常任理事会 　Ｈ25・6・4　   (火)   於　県民センター　　
　　Ｈ25・9・5（木）　於　県民センター 　第２回委員会
　　強化委員会報告(ブロック大会含む) 　Ｈ25・11・6  　(水)   於　県民センター　
　　秋季有料試合役員募集、観客動員及びチケット販売協力依頼 　第３回委員会
　　2019WC関連報告 　Ｈ25・12・3　  (火)   於　県民センター
　　新年会担当委員会と日程について 　第４回委員会
　　委員会委嘱についての報告　他 　Ｈ25・12・26　  (木)   於　県民センター　
　第３回理事会 　第５回委員会
　　Ｈ25・10・9（水）　於　県民センター 　Ｈ26・3・18　 (火)   於　県民センター　　　
　　2019WC関連報告
　　第68回国民体育大会報告 　・ラグビーフェスティバル開催（5月5日）
　　秋季有料試合役員募集、観客動員及びチケット販売協力依頼 　・サポートメンバーズクラブ運営企画
　　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
　　委員会委嘱についての報告　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)
　　保土ヶ谷Gペナルティーについて報告 　・２０１９年Ｗ杯に向けた活動展開
　第３回常任理事会 　・その他
　　Ｈ25・11・7（木）　於　県民センター
　　第1部　報告連絡 ５.第７回神奈川県協会ラグビーフェスティバル
　　秋季有料試合の報告・確認 　平成２５年５月５日（日）保土ヶ谷ラグビー場
　　秋季有料試合収支報告
　　委員会報告 ６.春のチェンジ＆チャレンジシリーズ
　　新規加盟チーム報告 　Ｈ25・4・27　 (土)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　第2部　ディスカッション 　　大東文化大学VS関東学院大学　(関東大学春季大会)
　　RWC2019プロジェクトと長期にわたる事業計画について 　Ｈ25・5・25　(土)　ニッパツ三ツ沢球技場
　第４回理事会 　　日本代表VSトンガ代表　（PNC２０１３）
　　Ｈ25・12・6（金）　於　県民センター 　Ｈ25・5・26　(日)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　第1部　報告連絡 　　早稲田大学ＶＳ法政大学　(関東大学春季大会)　
　　関東協会理事会報告 　Ｈ25・6・15　(土)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　秋季有料試合の報告・確認 　　東海大学ＶＳ拓殖大学　　 （関東大学春季大会）
　　委員会報告 　Ｈ25・6・16　(日)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　第2部　ディスカッション 　　慶應義塾大学ＶＳ日本体育大学　(関東大学春季大会）
　　RWC2019プロジェクトと長期にわたる事業計画について
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　Ｈ25・6・29　(土)　ニッパツ三ツ沢球技場 　・全国ジュニアラグビー大会（中学＆ＲＳ）強化支援
　　近畿大学ＶＳ東海大学　(春季大学定期戦) 　・ジュニア東日本Ｕ１５大会強化支援
　Ｈ25・6・30　(日)　ニッパツ三ツ沢球技場 　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援
　　早稲田大学ＶＳ帝京大学　(春季大学オープン戦) 　・指導者研修会参加推進

　・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   ・太陽生命カップ中学生全国大会出場ﾁｰﾑ支援
　Ｈ25・9・１４ （土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・ﾁｰﾑ支援
　　東芝VSクボタ　（トップリーグ） （6）競技委員会
　Ｈ25・9・1４ （土）　海老名運動公園陸上競技場 　・第２８回増田杯県７人制大会開催(４/１４)
　　栗田工業VSセコム　（トップイースト) 　・競技委員会開催(３回)
　Ｈ25・9・2１（土）　海老名運動公園陸上競技場 （7）広報委員会
　　法政大学VS日本大学　（大学リーグ戦） 　・委員会開催(9回)
　Ｈ25・10・19（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・ラグビー神奈川44号の作成、配布
　　早稲田大学VS青山学院大学　(大学対抗戦) 　・公式試合における、広告活動、取材、写真撮影等
　Ｈ25・10・20 （日）　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
　　サントリーVS神戸製鋼　（トップリーグ) 　・TLポスター作製、CM企画、マッチサマリー作成
　Ｈ25・11・9（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東京ガス　（トップイースト） 　・委員会開催（5回）
　Ｈ25・11・16（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・支部委員会懇親会の開催（1回）
　　青山学院大学VS日本体育大学　(大学対抗戦) 　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
　Ｈ25・11・30 （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
　　栗田工業VS東京ガス　(トップイースト) 　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　Ｈ25・12・1 （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
　　成蹊大学VS日本体育大学　(大学対抗戦) 　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　Ｈ26・1・1 1（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・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
　　サントリーVSキヤノン　(トップリーグ) 　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力及び入場増員支援

  ・第１１回県支部長杯争奪セブン大会(3月16日)
８.委員会（主な活動） （9）普及育成委員会
（1）医務委員会 　☆タグラグビー担当
　・安全推進講習会開催　(4月3回実施)   ・委員会開催(7回)
　・全国安全推進講習会関東協会伝達講習会参加   ・神奈川県タグラグビー大会開催(第28回、第29回)
　・ラグビーフェスティバル参加　(5/5)   ・第10回全国小学生タグラグビー選手権大会神奈川
　・国体参加選手検診実施　(国体少年/成年)     県予選主管開催
　・関東協会医務委員長会議出席　   ・第10回全国小学生タグラグビー選手権大会南関東
　・関東協会メディカル医務委員会会議出席     ブロック予選開催支援
　・関東協会メディカル総会出席   ・第10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      神奈川県代表「横浜スーパースターズ」全国優勝
　・県協会新年会参加　(1/18) 　   ・タグレフリー研修会(2回開催)
（2）安全対策委員会   ・タグティーチャー研修会（日本協会主催、県協会主管）
　・メディカルサポーター資格取得講習会開催 　　（2回開催：通算41名参加）
　・平成２５年度安全推進講習会開催　(3回)   ・タグエデュケーター講習会開催支援
（3）レフリー委員会    (日本協会主催：候補者2名派遣)
　・Ｂ級認定講習（8月)   ・支部タグラグビー大会開催支援（6支部）
　・Ｃ級レフリー認定講習実技・筆記(春・秋・3/8)   ・出前授業開催及び支援（横浜市・相模原市・厚木市
　・ルール伝達講習会(7/7)     大和市・寒川町で実施）
　・強化研修合宿（8/20～22）     通算 30校、61回 約 3878名受講
　・レフリーコーチ活動（春・秋県内各Ｇ）　 　☆ラグビースクール担当
　・エリートレフリー研修会(11/17・3/15)   ・評議委員会開催(8回)
　・タグレフリー育成(通年)   ・各部会開催(Jr・競技・コーチ・レフリー・事業・安全対策・広報）
　・スタッフ会議(通年)   ・春の交流大会開催(5～6月)
（4）コーチ委員会   ・夏季指導者研修会開催(海老名陸上競技場　8/4)
　・タックルプロジェクト講習会開催                                                                             (7回・指導者182名,高校生680名参加)  ・秋の交流大会開催(9月)
　　(7回・指導者182名,高校生680名参加)   ・第４回全国中学生大会（田園ＲＳ、水戸、9/14～16）
　・ブラッシュアップ研修会開催(3回・72名参加)   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ　9～11月）
　・関東協会主催安全推進会議、コーチ委員会出席   ・第３３回東日本中学生RS部大会(優勝11/９、10）

（5）強化委員会   ・ジュニア東西対抗試合(ニッパツ三ツ沢球技場11/17)

　・委員会開催（10回） 　・冬季交流大運動会開催(秋葉台公園競技場・12/15)
　・国体強化(選手選考　強化　国体検診)   ・第１９回全国ジュニア大会(花園12/29～31) 
　・東日本都道県対抗大会強化（中央大会含む）   ・ジュニア新人戦開催
　・一貫指導体制推進ＰＪ(ジュニア強化、U15・16合同練習会)   ・第４回神奈川県ミニラグビ－ファイナルＣ(ＹＣＡＣ3/1保土ヶ谷3/2)

　・中学－ＲＳ交流大会実施 　・第１１回東日本U15選抜大会(水戸3/15～16)
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   ・ジュニア群馬定期戦(３月)  (15) 支部委員会
　☆中学担当 　1）厚木市協会
　 ・第２７回　県春季大会開催(桐蔭優勝　4～5月) ・理事会(4回)開催
　 ・第６４回　関東中学校大会(桐蔭優勝　熊谷6/9,10,17) ・総会開催
　 ・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(7/27,28) ・厚木市競技別選手権兼第19回市民大会(12/8)
　 ・第４回　　全国中学生大会(桐蔭出場　水戸9/14,15,16) ・第22回厚木わんぱくラグビー祭(11/17)
　 ・第３１回　県秋季大会開催(桐蔭優勝　9～10月) 　兼第28回神奈川県タグラグビー県西部地区エントリー大会

　 ・第３３回　東日本中学校大会(桐蔭優勝　11～12月) ・第2回あつぎラグビーフェスタ(5/19)
　 ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会(12/14) ・第16・17回厚木マスターズ大会(4/21,9/29)
　 ・第１９回　全国ジュニア大会(神奈川3位　花園12/29,30,31) ・選手強化事業(技術講習会)(8/24～25)
　 ・第１６回　新人大会(11～2月)　※降雪のため決勝リーグ中止 ・指導者養成事業(指導者講習会の開催）(12/22)
　 ・第１１回　東日本U15選抜大会(Aはカップ3位　水戸3/16,17) ・市内小学校タグラグビー普及事業、1校150名に実施
 (10) 高校委員会 ・体育指導員、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ対象タグ教室開催
 　・第６1回関東大会県予選会開催   (1回40名に実施) (12/7)
　 ・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(5月）
　 ・第９３回全国大会県予選会開催 ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣(10月）
　 ・県新人大会開催 ・関東協会・県協会各種大会Ｇ提供
　 ・第１４回全国高校選抜大会 　  ・厚木市スポーツ人の集い運営役員派遣(3/8）
　 ・第６１回関東大会 　2）海老名市協会
　 ・第６８回国体関東ブロック大会 　 ・理事会(６回開催)
　 ・第６８回国体 　 ・総会開催(3/8)
　 ・第９３回全国高校大会  　・第２回海老名市ガールズラグビーフェスティバル(4/27)
　 ・ｻﾆｯｸｽ2013ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会  　・市総体(4/28)
　 ・第１４回関東高校新人大会  　・ルール伝達講習会（8/4）
　 ・第１４回関東高校都県対抗戦 　 ・市民マスターズ大会（７回開催)
 (11) 大学委員会 　 ・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（タグラグビー教室)
　 ・第２８回増田杯県７人制大会参加(３チーム参加)  　・県社会人大会、クラブ大会、高校大会開催
　 ・平成２５年度神奈川県大学トーナメント大会(未実施) 　 ・関東協会主催秋季公式戦主管
　 ・第６４回全国地区対抗県予選大会(該当チームなし) 　 ・ミルキー大会（11/23）
　 ・大学委員会開催(未実施) 　 ・市総体(12/22)
 (12) クラブ委員会  　・Ｊｒ育成事業(2/26）
　 ・クラブ委員会開催(8回) 　 ・市協会レフリー研修会（3/8）
 　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌ準決勝敗退 　 ・タグラグビー海老名カップ（3/22）
 　・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(3/30)
 　・第54回春季クラブ選手権大会（29チーム参加） 　3）鎌倉市協会
　 ・増田杯県７人制大会(4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（3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優勝　 　 ・技術・救命救急講習会(各１回)
　 ・秋季クラブ選手権大会（24チーム参加） 　 ・第１０回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　 ・第2回ゴールドラガー大会（3月21日）    ・第２２回鎌倉市7人制大会
 (13) 社会人委員会 　 ・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
　 ・有料試合支援    ・春季市民大会
 　・春季社会人７人制大会開催( ８チーム＊３日間)    ・指導者研修会
　 ・春季社会人リーグ戦・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
　 ・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
　 ・社会人会長杯大会開催(１１チーム参加)    ・秋季市民大会
　 ・総会開催    ・高校・一般７人制大会
　 ・ﾙｰﾙ伝達講習会、T/J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
　 ・高校生ｾﾌﾞﾝｽﾞ練習会開催（講師神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ、5回）    5）相模原市協会
 　・第２回海老名市ｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催（参加276名） 　 ・理事会(４回開催)
 　・第３回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（高校 3ﾁｰﾑ）    ・総会開催(6月9日)
 　・第４回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（中学・高校 10ﾁｰﾑ）     ・相模原ＲＳ開校（4月～3月)
 　・ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ女子練習会開催（30回）    ・さがみ・津久井ＲＳ開校(4月～3月)
 　・神奈川スクール女子/東京スクール女子交流戦（ニッパツ三ツ沢）    ・タグラグビー出前授業(小学校57回)　
 　・神奈川県高校選抜チーム全国大会出場権獲得    ・キッズ運動遊び出前授業(幼稚園8回・保育園4回)　

　 ・市民さくらまつり　パレード参加(4/8)
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　 ・スポーツふれあい交流　開催 　8）横須賀市協会
　　（福島県小学生チーム招待5/26～27) 　 ・総会開催
   ・相模原親子ラグビー教室開催（12回　4月～1月)　 　 ・理事会(4回開催)
　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業    ・ラグビースクール(4/7～3/9) 
   ・第3回春の相模原タグラグビー大会開催（5/27)　    ・セブンス大会(高校・一般)
　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業    ・ラグビースクール夏合宿
　 ・ナイター練習会開催（4月～11月）    ・指導者養成講習会
　　－競技力向上事業（市内ＲＳ生対象）    ・親子ラグビー教室
　 ・ラグビー指導者講習会開催（4回　4月～8月）    ・タグラグビー大会
   ・相模原マスターズ教室開催（5回　5月～2月)　    ・市民大会(一般･高校)
   ・関東協会大学公式戦開催支援（1回　5月)　 　9）横浜市協会
   ・相模原レディースラグビー教室開催（2回 5/13・11/10)　  　・理事会(6回開催)
　　－ストレッチ運動体験講習会、栄養士講習会を開催 　 ・女子ラグビー交流大会(４・５月なぎさＧ)
　 ・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７人制大会(6月22・23日なぎさＧ他)
　 ・第7回さがみはらスポーツフェスタ参加（10/8） 　 ・ＲＳ横浜市民大会（6/29・30小机Ｇ）
　 ・高校県大会準決勝開催支援（麻溝公園競技場　11/11） 　 ・ＲＳ競技力向上事業（７・８月)
   ・第7回相模原タグラグビー大会開催（10/28)　 　 ・横浜市民マスターズ（7/14三ツ沢球技場）
　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業 　 ・高等学校市民大会１５人制大会(9/15 三ツ沢球技場)
　 ・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） 　 ・親子&シニアタグラグビー交流会（9/8なぎさＧ）
　 ・第2回二都県ミニラグビーＲＳ交流大会開催（1/27）　　 　 ・ＲＳ市民大会・ミルキー大会(10月なぎさＧ)
　 ・第14回市長杯争奪相模原セブンズ開催（3/2）　　 　 ・市民大会マスターズ大会(11月三ツ沢球技場)
　 ・第4回松澤杯相模原高校セブンズ開催（3/24）　　  　・女子ラグビー交流大会(１１/１０月なぎさＧ)
　6）秦野市協会  　・タグラグビー県内支部交流大会(12月なぎさＧ)
　 ・協会総会 　 ・横浜市民大会成人の部(２～３月保土ヶ谷・三ツ沢球技場)
   ・ラグビースクール開校式・花見会 　 ・女子中高生ラグビー交流大会(1/12三ツ沢球技場)
   ・市体育協会理事会 　 ・市内タグラグビー出前事業（2/5市立中和田小）
   ・ミニ合宿 　 ・第１０回全国小学校タグ選手権大会
   ・春季交流大会 　 　（3／8～９日秩父宮・国立競技場）
　 ・東海大学相模校ラグビー祭   10）大和市協会
   ・東海大学丹沢ラグビー祭 　 ・理事会５回開催
   ・県協会ラグビーフェスティバル  　・第5回「初心者タグラグビー教室」開催(4月）
   ・菅平合宿 　 ・指導者講習会「熱中症・救急法」講習会（５月）
　 ・指導者交流会  　・第６回「大和市ラグビーフェスィバル」開催（6月）
   ・協会理事会  　・第６回「大和キンダーCUP」開催（11月）
   ・スクール秋季県交流戦 　 ・ジュニア交流大会（１２月）
   ・スクール県大会 　 ・指導者講習会（コーチング）・雪の為中止
   ・ジュニア東西対抗 　 ・タグラグビー出前事業（２月）
   ・東海大応援   11）茅ヶ崎市協会
   ・スクール交流運動会 　 ・茅ヶ崎市体育協会理事会(3回開催)
   ・スクールクリスマス会  　・湘南祭フリーマーケット参加(4月) 
   ・市体育協会新春の集い 　 ・ビーチラグビー大会＆地引網(6月) 
   ・はだのっ子駅伝大会 　 ・ミニラグビー出前授業開催(中・小・幼)
   ・秦野丹沢ラグビー祭 　 ・市民開放デー
   ・厚木ラグビー交流会 　 ・高南駅伝走路員派遣
　7）藤沢市協会　 　 ・平日ラグビー教室（ナイター12回）
　 ・常任理事会開催（６回） 　 ・茅ヶ崎市体育協会理事会　（6回）
　 ・理事会開催（６回） 　 ・茅ヶ崎市スポーツ人のつどい役員派遣（４名）
　 ・総会開催(5月)
　 ・第32回藤沢市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(7月)
　 ・第６８回市総体・第３３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)
　 ・藤沢市秋葉台球技場の関東大学試合
　　６月２３日、関東学院大ＶＳ立教大
　　９月８日、専修大（３４ＶＳ７）日体大
　　９月２９日、専修大（２７ＶＳ１２）国士舘大
   ・社会人7人制ラグビー大会(３月)
   ・ワールドカップキャンプ地立候補の説明
　　藤沢市体育協会・教育委員会（２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 1,000,000 1,084,357 84,357 ａ 国体競技力向上費

２．試合運営受託料 【県協会】 2,000,000 2,000,000 0

秋季公式戦・他 1,500,000 1,878,316 378,316 【県体協】 国体強化費 300,000 300,000 0

３．会費収入 【県体協】 1,300,000 2,863,091 1,563,091

Ｒ／Ｓ 円× 18 チーム 90,000 90,000 0 【県体協】 ６８回国体ブロック大会 0 1,545,000 1,545,000

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× 50 チーム 510,000 500,000 ▲10,000 【県協会】 ジュニア選手強化費 500,000 500,000 0

大学 円× 13 チーム 210,000 195,000 ▲１５，０００ 【県体協】 ジュニア選手強化費 1,480,000 1,480,000 0

社会人 円× 24 チーム 390,000 360,000 ▲30,000

クラブ 円× 42 チーム 660,000 630,000 ▲30,000

女子 円× 4 チーム 45,000 60,000 15,000 ｃ 委員会強化費

新規加盟 円×　　　７4 チーム 12000 12,000 0 【日本協会】 0 0 0

４．個人会費収入 【県協会】 委員会費、委員会強化費 1,200,000 1,200,000 0

8,000,000 7,721,500 ▲278,500 【関東協会】 東日本大会旅費 50,000 847,880 797,880

ｄ 委員会大会運営費 992,808

５．大会参加費 【県協会】 120,000 85,160 ▲34,840

Ｒ／Ｓ 350,000 473,000 123,000 【県協会】 2,980,000 3,028,000 48,000

中学 200,000 198,000 ▲2,000 【関東協会】 0 979,648 979,648

高校 750,000 750,000 0 ｅ レフリー強化事業費 0

大学 0 0 0 【県協会】 300,000 300,000 0

社会人 450,000 640,000 190,000 ｆ 底辺拡大事業費 ▲13,885

クラブ 1,100,000 890,000 ▲210,000 【県協会】 タグ、女子、高校少人数制 600,000 426,115 ▲173,885

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

７人制 100000 77,000 ▲23,000 100,000 290,000 190,000

６．業務委託料 3,200 500,000 500,000 0

個人登録事務委託費 130,000 133,200 3,200 ｇ 102,302

７．補助金収入 1,000,000 1,102,302 102,302

【県体協】国体強化費 300,000 300,000 0 ２．機関誌代 ▲37,800

【県体協】国体旅費・
健康診断料 1,300,000 2,863,091 1,563,091 冊×２，７００円 459,000 421,200 ▲37,800

【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

【日本協会】 30,000 ▲30,000 チーム×１，０００円 140,000 133,000 ▲7,000

【日本協会】 100,000 290,000 190,000 ４．個人会費 ▲160,500

【関東協会】 東日本大会旅費 50,000 847,880 797,880 2,650,000 2,568,500 ▲81,500

【日本協会】 50,000 ▲50,000 2,650,000 2,571,000 ▲79,000

【全国共済】 500,000 500,000 0 ５．県体協分担金 0

【県協会】 800,000 841,656 41,656 135,000 135,000 0

【関東協会】 トップイースト無料試合大会費 0 588,957 588,957 ６．運営経費 809,985

【関東協会】 大学公式戦無料試合大会費 0 311,731 311,731 会議費 50,000 66,370 16,370

【関東協会】 0 78,960 78,960 旅費交通費 350,000 457,220 107,220

【県体協】 0 1,545,000 1,545,000 通信費 250,000 265,295 15,295

８．その他 372,456 水道光熱費 150,000 122,148 ▲27,852

受取利息 15,000 8,612 ▲６，３８８ 家　賃 1,100,000 1,058,400 ▲41,600

前売入場券手数料 250,000 505,050 255,050 人件費 1,000,000 1,016,000 16,000

雑収入 785,061 908,855 123,794 消耗品費 250,000 273,222 23,222

慶弔費 500,000 874,080 374,080

前年度繰越金 県協会ラグビー神奈川４４号制作費 200,000 200,000 0

収入合計 事業委員会ラグビー神奈川４４号制作費 600,000 841,656 241,656

雑　費 581,821 667,415 85,594

７．その他 ▲177,440

受取利息基金定期への振り替え 25,000 27,560 2,560

広告占用料 180,000 0 ▲180,000

次期繰越金 160,439

支出合計 5,414,441

130,000

3,000

１，５００Ｘ５，１４７名

5,000

5,000

15,000

15,000

15,000

15,000

48,0002,980,000

7,721,5008,000,000

安全対策講習会費

５００円ｘ５，１４２名

無料試合大会費

三ッ沢高校決勝、県セブンス

【全国共済】

予備費

【日本協会】

133

日本協会

関東協会

神奈川県タグラグビー選手権

5,031,821

205,000 27,560

1,000,000

2,000,000 2,160,663

25,730,821 31,305,925

比較増減（▲）

1,878,316 国体強化費

２５年度予算額

1,000,000 1,084,357

1,500,000

平成２５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

２５年度予算
額

２５年度決算額 比較増減（▲）

　収入の部 　支出の部

科    目 ２５年度決算額 科     目

17,447,196

378,316

▲278,500

1,980,0001,980,000

12,460,000

6,708,091

84,357

▲７０，０００

2,047,880

1,932,0002,002,000

６８回国体ブロック大会費

事業委員会ラグビー神奈川４４号

神奈川県タグラグビー選手権大会

タグサントリーカップ全国大会費

１６８チーム

133,200

3,028,000

15,000

東日本ｸﾗﾌﾞトーナメント大会費

５００円ｘ５，１３７名

安全対策講習会費

4,610,000 9,647,275

タグ指導員講習会費

156

5,037,275

4,987,196

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

797,8801,250,000

タグ講習会費

3,108,091

1,230,000

3,600,000

25,730,821

1,050,061 1,422,517

4,458,760 4,458,760

31,305,925 5,575,104

3,100,000

300,000

1,102,302

▲7,000

459,000 421,200

300,000

140,000 133,000

4,092,808

1,216,115

5,139,5005,300,000

5,841,806

135,000 135,000
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収　　　　　　入
２５年度

予算
２５年度

決算
支　　　　　　出

２５年度
予算

２５年度
決算

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

前期繰越金　（８００，４１８円） 0 0  リーフレット作成費 0 0

事業委員会資金（基金より） 3,000,000 3,000,000
 三ツ沢春季有料試合収入
    （一般会計補填）

0 0

ラグビー神奈川４４号広告協賛金 700,000 950,000
 ラグビー神奈川制作印刷費
　　（一般会計補填）

900,000 841,656

サポートメンバーズクラブ賛助会員費 700,000 561,520  ラグビーフェスティバル運営費 250,000 174,764

 帽子・キーホルダー販売・他 59,900 16,900
 ラグビーグッズ制作費
   （キーホルダー等）

100,000 100,000

販促品販売Ｔシャツ、ポロシャツ 300,000 284,000  新支部立上げ補助金 100,000 0

三ッ沢春季有料試合収入 0 0 ラグビー普及活動費（ステッカー、クリーナー） 100,000 0

 雑 費
（事務局経費・振込手数料・宅急便代）

100,000 63,694

収　入　小　計（Ａ） 4,759,900 4,812,420 支　出　小　計（Ａ） 1,550,000 1,180,114

ラグビー神奈川４４号制作補助金一般
より

200,000 200,000 販促品制作（Ｔシャツ、ポロシャツ） 650,000 588,000

 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 50,000 10,665

 県体協ポロシャツ代金 30,000 0  県体協ポロシャツ代金 30,000 0

雑収入 10,000 7,352  保土ヶ谷人工芝体験経費 20,000 0

 利　息 100 285 サポートメンバーズクラブ賛助会員費振替 700,000 561,520

事業委員会基金定期に振替（８００，４１８円）

収　入　小　計（Ｂ） 240,100 207,637 支　出　小　計（Ｂ） 1,450,000 1,160,185

収　入　総　合　計（Ａ＋Ｂ） 5,000,000 5,020,057 総　支　出　合　計（Ａ＋Ｂ） 3,000,000 2,340,299

次　期　繰　越　金 2,679,758

特別会計　事業委員会決算報告

（平成２５年度　１期目）平成２５年～２７年
神奈川県ラグビーフットボール協会
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１.理事会、常任理事会 （8）広報委員会
　原則として常任理事会・理事会を隔月に開催 　・委員会開催(13回)

　・ラグビー神奈川45号の作成、配布
２.委員会 　・各種試合における、広告活動、取材、写真撮影等

（1）事業委員会 　・県協会ホームページ管理及びメンテナンス

　・ラグビーフェスティバル開催（5月5日） 　・TLポスター作製、CM企画、マッチサマリー作成

　・サポートメンバーズクラブ運営企画 （9）支部委員会
　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ)企画開催 　・支部委員会開催(5回)
　・三ツ沢会場で「優しさにトライ献血」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(６月) 　・新支部立上活動、支援
　・２０１９年Ｗ杯に向けた活動展開   ・第12回県支部長杯争奪セブン大会(3月)

　・女子委員会、７人制ラグビー支援と活動展開 　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力及び入場増員支援

　・その他 　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
（2）医務委員会 　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　・安全推進講習会開催(4月3回実施) 　・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

　・ラグビーフェスティバル参加 （10）普及育成委員会
　・国体参加選手検診実施 　☆タグラグビー担当
　・関東協会医師派遣委員会 　・委員会開催(6回)
　・関東協会メディカル医務委員長会議 　・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総会 　・神奈川県シニアタグラグビー大会開催(2回)
　・新年会参加  　・第11回全国小学生タグラグビー選手権大会県予選

　・全国安全推進講習会関東協会伝達講習会参加　(1/20) 　・同　南関東大会及び決勝大会　開催支援
　・県協会試合マッチドクター派遣 　・タグレフリー研修会開催（2回）
（3）安全対策委員会 　・タグラグビー練習会開催（3回）
　・平成２６年度安全推進講習会開催（4/12,19,26) 　・タグラグビーティーチャー研修会開催（2回）
　・平成２６年度セーフティーアシスタント認定講習会開催（4/6,13) 　・タグラグビーエデュケーター講習会支援及び派遣
（4）レフリー委員会 　・支部タグラグビー大会開催支援（通年）
　・各種大会及び試合派遣 　・出前授業実施（講師派遣・用具貸出し）
　・Ｂ級講習補助(8月)  　☆ラグビースクール担当
　・ルール伝達講習会(7月) 　・評議委員会開催(8回)
　・強化研修菅平合宿(8月) 　・部会開催(Jr・競技・コーチ・レフリー・事業・安全対策・広報）

　・Ｃ級レフリー認定講習会(3月)   ・春の交流大会開催
　・エリートレフリー研修会(通年)   ・夏季指導者研修会開催
　・レフリー研修会(春・秋)   ・第５回全国中学生大会（水戸）
　・レフリーコーチ活動(春・秋)   ・秋の交流大会開催
　・タグレフリー育成(通年)   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
（5）コーチ委員会   ・第３４回東日本大会出場(第２０回全国ジュニア大会)

　・新スタートコーチ取得講習会開催（6月,10月,２月）   ・ジュニア東西対抗試合
　・ブラッシュアップ研修会（5月,11月,2月）   ・冬季交流大運動会開催(横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ)
　・指導者研修会（6月～7月,3月）   ・ジュニア新人戦開催
　・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) 　・第５回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ開催

（6）強化委員会 　・Ｕ１５ジュニア大会(水戸)
　・委員会開催（６回）   ・ジュニア群馬定期戦(群馬)
　・国体関東ブロック大会強化（成年・少年） 　☆中学担当
　・国体強化(選手選考　強化　国体検診)   ・第２８回　県春季大会開催
　・東日本都道県対抗大会強化   ・第６５回　関東中学校大会
　・一貫指導体制推進ＰＪ(ジュニア強化)   ・第１６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

　・中学－ＲＳ交流大会実施   ・第５回　　全国中学生大会
　・全国ジュニアラグビー大会強化   ・第３２回　県秋季大会開催
　・ジュニア　東日本Ｕ１５大会強化   ・第３４回　東日本中学校大会
　・強化指導者研修会参加推進   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会
　・社会人、クラブ委員会強化　東日本大会出場チーム支援   ・第１７回　新人大会開催
　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援 　・第２０回　全国ジュニア大会
　・強化コーチ資格（JRFU、日体協）取得推進   ・第１２回　東日本U15選抜大会
（7）競技委員会 （11） 高校委員会
　・第２９回増田杯県７人制大会開催(４月１３日) 　・第６２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９４回　全国大会県予選会開催

平成２６年度　事業計画(案)

―　8　―



　・県新人大会開催 　・選手強化事業(技術講習会)
　・第１５回　全国高校選抜大会 　・指導者養成事業(指導者講習会の開催）
　・第６２回　関東高校大会 　・タグラグビー普及事業
　・ｻﾆｯｸｽ2014ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　・体育協会タグラグビー教室後援
　・ｱｼｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ2014第１回全国高校７人制 　・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣
　・第１０回全国高校合同チーム大会 　・関東協会・県協会各種大会Ｇ提供
　　及び全国高校女子７人制大会 　・厚木市スポーツ人の集い運営役員派遣
　・第６９回　国体関東ブロック大会 　2）海老名市協会
　・第６９回　国体(全神奈川派遣予定) 　・理事会(6回)
　・第９４回　全国高校大会 　・総会開催(3月)
　・第１５回　関東高校新人大会 　・ルール伝達講習会･指導者研修
　・第１５回　関東高校都県対抗戦 　・第３回海老名市ガールズラグビーフェスティバル
　・平成26年度関東地区高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ合同大会 　・公式戦誘致事業
（12）大学委員会 　・マスターズ大会
　・第２９回　増田杯県７人制大会参加(３チーム) 　・ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾚｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(タグ教室)
　・第６５回　全国地区対抗県予選大会(対象チーム参加) 　・社会人大会、クラブ大会
　・大学委員会開催(平成２７年１月開催予定) 　・市総体
（13）クラブ委員会 　・Ｊｒ育成事業（中学部活）
　・クラブ委員会開催(8回) 　・タグラグビー海老名カップ(相鉄カップ)
　・代表者会議開催(2回） 　・中野グランド整備
　・第55回春季クラブ選手権開催（3月～7月） 　3）鎌倉市協会
　・チームＴＪ講習会開催（2回） 　・総会開催
　・増田杯県７人制大会参加(6チーム予定) 　・理事会開催
　・ＹＣＡＣセブンス参加　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ 　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ普及活動
　・東日本クラブ選手権（9月～11月） 　・技術・救命救急講習会
　・クラブトップリーグ（9月～11月） 　・第１１回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　・秋季クラブ選手権開催（9月～12月） 　・第２３回鎌倉市7人制大会
　・クラブ日本選手権（12月～3月） 　・国際交流
  ・第3回ゴールドラガー大会（3月21日）  4）川崎市協会
（14）社会人委員会   ・理事会
　・増田杯県７人制大会参加   ・春季市民大会
　・春季社会人リーグ戦、トーナメント戦,開催 　・スクール交流大会
　・神奈川県社会人選手権大会開催   ・体育の日記念事業
　・春季社会人７人制大会開催   ・秋季市民大会
　・社会人会長杯大会開催   ・高校7人制大会
　・ルール伝達講習会、T/J講習会開催   ・指導者研修会
　・総会開催 　・タグラグビー大会
　・社会人合同練習会 　・県支部長杯争奪セブン大会
　・東日本都道県対抗戦(全神奈川派遣)  5）相模原市協会
　・レフリー研修会   ・理事会(4回開催)
　・ｽﾀｯﾌ会議開催 　・総会開催
　・有料試合支援   ・ラグビースクール開校　相模原ＲＳ/さがみ津久井

（15）女子委員会   ・ラグビースクール開校　さがみ・南ＲＳ

　・女子委員会開催 　・相模原市民まつり　パレード参加 4月5-6日

　・高校生、全国選抜女子セブンズ大会出場 　・タグラグビー出前授業（通年）
　・中高生ｾﾌﾞﾝｽﾞ練習会開催（講師神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ） 　・キッズ運動遊び出前授業（通年）
　・第３回海老名市ｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催（小・中・高・一般） 　・相模原マスターズ・ラグビー教室(5回)　
　・第５回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（高校・一般） 　・相模原親子ラグビー教室　(10回)
　・第６回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（中学・高校・一般） 　・U-11～15ラグビー競技力向上研修（4月～12月）
　・ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ女子練習会開催 　・ラグビー指導者講習会(4回)
　・女子セブンズ・グランプリ大会（一般） 　・日体協公認資格取得派遣補助（2名）
（16）支部協会 　・ラグビースクールミニ合宿（2回）
　1）厚木市協会 　・菅平ミニジャンボリー～ＲＳミニ合宿
　・理事会(4回) 　・菅平ジュニアジャンボリー参加
　・総会開催(5月) 　・ラグビースクールジュニア夏合宿
　・厚木市競技別選手権兼第20回市民大会 　・大学・クラブオープン戦び交流戦
　・第3回あつぎラグビーフェスタ 　・TL及び関東協会公式戦（開催支援12/13,11/8,29）
　・第18・19回厚木マスターズ大会 　・全国大会高校県予選準決勝（開催支援11/9）
　・第17回新春タグラグビー大会 　・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 　・ジュニア交流大会（１２月）
　・相模原タグラグビー大会（2回） 　・指導者講習会（２月）
　・スポーツふれあい交流　開催 　・タグラグビー出前事業（随時）
　　（福島県小学生招待予定5/17～18)   11）茅ヶ崎市協会
　・二都県交流ミニラグビー大会開催 　・茅ヶ崎市体育協会理事会開催
　・第15回市長杯争奪相模原セブン大会　2/28　　 　・湘南祭フリーマーケット参加(4月) 
　・第5回相模原市高校セブン大会(松澤杯）3/15 　・ビーチラグビー大会＆地引網(5月) 
  ・相模原ラグビースクール20周年イベント 　・ミニラグビー出前授業開催
   ・「タグラグビー大会」のくじ助成（toto)申請 　・市民開放デー
　6）秦野市協会 　・高南駅伝走路員派遣
　・協会総会
  ・ラグビースクール開校 ３.平成２６年度春季試合(神奈川県協会主管)
  ・市体育協会総会 　関東大学春季大会
  ・市スポーツ振興財団評議会 　・５月１０日（土）　青山学院大学VS法政大学 
  ・東海大学丹沢ラグビー祭 　・５月１１日（日）　帝京大学VS流通経済大学
  ・菅平合宿･研修会 　・６月２１日（土）　東海大学VS筑波大学
　・タグラグビー体験教室 　・６月２２日（日）　帝京大学VS早稲田大学
  ・秦野丹沢ラグビー祭 　※会場はニッパツ三ッ沢球技場(有料)
　7）藤沢市協会　
　・常任理事会(5回)開催 ４.平成２６年度秋季公式戦(神奈川県協会主管)
　・理事会(5回)開催 　・トップリーグ　　
　・総会開催(5月) 　・トップイースト　
　・シニア交流試合(春・秋)秋葉台球技場 　・関東大学　　
　・市中学交流試合 　※ニッパツ三ツ沢球技場（有料）
　・第３３回市ラグビーフェスティバル開催（６月） 　　秋葉台公園球技場（無料）
　・第６９回市総体・第３４回市民大会開催（９月） 　　海老名運動公園陸上競技場（無料）
　・ジュニア交流試合（６月・９月） 　　相模原麻溝公園競技場（無料、TL有料）
　・社会人7人制大会開催（２月）
　・新年会開催（１月）
　・指導者講習会開催（３月）
　・タグラグビー指導者講習会開催等（７月・９月・１０月）
　・関東大学ラグビー試合（９月）秋葉台球技場
　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月～３月) 
  ・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
　・理事会（６回開催）
　・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
　・横浜市民大会マスターズ大会
　・タグラグビー部会大会
　・横浜市民大会　成人の部　
  10）大和市協会
　・理事会５回開催
　・第６回「初心者タグラグビー教室」4月
　・指導者講習会（５月）
　・第７回「大和市ラグビーフェスィバル」開催（6月）
　・第７回「大和キンダーCUP」開催（11月）
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大　　　会　　　名 期　間 場　　　所 委員会名
第２９回増田杯県７人制大会　 4月13日 保土ヶ谷Ｇ 競技
第８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３回関東大学春季大会　青山学院大学VS法政大学 5月10日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
第３回関東大学春季大会　帝京大学VS流通経済大学 5月11日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
第３回関東大学春季大会　東海大学VS筑波大学 6月21日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業

県 第３回関東大学春季大会　帝京大学VS早稲田大学 6月22日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
第１２回支部対抗セブンズ大会 3月 秋葉台公園 支部
第30回・第31回　県タグラグビー大会 10月・1月 保土ヶ谷Ｇ・横浜スタジアム 普及育成（タグ）

第4回・第5回　県シニアタグラグビー大会 9月・3月 未定 普及育成（タグ）

第11回　全国小学生タグラグビー選手権大会神奈川県予選 11月 保土ヶ谷Ｇ 普及育成（タグ）

春の交流大会 5～6月 未定 普及育成（RS）

秋の交流大会 9月 未定 普及育成（RS）

内 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５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 未定（群馬県） 普及育成（RS）

第28回県春季大会 4～5月 保土ケ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第32回県秋季大会 9～10月 保土ケ谷Ｇほか 普及育成（中学）

事 第17回県新人大会 11～2月 保土ケ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第62回関東大会県予選会 4～5月 各高校Ｇほか 高校
県高校総体 5月 各高校Ｇほか 高校
第１回全国高校７人制大会県予選会 ６月 秋葉台公園球技場ほか 高校
第94回全国大会県予選会 9～11月 ニッパツ三ツ沢球技場ほか 高校
県新人大会 11～2月 保土ヶ谷Ｇほか 大学
第６５回全国地区対抗県予選 9月 未定 大学

業 第57回春季クラブ選手権 3～7月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ
第3回ゴールドラガー大会 3月21日 保土ヶ谷Ｇ クラブ
秋季クラブ選手権 9～12月 保土ヶ谷Ｇほか 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67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32回社会人会長杯大会 9～1月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第11回全国小学生タグラグビー選手権大会南関東ブロック大会 1月 山梨学院大学和戸ラグビー場（予定）普及育成（タグ）

第34回東日本ＲＳ中学生大会 11月 未定 普及育成（RS）

第65回関東中学校大会 6月7,8,15日 熊谷ラグビー場 普及育成（中学）

第16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26,27日 長野県・菅平高原 普及育成（中学）

関 第34回東日本中学校大会 11～12月 保土ケ谷Ｇ,江戸川陸上,秩父宮 普及育成（中学）

第12回東日本Ｕ15選抜大会 3月 茨城県 普及育成（中学）

第62回関東高校大会 6月 山梨県富士北麓公園G 高校
第15回関東高校新人大会 2月 千葉県・茨城県 高校
第15回関東高校都県対抗戦 2月 千葉県・茨城県 高校

東 関東地区ラグビー少人数制大会 ３月 神奈川県 高校
関東大学リーグ・対抗戦 9～12月 秩父宮ほか 大学
第64回全国地区対抗大学関東予選 11月 未定 大学
第69回国体関東ブロック大会 8月 栃木県 成年・少年
第51回東日本都道県大会 ５～7月 関東近県、岩手県（本大会） 社会人・クラブ

事 トップイーストリーグ 9～12月 秩父宮ほか 社会人
東日本クラブ選手権大会 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
第3回海老名市ガールズラグビーフェスティバル 5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

業 関東女子ラグビー大会 10月 熊谷 女子
第5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8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6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5回関東地区セブンズ大会 2月 熊谷 女子
第5回全国中学生大会 9月13,14,15日 茨城県 普及育成（中学）

第21回全国Ｊｒ.ラグビー大会 12月 花園 普及育成

全 ｱｼｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ２０１４第１回全国７人制大会 ７月 長野県菅平高原サニアパーク 高校
第10回全国高校合同チーム大会及び第4回全国高校女子７人制大会 ７月 長野県菅平高原サニアパーク 高校・女子
第94回全国高校大会 12～1月 花園 高校

国 第15回全国高校選抜大会 4月 熊谷 高校
第51回全国大学選手権 12～1月 国立・秩父宮・花園 大学
第22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69回国民体育大会 9月 長崎県かきどまりG 成年・少年
第11回全国小学生タグラグビー選手権大会決勝大会 2月 秩父宮ほか 普及育成（タグ）

業 第52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3回全国高校女子セブンズ大会 ４月 熊谷 女子
サニックス・ワールド・ユース大会 ４月 福岡 男子
Ｕ18花園女子セブンズ大会 12月 花園 女子

平成２６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 1,084,357 1,000,000 ▲ 84,357 ａ 国体競技力向上費

２．試合運営受託料 （県協会） 2,000,000 2,000,000 0

秋季公式戦・他 1,878,316 2,000,000 121,684 （県体協） 国体強化費 300,000 1,330,000 1,030,000

３．会費収入 （県体協） 2,863,091 1,300,000 ▲ 1,563,091

Ｒ／Ｓ 90,000 90,000 0 （県体協） 1,545,000 0 ▲ 1,545,000

中学 85,000 85,000 0 ｂ ジュニア選手強化費

高校 500,000 500,000 0 （県協会） 500,000 500,000 0

大学 195,000 195,000 0 （県体協） 1,480,000 1,480,000 0

社会人 360,000 360,000 0 ｃ 委員会強化費

クラブ 630,000 630,000 0 （県協会） 900,000 740,000 ▲ 160,000

女子 60,000 60,000 0 （県協会） 300000 150,000 ▲ 150,000

新規加盟 12000 0 ▲ 12,000 (関東協会） 東日本大会旅費 847,880 200,000 ▲ 647,880

４．個人会費収入 ｄ 委員会大会運営費

7,721,500 11,700,000 3,978,500 （県協会） 85,160 80,000 ▲ 5,160

0 （県協会） 大会参加費 3,028,000 2,906,000 ▲ 122,000

５．大会参加費 (関東協会） 無料試合大会費 979,648 0 ▲ 979,648

Ｒ／Ｓ 473,000 450,000 ▲ 23,000 ｅ レフリー強化事業費

中学 198,000 200,000 2,000 （県協会） 300,000 200,000 ▲ 100,000

高校 750,000 750,000 0 ｆ 底辺拡大事業費

大学 0 0 0 426,115 600,000 173,885

社会人 640,000 450,000 ▲ 190,000 290,000 100,000 ▲ 190,000

クラブ 890,000 1,000,000 110,000 0 100,000 100,000

女子 0 0 0 500,000 500,000 0

７人制 77000 56,000 ▲ 21,000 g 予備費

６．業務委託料 1,102,302 1,000,000 ▲ 102,302

個人登録事務委託費 133,200 150,000 16,800 ２．機関誌代

0 冊×2,700円 421,200 405,000 ▲ 16,200

７．補助金収入 ３．チーム会費(中学、RSを除く)

（県体協） 国体強化費 300,000 1,330,000 1,030,000 チーム×1,000円 133,000 140,000 7,000

（県体協） 国体旅費・
健康診断料 2,863,091 1,300,000 ▲ 1,563,091 ４．個人会費

（県体協） ジュニア選手強化費 1,480,000 1,480,000 0 日本協会 2,568,500 6,500,000 3,931,500

（日本協会） 0 50,000 50,000 関東協会 2,571,000 2,600,000 29,000

（日本協会） 290,000 100,000 ▲ 190,000 ５．県体協分担金

（関東協会） 847,880 200,000 ▲ 647,880 135,000 135,000 0

（関東協会） タグラグビー講習会費 0 50,000 50,000 ６．運営経費

（県協会） 事業委員会ラグビー神奈川４５号 841,656 0 ▲ 841,656 会議費 66,370 70,000 3,630

（全国共済） 500,000 500,000 0 旅費交通費 457,220 500,000 42,780

（関東協会） 588,957 0 ▲ 588,957 通信費 265,295 300,000 34,705

（関東協会） 311,731 0 ▲ 311,731 水道光熱費 122,148 130,000 7,852

（関東協会） 78,960 0 ▲ 78,960 家　賃 1,058,400 1,100,000 41,600

（県体協） 1,545,000 0 ▲ 1,545,000 人件費 1,016,000 1,020,000 4,000

８．その他 消耗品費 273,222 300,000 26,778

受取利息 8,612 20,000 11,388 慶弔費 874,080 500,000 ▲ 374,080

前売入場券手数料 505,050 600,000 94,950 (県協会)    【ラグビー神奈川４３号】ラグビー神奈川４５号 200,000 0 ▲ 200,000

雑収入 908,855 900,000 ▲ 8,855 事業委員会ラグビー神奈川４５号 841,656 0 ▲ 841,656

0 雑　費 667,415 500,000 ▲ 167,415

 前年度繰越金

 収入合計 ７．その他

受取利息振替 27,560 20,000 ▲ 7,560

広告占用料 0

　次期繰越金

  支出合計

１５，０００円×４チーム

　３０００円

421,200

タグ、安全講習会費

高校生以上：２，０００円

中学生以下：５００円

５，０００円×１８チーム

５，０００円×１７チーム

１０，０００円×５０チーム

１５，０００円×１３チーム

１５，０００円×２４チーム

１５，０００円×４２チーム

97,483

2,160,663

200,000

1,300,000

▲ 100,000

4,092,808

300,000

2,986,000

1,000,000

133,000

東日本大会旅費

大学公式戦無料試合大会費

安全推進講習会

▲ 4,637,275

28,366,663 ▲ 2,939,262

▲ 2,298,097

1,520,000

31,305,925

4,458,760

1,422,517

133,200

タグサントリーカップ全国大会費

東日本クラブトーナメント大会費

第68回国体ブロック大会費

神奈川県タグラグビー大会

トップイースト無料試合大会費

1,878,316

6,708,091 4,630,000

1,920,000

7,721,500

9,647,275

150,000

（関東協会）

（全国共済）

140,000

比較増減（▲）

17,447,196 13,186,000

1,980,000

▲ 2,078,091

0

▲ 4,261,196

２６年度予算額

平成２６年度収支　予算案
神奈川県ラグビーフットボール協会

　支入の部 　支出の部

科     目 ２５年度決算額 ２６年度予算額 比較増減（▲） 科     目 ２５年度決算額

405,000

▲ 1,106,808

▲ 16,200

1,084,357 1,000,000 ▲ 84,357

1,980,000

2,000,000 121,684

1,932,000

1,090,000 ▲ 957,880

（日本協会）

83,885

（県協会）

神奈川県タグラグビー大
会

135,000

7,000

3,960,5009,100,0005,139,500

140

5,841,806

28,366,663

タグ・女子・少人数

タグサントリーカップ全
国大会費

▲ 2,939,262

▲ 102,302

▲ 1,421,806

0

4,420,000

135,000

▲ 1,200,0002,160,663 960,663

31,305,925

1,216,115

2,047,880

1,102,302

▲ 7,56020,00027,560

国体強化費

国体旅費・
健康診断料

委員会費

委員会強化費

第68回国体
ブロック大会費

▲ 12,000

16,800

5,010,000

11,700,000 3,978,500
三ッ沢高校決勝
県セブンス

3,028,000 2,906,000 ▲ 122,000

150
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収　　　　　　入
２５年度

予算
２６年度

予算
支　　　　　　出

２５年度
予算

２６年度
予算

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

前期繰越金 0 2,679,758  リーフレット作成費 0 200,000

事業委員会資金（基金より） 3,000,000 0 三ッ沢有料試合広告協賛金 0 500,000

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

サポートメンバーズクラブ賛助会費 700,000 600,000  ラグビーフェステバル運営費 250,000 200,000

帽子、キーホルダー販売、他 59,900 10,000
 ラグビーグッズ制作費
   （キーホルダー等）

100,000 100,000

三ッ沢有料試合広告協賛金 0 500,000  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 300,000 300,000  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 70,000

ラグビー神奈川制作補助金一般より 200,000 0 販促品制作（Ｔシャツ、ポロシャツ） 650,000 0

サポートメンバーズクラブ印刷費 50,000 30,000

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 20,000 20,000

サポートメンバーズクラブ賛助会費 700,000 600,000

 雑収入 10,000 10,000 県協会ホームページ充実促進費 150,000

 利　息 100 200

 

5,000,000 5,029,958 3,000,000 3,000,000

次　期　繰　越　金 2,029,958

特別会計　事業委員会予算案

平成２６年度２期（平成２５年～２７年）
神奈川県ラグビーフットボール協会
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