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１.チーム数(2015.3.31現在)
社会人 クラブ 大　学 高　校 中　学 Ｒ・Ｓ 女子 計 　Ｈ27・2・6（金）　於　県民センター

22 43 14 49 17 19 5 169 　第４回常任理事会
　　RWC2019及び関東協会理事会報告

２.評議員会 　　倫理規定について
　Ｈ26・5・17（土）　於　県民センター 　　平成27年度新年会報告

　　平成27年度ニッパツ三ツ沢球技場日程について
３.常任理事会及び理事会 　　平成27年度評議員会資料について
　Ｈ26・6・5（木）　於　県民センター 　　その他
　第１回理事会 　Ｈ27・3・10（火）　於　県民センター
　　 RWC2019プロジェクトについて 　第５回理事会
　　事業委員会報告 　　RWC2019及び関東協会理事会報告
    平成26年度春季試合について 　　倫理規定について
　　その他 　　平成27年度新年会報告
　Ｈ26・7・4（金）　於　県民センター 　　平成27年度ニッパツ三ツ沢球技場日程について

　第１回常任理事会 　　平成27年度評議員会資料について
　　関東協会理事会報告 　　その他
　　春季有料試合総括 　Ｈ27・4・13（月）　於　県民センター
　　秋季有料試合・県協会主管試合日程報告 　第６回理事会
　　その他 　　神奈川県体育協会臨時評議員会報告
　Ｈ26・8・12（火）　於　県民センター 　　２７年度春季ニッパツ三ツ沢球技場日程
　第２回理事会 　　２７年度ラグビーフェスティバル最終確認（事業委員会）　
　　関東協会理事会報告 　　平成２７年度評議員会資料最終確認（理事長他）
　　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
　　第69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
　　その他 　第１回委員会
　Ｈ26・9・5（金）　於　県民センター 　Ｈ26・5・2　  (金)   於　県民センター　　
　第２回常任理事会 　第２回委員会
　　第69回国民体育大会関東ブロック大会報告 　Ｈ26・5・3  　(土)   於　県民センター　
　　秋季有料試合・県協会主管試合について 　第３回委員会
　　トップリーグとAIG教室について 　Ｈ26・6・6　  (金)   於　県民センター
　　RWC2019署名活動状況 　第４回委員会
　　その他 　Ｈ26・12・16 (火)   於　県民センター　
　Ｈ26・10・3（金）　於　県民センター 　第５回委員会
　第３回理事会 　Ｈ27・2・23　 (月)   於　県民センター　　　
　　関東協会理事会報告 　・ラグビーフェスティバル開催（5月5日）

　　秋季有料試合報告と今後の予定 　・春季交流試合(チャレンジ・シリーズ)企画開催

　　第６９回国民体育大会関東ブロック大会報告 　・三ツ沢会場で「優しさにトライ献血」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(６月)

　　神奈川県体育協会創立75周年功労者表彰について 　・サポートメンバーズクラブミッドサマーミーティング開催（8月6日)

　　倫理規定について 　・2019RWC開催地発表パブリックビューイング開催（3月2日)

　　その他 　・その他

　Ｈ26・11・７（金）　於　県民センター
　第３回常任理事会 ５.第８回神奈川県協会ラグビーフェスティバル
　　関東協会理事会報告 　平成２６年５月５日（月）保土ヶ谷ラグビー場
　　秋季有料試合報告と今後の予定
　　第69回国民体育大会報告 ６.春のチェンジ＆チャレンジシリーズ
　　次年度理事改選について 　Ｈ26・5・10　 (土)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　27年度新年会について 　　青山学院大学ＶＳ法政大学　(関東大学春季大会)
　　新規加盟チーム報告 　Ｈ26・5・11　(日)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　その他 　　帝京大学ＶＳ流通経済大学　(関東大学春季大会)
　Ｈ26・12・5（金）　於　県民センター 　Ｈ26・6・21　(土)　ニッパツ三ツ沢球技場
　第４回理事会 　　東海大学ＶＳ筑波大学　　　　(関東大学春季大会)　
　　関東協会理事会報告 　Ｈ26・6・22　(日)　ニッパツ三ツ沢球技場
　　秋季有料試合報告と今後の予定 　　帝京大学ＶＳ早稲田大学　　(関東大学春季大会)　
　　第69回国民体育大会報告
　　次年度理事改選について
　　平成27年度評議員会日程報告
　　その他

平 成２６年 度 　事 業 報 告
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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２６年度事業報告

２号議案　　平成２６年度収支決算報告

３号議案　　特別会計・事業委員会平成２６年度決算報告

４号議案　  会計監査報告　

５号議案　　役員改選案・理事改選案

６号議案　　平成２７年度事業計画案

７号議案　　平成２７年度予算案

８号議案　　特別会計・事業委員会平成２７年度予算案

9号議案　　基金取崩し案

5　議　 長 　解　 任

6　閉　会　の　言　葉

次　　　　　　　　　　第

平成２７年度　神奈川県ラグビーフットボール協会評議員会



７.秋季県協会公式戦主管試合 　・一貫指導体制推進ＰＪ(ジュニア強化、指導者研修会)
　Ｈ26・9・13 （土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・中学－ＲＳ交流大会実施
　　サントリーVSリコー 　・全国ジュニアラグビー大会（中学＆ＲＳ）強化支援
　Ｈ26・9・15 （月）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・ジュニア東日本Ｕ１５大会強化支援
　　應義塾大学ＶＳ明治学院大学 　・女子選手練習会及び女子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ支援
　Ｈ26・9・20（土）　海老名運動公園陸上競技場 　・指導者研修会参加推進
　　栗田工業ＶＳ日本ＩＢＭビッグブルー 　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援
　Ｈ26・9・21（日）　藤沢市秋葉台公園球技場   ・太陽生命カップ中学生全国大会出場ﾁｰﾑ支援
　　釜石シーウェイブスＶＳ東京ガス 　・ﾁｰﾑ支援
　Ｈ26・9・27 (土）　厚木市営荻野運動公園競技場 （6）競技委員会
　　栗田工業ＶＳヤクルトLevins 　・第２９回増田杯県７人制大会開催(４/１３)
　Ｈ26・10・25（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・競技委員会開催(２回)
　　三菱重工相模原ＶＳ横河武蔵野 （7）広報委員会
　Ｈ26・10・26（日）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・委員会開催(13回)
　　明治大学ＶＳ明治学院大学 　・ラグビー神奈川45号の作成、配布
　Ｈ26・11・3（月）　ニッパツ三ツ沢球技場 　・各試合における、広告活動、取材、写真撮影等
　　立正大学ＶＳ法政大学 　・2019RWCUP試合及びキャンプ招致活動支援
　Ｈ26・11・8（土）　相模原ギオンスタジアム　 　・県協会ホームページ管理及びメンテナンス
　　栗田工業ＶＳ三菱重工相模原 　・TLポスター作製、CM企画、マッチサマリー作成
　Ｈ26・11・15（土）　ニッパツ三ツ沢球技場 （8）支部委員会
　　東海大学ＶＳ中央大学 　・委員会開催（5回）
　Ｈ26・11・29（土）　相模原ギオンスタジアム　 　・支部委員会懇親会の開催（1回）
　　法政大学ＶＳ日本大学 　・「優しさにトライ」（献血運動支援）
　Ｈ26・11・29（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
　　日野自動車ＶＳ栗田工業 　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　Ｈ26・12・13（土）　　相模原ギオンスタジアム　 　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　　NECVSコカ・コーラ 　・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１2回県支部長杯争奪セブン大会(3月22日)
　・安全推進講習会開催　(3回実施) （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月) 　☆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(6回)
　・国体参加選手検診実施　(国体少年/成年)   ・神奈川県ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ大会開催(第30回10/12、第31回1/25)

　・関東協会医務委員長会議出席　(8月)   ・神奈川県シニアタグラグビー大会開催(第4回3/21)

　・関東協会メディカル医務委員会会議　(9月)   ・第11回全国小学生タグラグビー選手権大会神奈川

　・関東協会メディカル総会　(9月)     県予選開催（11/30　優勝「茅ヶ崎ブルーフェニックス」、

　・県協会試合マッチドクター派遣 　 　　準優勝「大和ＣＣブレイブス」

　・県協会新年会参加　(1/17)   ・第11回全国小学生タグラグビー選手権大会南関東

（2）安全対策委員会     ブロック予選開催（1/18　県代表茅ヶ崎ﾌﾞﾙｰﾌｪﾆｯｸｽ優勝）

　・セーフティアシスタント資格取得講習会開催(2回)   ・第11回全国小学生タグラグビー選手権大会（3/7～8）

　・平成２６年度安全推進講習会開催　(3回)      神奈川県代表「茅ヶ崎ブルーフェニックス」全国二位

（3）レフリー委員会   ・タグレフリー研修会(2回開催)

　・県内各種試合派遣担当(通年 県内各Ｇ)   ・タグティーチャー研修会（日本協会主催、県協会主管）

　・Ｃ級レフリー認定講習会(3/7､実技通年　海老名他) 　　（1回開催：17名参加）

　・Ｂ級認定講習受講者強化・選抜（通年､講習会8月)   ・支部タグラグビー大会開催支援（横浜市、川崎市、相模原市、

　・ルール伝達講習会(7/7　横浜) 　　横須賀市、厚木市、海老名市各支部で開催）

　・夏季強化研修合宿（8/20～22　長野）   ・出前授業開催及び支援(横浜市・相模原市・厚木市・茅ヶ崎市

　・レフリーコーチ活動（春季・秋季 県内各Ｇ）　     大和市、県内クラブで実施）通算 31校、約 5,385名受講

　・レフリー研修会(11/17・3/7　横浜他) 　☆ラグビースクール担当
　・スタッフ会議(通年　横浜)   ・評議委員会開催(10回)

（4）コーチ委員会   ・各部会開催(Jr・競技・コーチ・レフリー・事業・安全対策・広報）

　・新スタートコーチ資格取得講習会（2回・72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（3回・50名参加）   ・夏季指導者研修会開催(海老名陸上競技場　8/3)

　・強化コーチ資格取得講習会へ2名参加   ・秋の交流大会開催(9月)

　・平成26年度安全推進講習会（3回）   ・第５回全国中学生大会（横浜ＲＳ優勝、水戸、9/13～15）

（5）強化委員会   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ　9～11月）

　・委員会開催（7回）   ・第３４回東日本中学生RS部大会(優勝11/８、９）

　・国体強化(選手選考　強化　国体検診)   ・ジュニア東西対抗試合(大和市スポーツセンター12/23)

　・東日本都道県対抗大会強化（中央大会含む） 　・冬季交流大運動会開催(大和市スポーツセンター12/23)
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  ・第１９回全国ジュニア大会３位(花園12/29～31)  　・中学生神奈川女子選抜、全国大会出場（第4位）

  ・ジュニア新人戦開催  　・高校生神奈川女子選抜、全国選抜大会出場（第4位）

  ・第５回神奈川県ミニラグビ－ファイナルＣ(保土ヶ谷2/21～22)  (15) 支部協会
　・第12回東日本U15選抜大会(水戸3/14～15) 　1）厚木市協会
　・東北のラグビースクール活動を支援する募金活動 ・理事会(4回)開催
　☆中学担当 ・総会開催
　 ・第28回　県春季大会開催(桐蔭優勝　4～5月) ・厚木市競技別選手権兼第20回市民大会(12/7)
　 ・第65回　関東中学校大会(熊谷6/7,8,15) ・第17回新春タグラグビー大会(2/1)
　 ・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(7/26,27) ・第18・19回厚木マスターズ大会(4/20,9/20)
　 ・第5回　　全国中学生大会(水戸9/13,14,15) ・選手強化事業(技術講習会)(8/23～24)
　 ・第32回　県秋季大会開催(関東六浦優勝　9～10月) ・第3回あつぎラグビーフェスタ(5/10)
　 ・第34回　東日本中学校大会(桐蔭準優勝　11～12月) ・指導者養成事業(指導者講習会の開催）(3/29)
　 ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会(保土ケ谷 12/13) ・市内小学校タグラグビー普及事業、1校150名に実施
　 ・第20回　全国ジュニア大会(神奈川3位　花園12/29,30,31) ・体育協会タグラグビー教室後援(5月）
　 ・第17回　新人大会(慶應・桐蔭同率優勝 11～2月) ・体育協会「あつぎウォーク」運営補助役員派遣(10月）
　 ・第12回　東日本U15選抜大会(Aはボウル2位　水戸3/14,15) ・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣(10月）
 (10) 高校委員会 ・関東協会・県協会各種大会Ｇ提供
 　・第６２回関東大会県予選会開催 　 ・厚木市スポーツ人の集い運営役員派遣(3/14）

　 ・県高校総体７人制大会開催 　2）海老名市協会
　 ・第９４回全国大会県予選会開催 　 ・理事会(６回開催)

　 ・県新人大会開催 　 ・総会開催(3/7)

　 ・第１５回全国高校選抜大会  　・第３回海老名市ガールズラグビーフェスティバル(5/3)

　 ・第６２回関東大会  　・市総体(4/27)

　 ・第６９回国体関東ブロック大会  　・ルール伝達講習会（8/3）

　 ・第６９回国体 　 ・市民マスターズ大会（７回開催)

　 ・第９４回全国高校大会 　 ・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)

　 ・ｻﾆｯｸｽ2014ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会  　・県社会人大会、クラブ大会、高校大会開催

　 ・第１5回関東高校新人大会 　 ・関東協会主催秋季公式戦主管

　 ・第１5回関東高校都県対抗戦 　 ・ミルキー大会（9/23）

 (11) 大学委員会 　 ・市総体(1/11)

　 ・第２９回増田杯県７人制大会参加(３チーム参加)  　・Ｊｒ育成事業(2/15）

　 ・平成２６年度神奈川県大学トーナメント大会(未実施) 　 ・市協会レフリー研修会（3/7）

　 ・第６５回全国地区対抗県予選大会(該当チームなし) 　 ・タグラグビー海老名カップ（3/21）

　 ・大学委員会開催(未実施)    ・中野グランド整備(3/29)

 (12) クラブ委員会 　3）鎌倉市協会
　 ・クラブ委員会開催(9回) 　 ・総会開催

 　・全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝（9回目） 　 ・理事会（6回開催）

 　・春季クラブ選手権大会代表者会議開催 　 ・タグラグビー普及活動（教室、出前授業）

 　・第55回神奈川県クラブ選手権大会（24チーム参加） 　 ・技術講習会(１回)

　 ・増田杯県７人制大会(4ﾁｰﾑ参加) 　 ・第11回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会

 　・秋季大会代表者会議開催    ・第23回鎌倉市7人制大会

　 ・東日本ｸﾗﾌﾞ選手権参加（湘南プレイボーイズ参加）　 　 ・国際交流

　 ・クラブトップリーグ　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ優勝　 　4）川崎市協会
　 ・秋季クラブ選手権大会（24チーム参加）    ・ラグビースクール開校

　 ・第3回ゴールドラガー大会（3月2２日）    ・春季市民大会

 (13) 社会人委員会    ・指導者研修会

 　・増田杯県７人制大会参加（５チーム参加） 　 ・ジュニア菅平ジャンボリー

　 ・スタッフ会議開催(5回)    ・体育の日記念事業

　 ・有料試合支援    ・秋季市民大会

 　・春季社会人７人制大会開催( 6チーム＊３日間)    ・高校・一般７人制大会

　 ・春季社会人リーグ戦開催( 5チーム参加) 　 ・かわさきスポーツ人の集い

　 ・神奈川県社会人選手権大会開催(３チーム参加) 　 ・タグラグビー大会

　 ・社会人会長杯大会開催(6チーム参加)  　・ラグビースクール記念式典

　 ・総会開催 　 ・県支部長杯争奪セブン大会

　 ・ﾙｰﾙ伝達講習会開催    5）相模原市協会
 (14) 女子委員会  　 ・理事会(４回開催)

　 ・中学生・高校生強化練習会開催（15回）    ・総会開催(5月１８日)

 　・第３回海老名市ｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催（参加350名）    ・相模原ＲＳ開校（4月～3月)

 　・第５回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（高校・一般 7ﾁｰﾑ）    ・さがみ・津久井ＲＳ開校(4月～3月)

 　・第６回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（中学・高校・一般 20ﾁｰﾑ）    ・さがみ・南ＲＳ開校(4月～3月)

 　・ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ女子練習会開催（33回）    ・タグラグビー、キッズ出前授業(小学校、幼稚園等65回)　
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　 ・市民さくらまつり　パレード参加(4/6) 　8）横須賀市協会
　 ・スポーツふれあい交流　開催 　 ・総会開催
　　（福島県小学生チーム招待5/31～6/1) 　 ・理事会(4回開催)
   ・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(4/6～3/15) 
　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業    ・セブンス大会(高校・一般)
   ・第3回春の相模原タグラグビー大会開催（6/1)　    ・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
　 ・ナイター練習会開催（4月～3月）    ・親子ラグビー教室
　　－競技力向上事業（市内ＲＳ生対象）    ・タグラグビー大会
　 ・ラグビー指導者講習会開催（2回　4月～8月）    ・市民大会(一般･高校)
   ・相模原マスターズ教室開催（5回　5月～2月)　 　9）横浜市協会
　 ・東海大相模高校ラグビーフェスタ開催（6/15）  　・理事会(6回開催)
　 ・第7回さがみはらスポーツフェスタ参加（10/13） 　 ・女子ラグビー交流大会(４／１４なぎさＧ)
   ・第7回相模原タグラグビー大会開催（11/3)　 　 ・親子&シニアタグラグビー交流会（５／１１なぎさＧ）
　　－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７人制大会(6月28・29日なぎさＧ他)
   ・関東協会大学公式戦開催支援（2回　11/8,29)　 　 ・ＲＳ横浜市民大会（6/29・30小机Ｇ）
　 ・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞｲｰｽﾄ公式戦開催支援(1回　11/8） 　 ・ＲＳ競技力向上事業（７月菅平)
　 ・高校県大会準決勝開催支援（相模原ギオンスタジアム　11/9） 　 ・高等学校市民大会１５人制大会(9/15 三ツ沢球技場)
　 ・トップリーグ開催支援(1回　12/13） 　 ・ＲＳ市民大会・ミルキー大会(10月なぎさＧ)
　 ・第3回二都県ミニラグビーＲＳ交流大会開催（1/25）　　 　 ・市民大会マスターズ大会(11月２日三ツ沢球技場)
　 ・第15回市長杯争奪相模原セブンズ開催（2/22）　　  　・女子高・一般セブンズ大会(１１/９なぎさＧ)

　6）秦野市協会  　・タグラグビー第８回タカナシカップタグラグビ大会
　 ・協会総会 　　　(１２／１４なぎさＧ)
   ・ラグビースクール開校式・花見会 　 ・横浜市民大会成人の部(２～３月保土ヶ谷・三ツ沢陸上)
   ・市体育協会理事会 　 ・女子中・高・一般セブンズ大会(1/1１ニッパツ三ツ沢球技場)

   ・春季交流大会  　・市内タグラグビー出前事業（１／９市立中和田小学校）
　 ・東海大学相模校ラグビー祭  　・タグラグビー市教育委員会実行委員会主催市立小学校
   ・東海大学丹沢ラグビー祭 　　　タグラグビー交流会運営協力(２／７横浜スタジアム)
   ・県協会ラグビーフェスティバル   10）大和市協会
   ・菅平合宿 　 ・理事会５回開催
　 ・指導者交流会  　・第6回「初心者タグラグビー教室」開催(5月）
   ・協会理事会 　 ・指導者講習会「熱中症・救急法」講習会（6月）
   ・スクール秋季県交流戦  　・第7回「大和市ラグビーフェスィバル」開催（7月）
   ・スクール県大会  　・第7回「大和キンダーCUP」開催（10月）
   ・東海大応援 　 ・第1回大和市タグ大会開催（1月）
   ・スクール交流運動会 　 ・指導者講習会タグラグビー（3月）
   ・スクールクリスマス会 　 ・タグラグビー出前事業（通年）
   ・市体育協会新春の集い   11）茅ヶ崎市協会
　7）藤沢市協会　 　 ・茅ヶ崎市体育協会理事会(3回開催)
　 ・常任理事会開催（６回）  　・湘南祭フリーマーケット参加(4月) 
　 ・理事会開催（６回） 　 ・ビーチラグビー大会＆地引網(6月) 
　 ・総会開催(5月18日・藤沢市秩父宮体育館) 　 ・ミニラグビー出前授業開催(中・小・幼)
　 ・第３３回藤沢市ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(6月22日秋葉台球技場) 　 ・市民開放デー
　 ・第３４回市民大会開催(9月7日秋葉台球技場) 　 ・高南駅伝走路員派遣
　 ・タグラグビー交流会、講習会（県タグ委員会合同開催） 　 ・平日ラグビー教室（12回）
　　７月２６日、９月２０日、１０月２６日、大庭スポーツ広場 　 ・茅ヶ崎市体育協会理事会　（6回）
　 ・新年会開催(1月) 　 ・茅ヶ崎市スポーツ人のつどい役員派遣（４名）
　 ・指導者講習会開催(2月22日雨天中止) 　 ・柳島スポーツ公園整備事業(競技場建設)ヒヤリング参加(2月)

   ・シニア春季・秋季交流大会(6月・11月) 　 ・茅ヶ崎ラグビースクール20周年記念式典＆パーティ（2月）
　 ・藤沢市秋葉台球技場の関東大学・イースト試合

　　９月　７日、拓殖大(19)ＶＳ(18)専修大
　　９月２１日、釜石シーウェイブス(33)ＶＳ(20)東京ガス
　　９月２１日、関東学院大(100)ＶＳ(0)玉川大
　　１１月１日、関東学院大(13)ＶＳ(34)専修大
   ・社会人7人制ラグビー大会(３月中止)
   ・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（８月）
   ・スポーツ人の集い、講師　河野一郎氏　講演
　　東京オリンピック開催の現状と今後に向けて
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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 1,000,000 522,718 ▲ 477,282 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 2,000,000 1,929,226 ▲ 70,774 【県体協】 国体強化費 1,330,000 1,330,000 0

３．会費収入 【県体協】 1,300,000 3,783,640 2,483,640

Ｒ／Ｓ 円× 19 チーム 90,000 95,000 5,000 【県体協】 第69回国体ブロック大会 0 896,800 896,800

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

高校 円× 49 チーム 500,000 490,000 ▲ 10,000 【県協会】 ジュニア選手強化費 500,000 500,000 0

大学 円× 14 チーム 195,000 210,000 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× 22 チーム 360,000 330,000 ▲ 30,000

クラブ 円× 43 チーム 630,000 645,000 15,000

女子 円× 5 チーム 60,000 75,000 15,000 ｃ 委員会強化費

新規加盟 円×　　　７6 チーム 0 18,000 18,000 【県協会】 740,000 740,000 0

４．個人会費収入 【県協会】 委員会強化費 150,000 150,000 0

11,700,000 10,495,500 ▲ 1,204,500 【関東協会】 東日本都道県大会費 200,000 871,200 671,200

1,246,000 1,246,000 ｄ 委員会大会運営費

５．大会参加費 【県協会】 80,000 128,200 48,200

Ｒ／Ｓ 450,000 361,000 ▲ 89,000 【県協会】 2,906,000 3,070,000 164,000

中学 200,000 199,000 ▲ 1,000 【関東協会】 0 1,310,220 1,310,220

高校 750,000 854,000 104,000 ｅ レフリー強化事業費

大学 0 0 0 【県協会】 200,000 200,000 0

社会人 450,000 425,000 ▲ 25,000 ｆ 底辺拡大事業費

クラブ 1,000,000 1,175,000 175,000 【県協会】 タグ、女子、高校少人数制 600,000 776,593 176,593

女子 0 0 0 【日本協会】 100,000 85,350 ▲ 14,650

７人制 56000 56,000 0 100,000 453,770 353,770

６．業務委託料 500,000 500,000 0

個人登録事務委託費 150,000 128,450 ▲ 21,550 ｇ

７．補助金収入 1,000,000 938,708 ▲ 61,292

（県体協） 国体強化費 1,330,000 1,330,000 0 ２．機関誌代

（県体協） 国体旅費・
健康診断料 1,300,000 3,783,640 2,483,640 冊×２，７００円 405,000 426,600 21,600

（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（中学、ＲＳを除く)

（日本協会） 50,000 50,000 0 チーム×１，０００円 140,000 133,000 ▲ 7,000

（日本協会） 100,000 453,770 353,770 ４．個人会費

（関東協会） 200,000 852,280 652,280 6,500,000 6,483,000 ▲ 17,000

（関東協会） タグラグビー講習会費 50,000 0 ▲ 50,000 2,600,000 2,619,500 19,500

（関東協会） 少人数制大会費 0 200,000 200,000 ５．県体協分担金

（全国共済） 500,000 500,000 0 135,000 135,000 0

（関東協会） 0 986,865 986,865 ６．運営経費

（関東協会） 0 265,934 265,934 会議費 70,000 51,834 ▲ 18,166

（関東協会） 0 57,421 57,421 旅費交通費 500,000 336,120 ▲ 163,880

【県体協】 0 896,800 896,800 通信費 300,000 301,795 1,795

８．その他 水道光熱費 130,000 124,299 ▲ 5,701

受取利息 20,000 10,591 ▲ 9,409 家　賃 1,100,000 1,088,640 ▲ 11,360

前売入場券手数料 600,000 445,724 ▲ 154,276 人件費 1,020,000 1,000,000 ▲ 20,000

雑収入 900,000 888,872 ▲ 11,128 消耗品費 300,000 300,237 237

慶弔費 500,000 684,827 184,827

前年度繰越金 県協会ラグビー神奈川４５号制作費 0 0 0

収入合計 事業委員会ラグビー神奈川４５号制作費 0 0 0

雑　費 500,000 733,089 233,089

７．その他

受取利息基金定期への振り替え 20,000 10,424 ▲ 9,576

広告占用料 0 0 0

次期繰越金

支出合計

1,815,713

9,102,5009,100,000

4,620,841

135,000 135,000

2,986,000

200,000

938,708

▲ 7,000

405,000 426,600

200,000

140,000 133,000

4,508,420

28,366,663

1,520,000 1,345,187

2,160,663 2,160,663

33,702,454 5,335,791

6,028,481

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

671,2001,090,000

タグ、安全講習会費

3,380,440

1,300,000

4,630,000

5,010,000 10,856,710

安全推進講習会

150

5,846,710

1,948,0001,920,000

第６９回国体ブロック大会費

神奈川県タグラグビー大会

タグサントリーカップ全国大会費

１６９チーム

128,450

3,070,000

15,000

東日本クラブトーナメント大会費

19,214,481

▲ 70,774

41,500

1,980,0001,980,000

13,186,000

8,010,440

▲ 477,282

28,000

1,761,200

平成２６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

26年度予算額 26年度決算額 比較増減（▲）

　収入の部 　支出の部

科    目 26年度決算額 科     目比較増減（▲）

1,929,226 国体強化費

26年度予算額

1,000,000 522,718

2,000,000

20,000 10,424

1,000,000

960,663 59,608

28,366,663 33,702,454

【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

4,420,000

５００円ｘ５，１３７名

高校生以上2,000円

164,0002,906,000

11,741,50011,700,000

委員会費

三ッ沢高校決勝、県セブンス

大学公式戦無料試合大会費

200,841

150,000

3,000

5,000

5,000

10,000

15,000

15,000

15,000

2,500

0

中学生以下　500円

▲ 21,550

東日本都道県大会費

トップイースト無料試合大会費

５００円ｘ５，１４２名

無料試合大会費

【全国共済】

予備費

▲ 9,576

▲ 901,055

5,335,791

▲ 174,813

0

1,522,420

0

515,713

▲ 61,292

21,600
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収　　　　　　入
２６年度
予算

２６年度
決算

支　　　　　　出
２６年度
予算

２６年度
決算

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

前期繰越金 2,679,758 2,679,758  リーフレット作成費 200,000 162,000

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

ラグビー神奈川広告協賛金 900,000 938,500 ラグビー神奈川制作印刷費 900,000 869,400

サポートメンバーズクラブ賛助会費 600,000 438,090 ラグビーフェスティバル運営費 200,000 369,194

帽子、キーホルダー販売、他 10,000 7,000
 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 500,000 0  新支部立上げ補助金 100,000 0

販促品販売Ｔシャツ、ポロシャツ 300,000 111,000  ラグビー普及活動費 100,000 197,148

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）

70,000 2,916

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

ミッドサマーミーティング会費 107,500 サポートメンバーズクラブ発送費 30,000 40,836

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 0

サポートメンバーズクラブ賛助会費 600,000 438,090

 雑収入 10,000 1,000 県協会ホームページ充実促進費 150,000 150,000

 利　息 200 251 太陽生命女子セブンス経費 332,324

ミッドサマーミーティング経費 356,668

みなとみらいグランドキャンセル料 190,500

ラグビー神奈川諸経費（広報） 50,045

収　入　総　合　計（Ａ＋Ｂ） 5,029,958 4,313,099 総　支　出　合　計（Ａ＋Ｂ） 3,000,000 3,289,121

２５年度 ２６年度

次　期　繰　越　金 2,679,758 1,023,978

特別会計　事業委員会決算報告

（平成２６年度　２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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会　　長 　　　丹治　　明 （新任）

1 三浦　幸宏　 20 伊藤　敦

2 角田　　誠 21 渡邉　信博　

3 野瀬　　隆 22 武田小三郎 

4 蜂谷　将史　 23 石見　昭三　

5 佐藤　武司　 （新任） 24 中川　幸人　

6 高森　草平 25 佐藤美智治 （新任）

7 山部　典昭　 26 藤巻　信生

8 松藤　義昭　 27 富野　永和

9 中村　喜久 28 遠藤　　浩　

10 勝又　 修　　 29 駒井　隆一　

11 康乗　克之 30 今井　隆友　 （新任）

12 岩田　嘉純　 31 駒村　吉則　 （新任）

13 池原　伸弘　 32 廣野聡一郎　 （新任）

14 長井　　勉 33 山藤　哲郎　 （新任）

15 板井　良太　 （新任） 34 牧野　義之 （新任）

16 青木　雅仁 35 鈴木　勝行 （新任）

17 結城　大輔 （新任） 36 高山　由一　

18 井出　郁夫　 37 栗林　秀貴　

19 金津　文貴　

  監事 山口　重之 （新任）

  監事 五十嵐　恒夫 （新任）

※任期途中の改選につき、任期については今年度1年限りとする。

　　理　事　改　選（案）　（２７～２８年度）　

　　役　　員　　人　　事　(案）（２７年度）
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１.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46号の作成、配布
２.委員会 　・各試合における、広告活動、取材、写真撮影等

（1）事業委員会 　・2019RWCUP試合及びキャンプ招致活動支援

　・ラグビーフェスティバル開催（5月5日） 　・県協会ホームページ管理及びメンテナンス

　・サポートメンバーズクラブ運営企画 　・TLポスター作製、CM企画、マッチサマリー作成

　・春季有料試合等の企画開催 （9）支部委員会
　・三ツ沢会場で「優しさにトライ献血」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(６月) 　・支部委員会開催(5回)
　・２０１９年Ｗ杯に向けた活動展開 　・新支部立上活動、支援
　・女子委員会、７人制ラグビー支援と活動展開   ・第13回県支部長杯争奪セブン大会(3月)

　・その他 　・有料試合ﾁｹｯﾄ販売協力及び入場増員支援

（2）医務委員会 　・県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加及び支援
　・安全推進講習会開催(3回) 　・支部ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ交流大会
　・ラグビーフェスティバル参加 　・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

　・国体参加選手検診実施 （10）普及育成委員会
　・関東協会医師派遣委員会 　☆タグラグビー担当
　・関東協会メディカル医務委員長会議 　・委員会開催(6回)
　・関東協会メディカル総会 　・神奈川県タグラグビー大会開催(2回)
　・新年会参加  　・神奈川県シニアタグラグビー大会開催(1回)
　・全国安全推進講習会関東協会伝達講習会参加　(1/20) 　・第12回全国小学生タグラグビー選手権大会県予選

　・マッチドクター派遣 　・同　南関東大会及び決勝大会　開催支援
（3）安全対策委員会 　・タグレフリー研修会開催（2回）
　・平成２7年度安全推進講習会開催（3回) 　・タグラグビー練習会開催（4回）
　・平成２7年度セーフティーアシスタント認定講習会開催（2回予定) 　・タグラグビーティーチャー研修会開催（1回）
（４）レフリー委員会 　・タグラグビーエデュケーター講習会支援及び派遣
　・県内各種試合派遣担当(通年 県内各Ｇ) 　・各支部タグラグビー大会開催支援（通年）
　・Ｃ級レフリー認定講習会(３月　実技通年)  　・出前授業実施（通年・講師派遣・用具貸出し）
　・Ｂ級認定講習受講者強化・選抜（通年､講習会8月) 　☆ラグビースクール担当
　・ルール伝達講習会・春季研修会(７月） 　・評議委員会開催(9回)
　・夏季強化研修合宿（８月　長野） 　・部会開催(Jr・競技・コーチ・レフリー・事業・安全対策・広報）

　・レフリーコーチ活動（春季・秋季 県内各Ｇ）　   ・春の交流大会開催
　・レフリー研修会(９月、３月　横浜他)   ・夏季指導者研修会開催
　・スタッフ会議(通年　横浜)   ・第６回全国中学生大会（水戸）
（5）コーチ委員会   ・秋の交流大会開催
　・新スタートコーチ取得講習会開催（５月,10月,２月）   ・秋季県大会開催(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐﾆ）
　・ブラッシュアップ研修会（6月,12月,3月）   ・第35回東日本大会出場(第２２回全国ジュニア大会)
　・指導者研修会（6月～7月,3月）   ・ジュニア東西対抗試合
　・安全推進講習会（4、5月3回）   ・冬季交流大運動会開催(横浜ｽﾀｼﾞｱﾑ)
（6）強化委員会   ・ジュニア新人戦開催
　・委員会開催（６回） 　・第６回神奈川県ミニラグビーファイナルカップ開催
　・国体関東ブロック大会強化（成年・少年） 　・Ｕ１５ジュニア大会(水戸)
　・国体強化(選手選考　強化　国体検診　女子７ｓ)   ・東北のラグビースクール活動を支援する募金活動
　・一貫指導体制推進ＰＪ(ジュニア強化) 　☆中学担当
　・中学－ＲＳ交流大会実施   ・第29回　県春季大会開催
　・全国ジュニアラグビー大会強化   ・第66回　関東中学校大会
　・ジュニア　東日本Ｕ１５大会強化   ・第17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

　・強化指導者研修会参加推進   ・第6回　　全国中学生大会
　・社会人、クラブ委員会強化支援   ・第33回　県秋季大会開催
　・普及育成委員会(中学)ｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ大会支援   ・第35回　東日本中学校大会
　・強化コーチ資格（JRFU、日体協）取得推進   ・中高一貫ＰＪ　中学･ｽｸｰﾙ交流大会
（7）競技委員会   ・第18回　新人大会開催
　・第３０回増田杯県７人制大会開催(中止) 　・第21回　全国ジュニア大会
　・競技委員会開催   ・第13回　東日本U15選抜大会
　・関係機関とのグランド利用調整 （11） 高校委員会

　・第６３回　関東大会県予選会開催
　・県高校総体７人制大会開催

平成２７年度　事業計画(案)
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　・第９５回　全国大会県予選会開催 　・指導者養成事業(指導者講習会の開催）
　・県新人大会開催 　・タグラグビー普及事業
　・第１６回　全国高校選抜大会 　・体育協会タグラグビー教室後援
　・第６３回　関東高校大会 　・あつぎﾏﾗｿﾝ補助役員派遣
　・ｻﾆｯｸｽ2015ﾜｰﾙﾄﾞﾕｰｽ交流大会 　・関東協会・県協会各種大会Ｇ提供
　・ｱｼｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ2015第２回全国高校７人制 　・厚木市スポーツ人の集い運営役員派遣
　・第１１回全国高校合同チーム大会 　2）海老名市協会
　　及び全国高校女子７人制大会 　・理事会(6回)
　・第７０回　国体関東ブロック大会 　・総会開催(3月)
　・第７０回　国体(全神奈川派遣予定) 　・ルール伝達講習会･指導者研修
　・第９５回　全国高校大会 　・第４回海老名市ガールズラグビーフェスティバル
　・第１６回　関東高校新人大会 　・公式戦誘致事業
　・第１６回　関東高校都県対抗戦 　・マスターズ大会
（12）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(タグ教室)
　・第３０回　増田杯中止の為不参加 　・社会人大会、クラブ大会
　・第６６回　全国地区対抗県予選大会(対象チーム参加) 　・市総体
　・大学委員会開催 　・Ｊｒ育成事業（中学部活）
（13）クラブ委員会 　・タグラグビー海老名カップ(相鉄カップ)
　・クラブ委員会開催(8回予定) 　・中野グランド整備
　・代表者会議開催(2回） 　3）鎌倉市協会
　・第56回神奈川県クラブ選手権開催（3月～7月） 　・総会開催
　・ＹＣＡＣセブンス参加　神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ 　・理事会開催
　・東日本クラブ選手権（9月～11月神奈川から3チーム参加予定）　・ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ普及活動
　・クラブトップリーグ（9月～11月、神奈川から5チーム参加予定） 　・技術・救命救急講習会
　・秋季クラブ選手権開催（9月～12月） 　・第12回鎌倉市小学生ﾀｸﾞ･ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会
　・クラブ日本選手権（12月～3月） 　・第24回鎌倉市7人制大会
  ・第4回ゴールドラガー大会（3月21日） 　・国際交流
（14）社会人委員会  4）川崎市協会
　・春季社会人リーグ戦、トーナメント戦,開催 　・ラグビースクール開校
　・神奈川県社会人選手権大会開催 　・市協会理事会
　・春季社会人７人制大会開催 　・指導者研修総会
　・社会人会長杯大会開催   ・春季市民大会
　・ルール伝達講習会、T/J講習会開催 　・スクール交流大会
　・総会開催   ・体育の日記念事業
　・社会人合同練習会   ・秋季市民大会
　・レフリー研修会   ・高校7人制大会
　・ｽﾀｯﾌ会議開催   ・指導者研修会
　・有料試合支援 　・タグラグビー大会
（15）女子委員会 　・かわさきスポーツ人の集い
　・女子委員会開催 　・県支部長杯争奪セブン大会
　・高校生、全国選抜女子セブンズ大会出場  5）相模原市協会
　・女子強化練習会開催（中学・高校・一般） 　 ・理事会(４回開催)
　・女子一般チーム県リーグ戦創設    ・総会開催(5月31日)
　・国体神奈川選抜チーム結成（高校・一般）    ・相模原ＲＳ開校（4月～3月)
　・第４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）    ・さがみ・津久井ＲＳ開校(4月～3月)
　・第７回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（高校・一般）    ・さがみ・南ＲＳ開校(4月～3月)
　・第８回横浜市女子ｾﾌﾞﾝｽﾞ大会（中学・高校・一般）    ・タグラグビー、キッズ出前授業(小学校、幼稚園等65回)

　・ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ女子練習会開催 　 ・市民若葉まつり　パレード参加(5/10)
　・女子セブンズ・グランプリ大会（保土ケ谷、YCAC） 　 ・スポーツふれあい交流　開催
（16）支部協会 　　（福島県小学生チーム園生5/16～5/17)
　1）厚木市協会    ・相模原親子ラグビー教室開催（12回　4月～1月)　
　・理事会(4回) 　　－日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業
　・総会開催(5月) 　 ・放課後練習会開催（4月～3月）
　・厚木市競技別選手権兼第21回市民大会 　　－競技力向上事業（市内ＲＳ生対象）
　・第4回あつぎラグビーフェスタ 　 ・ラグビー指導者講習会開催（2回　4月～8月）
　・第20・21回厚木マスターズ大会    ・相模原マスターズ教室開催（5回　5月～2月)　
　・第18回新春タグラグビー大会 　 ・東海大相模高校ラグビーフェスタ開催（6/21）
　・指導者講習会開催 　 ・第7回さがみはらスポーツフェスタ参加（10/1２）
　・選手強化事業(技術講習会)    ・第7回相模原タグラグビー大会開催（11/3)　
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　　 －日本スポーツ振興センターくじ（toto）助成事業   ・第2回大和市タグ大会開催（1月）
   ・関東協会大学公式戦開催支援（2回　11/7,28)　 　・指導者講習会（２月）
　 ・ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞｲｰｽﾄ公式戦開催支援(2回　11/7,28） 　・タグラグビー出前事業（随時）
　 ・高校県大会準決勝開催支援（相模原ギオンスタジアム11/8）   11）茅ヶ崎市協会
　 ・大学選手権開催支援(1回　12/20） 　 ・茅ヶ崎市体育協会理事会(3回開催)
　 ・第4回二都県ミニラグビーＲＳ交流大会開催（1/24）　　  　・湘南祭フリーマーケット参加(4月) 
　 ・第16回市長杯争奪相模原セブンズ開催（3/6）　　 　 ・ビーチラグビー大会＆地引網(6月) 
　 ・第6回松澤杯相模原高校セブンズ開催（3/20）　　 　 ・ミニラグビー出前授業開催(中・小・幼)
　6）秦野市協会 　 ・市民開放デー
　・協会総会 　 ・高南駅伝走路員派遣
  ・ラグビースクール開校 　 ・茅ヶ崎市体育協会理事会　（6回）
  ・市体育協会総会 　 ・茅ヶ崎市スポーツ人のつどい役員派遣（４名）
  ・市スポーツ振興財団評議会
  ・東海大学丹沢ラグビー祭 ３.平成２７年度春季有料試合(神奈川県協会主管)
  ・菅平合宿･研修会 　関東大学春季大会・定期戦・交流試合
　・タグラグビー体験教室 　・５月　９日（土）　明治大学VS流通経済大学 
  ・秦野丹沢ラグビー祭 　・６月２７日（土）　関東学院大学VS東海大学　(新人戦)

　7）藤沢市協会　 　・６月２７日（土）　関東学院大学VS関西学院大学
　・常任理事会(5回)開催 　※会場はニッパツ三ッ沢球技場
　・理事会(5回)開催
　・総会開催(5月17日) ４.平成２７年度秋季公式戦(神奈川県協会主管)
　・シニア交流試合(春・秋)秋葉台球技場 　・トップリーグ　　
　・市中学・高校交流試合 　・トップイースト　
　・第３４回市ラグビーフェスティバル開催（６月） 　・関東大学　　
　・第３５回市民大会開催（９月） 　※ニッパツ三ツ沢球技場（有料）
　・ジュニア交流試合（６月・９月） 　　秋葉台公園球技場（無料）
　・社会人7人制大会開催（２月） 　　海老名運動公園陸上競技場（無料）
　・新年会開催（１月） 　　相模原ギオンスタジアム（無料、大学選手権有料）
　・指導者講習会開催（２月） 　　厚木市荻野運動公園競技場（無料）
　・タグラグビー講習会開催等（７月・９月・１０月）
　・関東大学ラグビー試合（９月）秋葉台球技場
　・トップイースト試合（１０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）
　・女子セブンズ大会（中・高・一般）
　・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(親子＆シニア、タカナシカップ）
　・横浜市民大会　成人の部　
  10）大和市協会
　・理事会５回開催
　・「初心者タグラグビー教室」通年
　・指導者講習会（５月）
　・第８回「大和市ラグビーフェスィバル」開催（７月）
　・第８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３０回増田杯県７人制大会　（中止） 競技
第９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４回関東大学春季大会　明治大学VS流通経済大学 5月9日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
神奈川チェンジ＆チャレンジフレッシュマン大会　関東学院大学VS東海大学 6月27日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業

県 神奈川チェンジ＆チャレンジ大学定期戦　関東学院大学VS関西学院大学 6月27日 ニッパツ三ツ沢球技場 事業
第１３回支部対抗セブンズ大会 3月 未定 支部
第32回・第33回　県タグラグビー大会 10月・1月 開成水辺公園・横浜スタジアム 普及育成（タグ）

第5回　県シニアタグラグビー大会 3月 未定 普及育成（タグ）

第12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・12月 保土ヶ谷Ｇ、他 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６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29回県春季大会 4～5月 保土ケ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第33回県秋季大会 9～10月 保土ケ谷Ｇほか 普及育成（中学）

事 第18回県新人大会 11～2月 保土ケ谷Ｇほか 普及育成（中学）

第63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2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95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 高校
第６６回全国地区対抗県予選 9月 未定 大学

業 第５８回神奈川県クラブ選手権 3～7月 保土ヶ谷Ｇほか クラブ
第４回ゴールドラガー大会 3月21日 保土ヶ谷Ｇ クラブ
秋季クラブ選手権大会 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68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33回社会人会長杯大会（15人制・７人制） 9～1月 保土ヶ谷Ｇほか 社会人
第12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35回東日本ＲＳ中学生大会 11月 未定 普及育成（RS）

第66回関東中学校大会 6月6,7,15日 熊谷ラグビー場 普及育成（中学）

第17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35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13回東日本Ｕ15選抜大会 3月 茨城県 普及育成（中学）

第63回関東高校大会 6月 東京都江戸川陸上・臨海球技場他 高校
第16回関東高校新人大会 2月 神奈川県 高校
第16回関東高校都県対抗戦 2月 神奈川県 高校

東 関東地区ラグビー少人数制大会 ３月 未定 高校
関東大学リーグ・対抗戦 9～12月 秩父宮ほか 大学
第66回全国地区対抗大学関東予選 11月 未定 大学
第70回国体関東ブロック大会 8月 埼玉県 成年・少年
トップイーストリーグ 9～12月 秩父宮ほか 社会人

事 第２５回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 YC&AC他 クラブ
第４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・海老名市協会

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

業 第７回横浜市女子セブンズ大会 11月 海の公園なぎさ 女子・横浜市協会

第９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８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・横浜市協会

第６回関東地区セブンズ大会 2月 熊谷 女子
太陽生命ウイメンズセブンズ第1戦（保土ヶ谷大会） 4月18・19日 保土ヶ谷Ｇ 事業・女子
太陽生命ウイメンズセブンズ第4戦（横浜大会） 7月25・26日 YC&ACグランド 事業・女子
第６回全国中学生大会 9月20,21,22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２０１5第2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１１回全国高校合同チーム大会及び第5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９５回全国高校大会 12～1月 花園 高校

国 第１６回全国高校選抜大会 4月 熊谷 高校
第５２回全国大学選手権 12～1月 秩父宮・花園他 大学
第２３回全国クラブ選手権 1～3月 未定 クラブ

事 トップリーグ 11～1月 秩父宮・花園ほか 社会人
第７０回国民体育大会 9月 和歌山県 成年・少年
第１２回全国小学生タグラグビー選手権大会決勝大会 3月 未定 普及育成（タグ）

業 第５３回日本選手権大会 2～3月 秩父宮・花園他 社会人他

第４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２７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 522,718 100,000 ▲ 422,718 ａ 国体競技力向上費

２．試合運営受託料 （県協会） 2,000,000 1,600,000 ▲ 400,000

秋季公式戦・他 1,929,226 1,900,000 ▲ 29,226 （県体協） 国体強化費 1,330,000 2,130,000 800,000

３．会費収入 （県体協） 3,783,640 1,300,000 ▲ 2,483,640

Ｒ／Ｓ 95,000 95,000 0 （県体協） 896,800 0 ▲ 896,800

中学 85,000 85,000 0 ｂ ジュニア選手強化費

高校 490,000 500,000 10,000 （県協会） 500,000 400,000 ▲ 100,000

大学 210,000 210,000 0 （県体協） 1,480,000 1,480,000 0

社会人 330,000 330,000 0 ｃ 委員会強化費

クラブ 645,000 660,000 15,000 （県協会） 740,000 606,000 ▲ 134,000

女子 75,000 75,000 0 （県協会） 150000 120,000 ▲ 30,000

新規加盟 18000 9000 ▲ 9,000 (関東協会） 871,200 300,000 ▲ 571,200

４．個人会費収入 ｄ 委員会大会運営費

10,495,500 10,750,000 254,500 （県協会） 128,200 30,000 ▲ 98,200

1,246,000 1,250,000 4,000 （県協会） 大会参加費 3,070,000 3,125,000 55,000

５．大会参加費 (関東協会） 無料試合大会費 1,310,220 0 ▲ 1,310,220

Ｒ／Ｓ 361,000 400,000 39,000 ｅ レフリー強化事業費

中学 199,000 200,000 1,000 （県協会） 200,000 160,000 ▲ 40,000

高校 854,000 900,000 46,000 ｆ 底辺拡大事業費

大学 0 0 0 776,593 480,000 ▲ 296,593

社会人 425,000 425,000 0 453,770 100,000 ▲ 353,770

クラブ 1,175,000 1,200,000 25,000 85,350 100,000 14,650

女子 0 0 0 500,000 0 ▲ 500,000

７人制 56000 0 ▲ 56,000 g 予備費

６．業務委託料 938,708 550,000 ▲ 388,708

個人登録事務委託費 128,450 150,000 21,550 ２．機関誌代

0 冊×2,700円 426,600 405,000 ▲ 21,600

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 1,330,000 2,130,000 800,000 チーム×1,000円 133,000 135,000 2,000

（県体協） 国体旅費・
健康診断料 3,783,640 1,300,000 ▲ 2,483,640 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 6,483,000 6,500,000 17,000

（日本協会） 50,000 50,000 0 関東協会 2,619,500 2,650,000 30,500

（日本協会） 453,770 100,000 ▲ 353,770 ５．県体協分担金

（関東協会） 852,280 300,000 ▲ 552,280 135,000 135,000 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４６号 200,000 0 ▲ 200,000 会議費 51,834 50,000 ▲ 1,834

（全国共済） 500,000 0 ▲ 500,000 旅費交通費 336,120 300,000 ▲ 36,120

（関東協会） 986,865 0 ▲ 986,865 通信費 301,795 300,000 ▲ 1,795

（関東協会） 265,934 0 ▲ 265,934 水道光熱費 124,299 120,000 ▲ 4,299

（関東協会） 57,421 0 ▲ 57,421 家　賃 1,088,640 1,088,640 0

（県体協） 896,800 0 ▲ 896,800 人件費 1,000,000 1,000,000 0

８．その他 消耗品費 300,237 250,000 ▲ 50,237

受取利息 10,591 10,000 ▲ 591 慶弔費 684,827 450,000 ▲ 234,827

前売入場券手数料 445,724 700,000 254,276 (県協会)    【ラグビー神奈川４３号】ラグビー神奈川４６号 0 0 0

雑収入 888,872 1,000,000 111,128 事業委員会　ラグビー神奈川４６号 0 0 0

0 雑　費 733,089 503,968 ▲ 229,121

 前年度繰越金

 収入合計 ７．その他

受取利息振替 10,424 10,000 ▲ 424

広告占用料 0

　次期繰越金

  支出合計

3,125,000 55,000

150

タグ、安全講習会費

国体強化費

国体旅費・
健康診断料

第７０回国体
ブロック大会費

16,000

委員会費

（日本協会）

▲ 19,60859,608 40,000

タグ・女子・少人数

タグサントリーカップ全
国大会費

33,702,454 26,418,608 ▲ 7,283,846

4,062,608

135,000

▲ 42410,00010,424

4,620,841

▲ 388,708

▲ 558,233

0135,000

2,000

47,5009,150,0009,102,500

▲ 735,200

▲ 1,135,713

1,026,000

135,000

1,815,713

1,761,200

神奈川県タグラグビー大
会

委員会強化費

東日本都道県大会費

三ッ沢高校決勝
県セブンス

▲ 21,600405,000

938,708

522,718 100,000 ▲ 422,718

1,980,000

1,900,000 ▲ 29,226

1,948,000

1,929,226

1,964,000

平成２７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 ２６年度決算額 ２７年度予算額 比較増減（▲） 科     目 ２６年度決算額 比較増減（▲）

19,214,481 12,481,000

1,880,000

▲ 2,980,440

▲ 100,000

▲ 6,733,481

２７年度予算額

8,010,440 5,030,000

11,741,500

10,856,710

150,000

（関東協会）

（全国共済）

5,410,000

12,000,000 258,500

3,070,000

（県協会）

1,710,000

33,702,454

2,160,663

1,345,187

128,450

426,600

135

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７０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

東日本都道県大会費

大学公式戦無料試合大会費

安全推進講習会

▲ 5,446,710

26,418,608 ▲ 7,283,846

▲ 2,101,055

364,813

59,608

１５，０００円×４３チーム

１５，０００円×５チーム

　３０００円

160,000

680,000

▲ 40,000

4,508,420

200,000

3,155,000 ▲ 1,353,420

高校生以上：２，０００円

中学生以下：５００円

21,550

550,000

133,000

５，０００円×１９チーム

５，０００円×１７チーム

１０，０００円×４９チーム

１５，０００円×１４チーム

１５，０００円×２２チーム
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収　　　　　　入
２６年度

決算
２７年度

予算
支　　　　　　出

２６年度
決算

２７年度
予算

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

前期繰越金 2,679,758 1,023,978  リーフレット作成費 162,000 0

事業委員会基金より 0 0 三ッ沢有料試合広告協賛金 0 300,000

ラグビー神奈川広告協賛金 938,500 950,000 ラグビー神奈川制作印刷費 869,400 900,000

サポートメンバーズクラブ賛助会費 438,090 450,000 ラグビーフェスティバル運営費 369,194 300,000

帽子、キーホルダー販売、他 7,000 5,000
 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 0 300,000  新支部立上げ補助金 0 100,000

販促品販売Ｔシャツ、ポロシャツ 111,000 100,000  ラグビー普及活動費 197,148 130,000

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）

2,916 25,230

ミッドサマーミーティング会費 107,500 0

サポートメンバーズクラブ発送費 40,836 45,000

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 30,000

サポートメンバーズクラブ賛助会費 438,090 450,000

 雑収入 1,000 1,000 県協会ホームページ充実促進費 150,000 100,000

 利　息 251 252 太陽生命女子セブンス大会経費 332,324 300,000

ミッドサマーミーティング経費 356,668 0

みなとみらいグランドキャンセル料 190,500 0

ラグビー神奈川諸経費（広報） 50,045 50,000

4,313,099 2,860,230 3,289,121 2,860,230

２６年度 ２７年度

次　期　繰　越　金 1,023,978 0

特別会計　事業委員会予算案

平成２７年度３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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基　　金

１．三井住友銀行 定期預金 13,513,147 円

２．みずほ銀行 定期預金 10,135,175 円

３．横浜銀行 定期預金 10,009,585 円

４．三菱東京ＵＦＪ銀行 定期預金 18,670,962 円

合　　　計 52,328,869 円

取崩理由

　本年３月に２０１９RWC開催が決定しました。本大会開催に向けて様々な準備が必要

とされます。それに対応する財源は、一般会計からは現実的に無理があり、基金を取り

崩しその対応を図りたいと理事会で協議し決定いたしました。使途の詳細については、

今後担当委員会が協議し理事会に提案検討していきたいと考えています。

取崩預金

今年度は、横浜銀行定期預金（10,009,585円)を取崩し普通預金に振替します。

平成２７年度基金取崩し案
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