
平成３１（令和元）年度新座体育協会役員名簿 

平成３１年度の新座地区体協総会が４月11日にコミュニティーセンターで開催されました。

役員人事と事業計画、予算等が承認され、平成３１（令和元）年度の活動がスタートいたしました。

会 長（市スポ協理事）波形 和弘 （三和町）

副会長 樋熊 一茂 （2区）

村山 豊和 （2区）

越井 範行 （3区）

理事長 庭野 秀幸 （2区）

副理事長 村山 浩 （7-1）

金高 光春 （1区）

越井 洋介 （3区）

嶋倉 武文 （3区）

大島 仁 （4-2区）

女性理事 桑原 美雪 （1区）

小林 夏子 （3区）

事務局（全般） 根津 具隆 （1区）

（広報） 関田 修 （2区）

（会計） 高橋 洋一 （4-1区）

監 事 高橋 渉 （1区）

徳永 真二 （4-1区）

顧 問 中嶋 昭夫 （3区）新座地区振興会長

庭野 政義 （7-1）七和地区振興会長 市議

桑原 英樹 （4-1区）前会長

※ ◎印は各区代表理事

理 事 振興会 樋熊 敏明 （2区）

新座野球・ソフト 小海 正志 （4-2区）

7丁目野球 庭野 康 （三和町）

ソフトテニス 大久保 強 （1区）

マラソン 越村 政巳 （2区）

バドミントン 越村 靖 （2区）

卓 球 中島 茂 （2区）

少年野球（E-Rex） 金高 光春 （1区）

ゲートボールクラブ阿部徳太郎 （4-2区）

１ 区 ◎小川 幸男 （1区）

小林 幸雄 （1区）

２ 区 ◎村山 明徳 （2区）

佐藤 和宏 （2区）

３ 区 ◎本間 久雄 （3区）

庭野 賢和 （3区）

４ 区 ◎羽鳥 幸治 （4-2区）

村山 成明 （4-1区）

７－１ ◎池田 健作 （7-1）

７－２ ◎高橋 和幸 （7-2）

三和町 ◎村山 匡 （三和町）交代新任

山賀 輝雄 （三和町）交代新任

しんざ地区
新座・本町７・三和町

だより No.３９
令和元年６月１０日

十日町市新座地区体育協会



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 ¥310,157 ¥310,157 ¥0

第１区 ¥47,176 第２区 ¥40,000

第３区 ¥40,000 第４区 ¥65,000

本町７ ¥52,750 三和町 ¥21,000

新座地区振興会 ¥60,000 七和地区振興会 ¥40,000

スポーツ協会活動分配金 ¥40,000 十日町地域振興連合会 ¥80,000

スポーツ協会事業補助金 ¥50,000

諸収入 ¥2 ¥2 ¥0 預金利息 ¥2

合計 ¥807,159 ¥846,085 ¥38,926

【支出の部】

項目 予算額 決算額

クリーン作戦 ¥5,740 救急法講習会 ¥2,200

公民館祭り ¥5,940 親善ソフト　バレーボール大会 ¥14,000

春季スポフェス　ソフトボール ¥51,021 秋季スポフェス
　ソフトバレーボール ¥77,369

ラジオ体操講習会 ¥3,000 親善ソフトボール大会 ¥18,000

卓球クラブ ¥7,500 ソフト野球クラブ ¥15,000

テニスクラブ ¥15,000 新座叡新会ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ ¥15,000

マラソンクラブ ¥15,000 七丁目野球クラブ ¥15,000

親善ソフトバレーボール大会 ¥6,500 親善ソフトボール大会 ¥6,500

市長杯野球（七和） ¥6,500 親善ソフトテニス大会 ¥6,000

市長杯野球（新座） ¥6,500 野球市長杯提出用ボール代 ¥6,830

親善バトミントン大会 ¥3,250 親善バト提出用シャトル代 ¥2,350

地区体協打合会 ¥15,000 体協だより ¥10,363

理事会 ¥5,000 新座体協役員会 ¥29,068

十日町市スポーツ協会体育祭 ¥25,000 十日町市スポーツ協会新年会 ¥20,000

事務用品 ¥1,994 雪祭り陣中見舞い ¥7,600

事務会計活動費 ¥20,000 印刷費 ¥8,800

会議費 ¥35,000 ¥24,599 ▲ ¥10,401 監査会 ¥8,100 総会 ¥16,499

分担金 ¥6,000 ¥6,108 ¥108 十日町市スポーツ協会 ¥6,108

育成費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 Ｅ－Ｒｅｘ ¥30,000

奨励費 ¥25,000 ¥25,000 ¥0 表彰盾 ¥25,000

予備費 ¥291,159 ¥0 ▲ ¥291,159

合計 ¥807,159 ¥532,732 ▲ ¥274,427

¥846,085 （収入合計） - ¥532,732 （支出合計）　　　＝ ¥313,353 （次年度繰越金）

監事

監事

平成30年度新座地区体育協会決算報告書（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

増減（▲は減） 適　　　　　　用

後援会費 ¥270,000 ¥265,926 ▲ ¥4,074

補助金 ¥227,000 ¥270,000 ¥43,000

大会参加費 ¥38,500 ¥44,430 ¥5,930

補助金 ¥82,500 ¥82,500 ¥0

平成　３１年　４月　２日
　　　　高橋　　渉　　　　　㊞　

　　　　徳永　真二　　　　　㊞　

事務局費 ¥140,000 ¥142,825 ¥2,825

上記監査の結果、帳票・帳簿ともに正確であると認めます。

増減（▲は減） 適　　　　　　用

事業費 ¥159,000 ¥177,270 ¥18,270

平成３０年度 新座地区体協 事業報告書

平成３０年 ４月１１日 平成３０年度新座体協総会

４月２９日 クリーン作戦参加（十日町市主催）

５月 １日 第１回執行部会

年間活動計画決定

５月１３日 新座体協春季クリーン大作戦

５月１６日 地区体協打ち合わせ会（中里地区 林屋旅館）

５月１８日 第１回理事会

平成３０年度新座体協の活動方針について

平成３０年度活動細部計画・役割分担について

第４０回新雪ジョギングマラソン大会計画（実行委員会準備）について

第９回市民ラジオ体操について

クリーン大作戦・救急法講習会計画について

第１３回春季新座地区民レクリエーションフェスティバル計画について

５月２７日 第１３回春季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ソフトボール大会 十日町中学校 グランド

６月 １日 救急法講習会 新座コミュニティーセンター

６月１０日 体協だより３８号発行

６月１７日 城山グリーンウォーク

地区体育協会対抗親善ソフトバレーボール大会 十日町総合体育館

７月 １日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会 河川敷野球場

地区体育協会対抗親善ソフトテニス大会 河川敷テニスコート

７月２５日 ラジオ体操教室 新座地区

７月２６日 ラジオ体操教室 七和地区

８月 １日 第９回市民ラジオ体操

９月２０日 第２回執行部会

１０月 ８日 第１４回市民スポーツ大会

第１４回十日町市体育祭

１０月１０日 第２回理事会

第４０回記念大会 新雪ジョギングマラソン大会計画について

第１３回新座地区民レクリエーションフェスティバル計画について

クリーン大作戦・タイアップ行事計画について

１０月１４日 新座体協秋季クリーン大作戦

１０月２１日 公民館まつりタイアップ行事 スポーツ吹き矢・グランドゴルフ

１１月２５日 第１３回秋季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ソフトバレーボール大会 十日町中学校 体育館

１２月 ２日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会 松代総合体育館

平成３１年 １月 ２日 第４０回記念大会 新雪ジョギングマラソン大会 十日町中学校 体育館

１月１８日 十日町市体育協会新年会

１月２０日 第４０回記念大会 新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

２月 ４日 第３回執行部会

３月１８日 第３回理事会

２０１９年度総会の議案について

４月 ２日 会計監査



【収入の部】

項目 予算額 決算額

繰越金 ¥313,353 ¥310,157 ¥3,196

第１区 第２区

第３区 第４区

本町７ 三和町

新座地区振興会 ¥60,000 七和地区振興会 ¥40,000

市体協活動分配金 ¥40,000 十日町地域振興連合会
スポーツフェステバル補助金 ¥80,000

諸収入 ¥2 ¥2 ¥0 預金利息

合計 ¥803,355 ¥846,085 ▲ ¥42,730

【支出の部】

項目 予算額 前年度決算額 増減（▲は減） 適　　　　　　用

事業費 ¥158,000 ¥177,270 ▲ ¥19,270 クリーン作戦 ¥6,000 救急法講習会 ¥3,000

公民館祭り ¥6,000 地区対抗親善球技大会 ¥20,000

フェステバルソフトボール大会 ¥50,000
フェステバルソフトバレー
ボール大会 ¥70,000

ラジオ体操講習会 ¥3,000

補助金 ¥75,000 ¥82,500 ▲ ¥7,500 卓球クラブ ¥7,500 新座ソフト野球クラブ ¥15,000

テニスクラブ ¥15,000 七丁目野球クラブ ¥15,000

マラソンクラブ ¥15,000 新座叡新会ゲートボール ¥7,500

大会参加費 ¥45,000 ¥44,430 ¥570 親善ソフトバレーボール大会 ¥6,500 親善ソフトボール大会 ¥6,500

市長杯野球（七和） ¥6,500 テニスクラブ ¥6,000

市長杯野球（新座） ¥6,500 親善バトミントン大会 ¥3,250

市長杯野球ボール代 ¥7,000 親善バトシャトル代 ¥2,750

事務局費 ¥136,000 ¥142,825 ▲ ¥6,825 地区体協打合会 ¥10,000 体協だより ¥12,000

市体協理事会 ¥5,000 新座体協役員会 ¥30,000

十日町市スポーツ協会体育祭 ¥25,000
十日町市スポーツ協会
新年会 ¥15,000

事務会計活動費 ¥20,000 雪祭り陣中見舞い ¥8,000

事務用品 ¥2,000 印刷費 ¥9,000

会議費 ¥30,000 ¥24,599 ¥5,401 監査会 ¥10,000 総会 ¥20,000

分担金 ¥6,108 ¥6,108 ¥0 十日町市スポーツ協会

育成費 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 Ｅ－Ｒｅｘ

奨励費 ¥25,000 ¥25,000 ¥0 表彰盾

予備費 ¥298,247 ¥0 ¥298,247

合計 ¥803,355 ¥532,732 ¥270,623

平成３１（令和元）年度新座地区体育協会予算書

増減（▲は減） 適　　　　　　用

後援会費 ¥270,000 ¥265,926 ¥4,074

補助金 ¥220,000 ¥270,000 ▲ ¥50,000

平成３１（令和元）年度 新座地区体協 事業計画書

平成３１年 ４月１４日 ２０１９度新座体協総会

４月２１日 振興会総会

４月２９日 クリーン作戦参加（十日町市主催）

令和元年 ５月 ８日 第１回執行部会

年間活動計画決定

５月１２日 新座体協春季クリーン大作戦

５月１６日 地区体協打ち合わせ会（松之山地区体育協会 雲海にて）

５月１７日 第１回理事会

令和元年度新座体協の活動方針について

令和元年度活動細部計画・役割分担について

第４１回新雪ジョギングマラソン大会計画（実行委員会準備）について

第４０回記念大会開催により祝賀会を開催（６月１６日）

第１１回市民ラジオ体操について（未定）

クリーン大作戦・救急法講習会計画について

第１４回春季新座地区民レクリエーションフェスティバル計画について

５月２６日 第１４回春季新座地区民レクリエーションフェスティバル

グランドゴルフ大会 十日町中学校 グラウンド

６月 ７日 救急法講習会 新座コミュニティーセンター

６月１０日 体協だより３９号発行

６月１６日 城山グリーンウォーク

地区体育協会対抗親善ソフトバレーボール大会 松代総合体育館

地区体育協会対抗親善ソフトテニス大会 河川敷テニスコート

７月 ７日 地区体育協会対抗親善ソフトボール大会 河川敷野球場

７月２５日 ラジオ体操教室 新座地区

７月２６日 ラジオ体操教室 七和地区

８月 １日 第１１回市民ラジオ体操（未定）

９月２０日 第２回執行部会

１０月 ６日 第１５回市民スポーツ大会

第１５回十日町市体育祭

１０月１１日 第２回理事会

第４１回大会 新雪ジョギングマラソン大会計画について

第１４回新座地区民レクリエーションフェスティバル計画について

クリーン大作戦・タイアップ行事計画について

１０月１３日 新座体協秋季クリーン大作戦

１０月２０日 公民館まつりタイアップ行事 スポーツ吹き矢・グランドゴルフ

１１月２４日 第１４回秋季新座地区民レクリエーションフェスティバル

ソフトバレーボール大会 十日町中学校体育館

１２月 １日 地区体育協会対抗親善バドミントン大会 松代総合体育館

令和２年 １月 ２日 第４１回大会 新雪ジョギングマラソン大会 十日町中学校体育館

１月 日 十日町市体育協会新年会

１月 日 第４１回大会 新雪ジョギングマラソン大会反省慰労会

２月 ４日 第３回執行部会

３月１９日 第３回理事会

平成３２年度総会の議案について

３月３０日 会計監査

～各クラブより ～
あなたの参加(加入)をお待ちしてますので、気楽に連絡下さい！



1 根津煌大(こうた) さん（東小学校 6年生 １区） ＦＣアルティスタＵ12所属

2 徳永 迅(じん) さん（東小学校 6年生 ７-2） ＦＣアルティスタＵ12所属

第23回津南サマーサッカー小学生大会 優勝

第19回栄ライオンズクラブ杯争奪しらさぎ少年フットサル大会 優勝

第26回東北電力杯新潟県Ｕ12フットサル大会 準優勝

3 樋熊柊汰(しゅうた) さん（十日町中学校 2年生 ２区）

第62回新潟県中学校スキー大会 ＧＳ 14位（全中出場）

第56回全国中学校スキー大会 出場

4 桑原侑大(ゆうた) さん（十日町中学校 1年生 1区）

県相撲大会 中量級 3位（北信越大会出場）

5 阿部諒介(りょうすけ) さん（十日町中学校 3年生 1区）

通信陸上大会 棒高跳 3位

6 本間遥菜(はるな) さん（十日町中学校 1年生 3区）

県駅伝大会 5位（北信越大会出場）

7 小池杏(あん) さん（十日町中学校 1年生 三和町）＊引っ越し、転校にて地区外転出

県駅伝大会 5位（北信越大会出場）

8 樋口空(そら) さん（津南中等 2年生 ４区）

県相撲大会 団体戦優勝（全国大会出場）

9 羽鳥優(ゆうし) さん（東小学校 6年生 ４区）

第２１回ＢＳＮ少年柔道選手権大会 中越地区予選 3位（県大会出場）

10 樋口陽(よう) さん（東小学校 6年生 ４区）

郡市柔道大会 高学年の部 優勝

11 樋熊太信(たいしん) さん（東小学校 6年生 7-1） Ｅ-Ｒex所属

スポーツ少年団軟式野球交流大会 十日町・中魚沼予選会 代表権獲得

（中越大会出場）

12 村山らん さん（東小学校 ５年生 2区） Ｅ-Ｒex所属

13 大渕佑磨(ゆうま) さん（東小学校 ４年生 ４区） Ｅ-Ｒex所属

14 越井翔(かける) さん（東小学校 ４年生 ３区） Ｅ-Ｒex所属

15 樋熊豪太(ごうた) さん（東小学校 ４年生 7-1） Ｅ-Ｒex所属

16 山本好騎(よしき) さん（東小学校 ４年生 ４区） Ｅ-Ｒex所属

17 富井翔勇(しょうゆう) さん（東小学校 ４年生 7-2） Ｅ-Ｒex所属

市民スポーツ大会 5年生以下の部 優勝（次年度中越大会出場権獲得）

＊学校･学年は平成30年度

平成３０年度 優秀選手体協表彰者
総会に先立ち、昨年度活躍された方々の表彰を行いました。おめでとうございます！


