
令和２年度足立区新体操連盟総会議案書

日 時：令和２年６月１８日(木)１９：００
場 所：書面議決
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１．議事

第１号議案 令和元年度事業報告(2･3頁)

第２号議案 令和元年度決算報告(4頁)

第３号議案 令和元年度監査報告(4頁)

第４号議案 令和２年度事業計画案(6･7頁)

第５号議案 令和２年度予算案(8頁)
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令和元年度足立区新体操連盟事業報告
１．大会・講習会参加事業

年月日 事業内容 主催 会場 参加

人数

① 31. 4. 2 〜 3 第５回Diana Dream Cup Diana新体操ｸﾗﾌﾞ ひたちなか市総合運動 8
公園 総合体育館

②元 . 5. 4 第５回ちはなカップ 千葉県体操協会 千葉ポートアリーナ 10
③元 . 5. 5 平成31年度関東高等学校新体操選手権大会 東京都高等学校 駒場学園高等学校 8

東京都予選会 体育連盟

④元 . 6. 2 令和元年度国民体育大会東京都予選会 東京都体操協会 日本女子体育大学附 7
属二階堂高等学校

⑤元 . 6. 8 第58回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 11
関東中学校新体操大会第一次予選会 体育連盟

⑥元 . 6. 8.〜 9 令和元年度関東高等学校新体操大会 関東高等学校体育連盟 東金アリーナ 7
⑦元 . 6.15 令和元年度東京都中学校新体操 東京都中学校 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 11

団体競技春季大会 体育連盟

⑧元 . 6.15 令和元年度全国高等学校総合体育大会 東京都高等学校 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 7
新体操東京都予選会 体育連盟

⑨元 . 6.20 中学校総合体育大会南部地区予選 埼玉県中学校 草加市スポーツ健 1
体育連盟 康都市記念体育館

⑩元 . 6.30 令和元年度東京都新体操選手権大会 東京都体操協会 駒場学園高等学校 9
⑪元 . 7.23 〜 25 第31回東京ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会 兼 第27回 東京都体操協会 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 25

関東ジュニア女子新体操選手権大会東京都予選

⑫元 . 7.25 第58回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校 練馬区立光が丘 2
東京都中学校新体操選手権大会 兼 体育連盟 体育館
関東中学校新体操大会予選会 個人

⑬元 . 7.26 第58回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校 練馬区立光が丘 6
東京都中学校新体操選手権大会 兼 体育連盟 体育館
関東中学校新体操大会予選会 団体

⑭元 . 7.27 令和元年度埼玉中学校総合体育大会 埼玉県中学校 秩父市文化体育 1
体育連盟 センター

⑮元 . 8. 7 〜 9 第50回関東中学校新体操大会 関東中学校体育連盟 東金アリーナ 6
⑯元 . 8.14 〜 15 第27回関東ジュニア女子新体操選手権大会兼第37回 関東体操協会 武蔵野の森総合 6

全日本ジュニア新体操選手権大会関東ブロック予選会 スポーツプラザ

⑱元 . 8.18 〜 20 第18回ジュニアフレンドシップ 立川新体操連盟 立川市泉市民体育館 17
2019チャイルドフレンドシップ

⑰元 . 8.24 〜 25 第50回全国中学校新体操選手権大会 日本中学校体育連盟 奈良ジェイテクトアリーナ 6
⑲元 . 8.29 〜 9.1 第19回全日本新体操クラブ団体選手権 日本新体操連盟 高崎アリーナ 18
⑳元 . 9.27 令和元年度新人体育大会 南部地区 埼玉県中学校 草加市スポーツ都 1

予選 体育連盟 市記念体育館

㉑元 .10.14 第15回藤村CUP 藤村女子高等学校 藤村女子高等学校 8
㉒元 .10.18 〜 22 第72回全日本新体操選手権大会 (公財)日本体操協会 千葉ポートアリーナ 6
㉓元 .11. 2 令和元年度埼玉県中学校新人体育大会 兼 埼玉県中学校 秩父市文化体育 1

第32回県民総合スポーツ大会新体操大会 体育連盟 センター

㉔元 .11. 10 令和元年度東京都高等学校新体操秋季新人大会 東京都高等学校 駒場学園高等学校 6
体育連盟

㉕元 .11.15 〜 17 第37回全日本ジュニア新体操選手権大会 (公財)日本体操協会 高崎アリーナ 6
㉖元 .12. 1 第39回東京都中学校新体操 東京都中学校体育連盟 立川市泉市民体育館 5

学年別新人大会2年生

㉗元 .12.25 〜 27 第11回町田フレンズカップ 町田新体操連盟 町田市総合体育館 6
㉘元 .12.27 第39回東京都中学校新体操 東京都中学校体育連盟 練馬区立光が丘 11

学年別新人大会1年生 体育館

㉙ 2. 1.12 令和元年度東京都高等学校新体操 東京都高等学校 日本女子体育大学附 6
個人種目別大会 体育連盟 属二階堂高等学校

㉚ 2. 2.15 〜 16 第6回高崎シルクCUP 高崎新体操クラブ 高崎アリーナ 10

青文字：令和元年度事業計画に無かった大会(上位大会に選手が進出したもの)
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２．地域参加事業
参加実施日 事 業 名 事 業 内 容 会 場
人数

元 .10. 14 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 荒天(台風)予想のため中止

元 .10. 14 スポーツカーニバル 新体操演技発表・体験会 荒天(台風)予想のため中止

元 .10. 19 ～ 20 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 江北地域学習センター 40
元 .10.27 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 中央本町地域学習センター 95
元 .11. 2 ～ 3 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 花畑地域学習センター 87
元 .11.10 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 東和地域学習センター 88
元 .11.16 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 鹿浜地域学習センター 54
元 .11.16 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 興本地域学習センター 56
３．主催事業

参加実施日 事 業 名 会 場
人数

31. 4.28 区民体育大会 あだちさくらCUP 江北地域学習センター 167

元 .11. 4 競技力向上講習会 江北地域学習センター 158

元 .12.22 １２月度演技発表会 総合スポーツセンター 151

元 . 9.25･10.23 ジュニア強化練習会 竹の塚体育館 50

元 . 5.30･ 6.. 6 ジュニア強化練習会 東和地域学習センター 50
元 . 4.27･ 5.25･ 6.22･7. 6

11.30･12.7 新体操育成事業 江北地域学習センター 50
2.1.25･ 2.22
元 . 4. 3･ 5. 8･ 6. 5･9. 4

10. 2･12. 4 新体操育成事業 花畑地域学習センター 50
2.1.15･ 2. 5
元 .11.24 新体操育成事業 東和地域学習センター 50

2. 3. 8 ３月度演技発表会 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応のため中止

2. 3.20 新体操育成事業 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応のため中止

４．会議

実施日 会議名 会 議 内 容 会 場

31. 4. 4 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備 江北地域学習センター学習室

31. 4. 5 監査 会計監査 第五中学校ランチルーム

31. 4.25 理事会 総会準備・あだちさくらCUP準備 西新井区民事務所

31. 4.27 準備会 あだちさくらCUP前日準備(役員･補助役員) 江北地域学習センター学習室

元 . 5.16 総会 総会 江北地域学習センター学習室

元 . 6.20 理事会 各報告・あだちさくらCUP反省 西新井区民事務所

元 . 7.11 理事会 各報告・競技力向上講習会準備 西新井区民事務所

元 . 9.12 理事会 各報告・競技力向上講習会、ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ準備 第五中学校ランチルーム

元 .10. 3 理事会 各報告・競技力向上講習会、ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ準備 西新井区民事務所

元 .10.31 理事会 各報告・競技力向上講習会準備・ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ反省 西新井区民事務所

各報告・競技力向上講習会準備・
元 .12. 5 理事会 西新井区民事務所

あだちさくらCUP準備

2. 2.13 理事会 各報告 ･あだちさくらCUP準備 西新井区民事務所

2. 3.19 理事会 各報告・総会準備･あだちさくらCUP準備 第五中学校ランチルーム

赤文字：令和元年度に事業計画されたが中止になった事業
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令和元年度(第１３期)足立区新体操連盟決算報告書
令和２年３月３１日

上記のとおりご報告申し上げます。

会計 安島その子 吉田多寿子 鈴木由紀

令和元年度足立区新体操連盟会計監査報告
令和２年４月６日、会計諸表につき書面監査を行いました。その結果、会計処理全般に

亘り、公正かつ妥当と認められましたので、ご報告いたします。

監事 増井智美 瀧井友香

収入の部

予算額 決算額 差額 摘要

685,441 685,441 0
0 0 0

60,000 60,000 0 @5000×12チーム

70,000 70,000 0
96,000 77,600 -18,400 幼児94人×800円　6人×400円

228,000 252,600 24,600 小学一般 208人×1,200円5人×600円　

150,000 137,500 -12,500 小学生選手  55人×2.500円　　

90,000 105,000 15,000 中･高校生　 35人×3,000円

0 0 0
演技発表会 2,600,000 1,834,707 -765,293 3月演技発表会中止
区民体育大会 380,000 385,990 5,990 補助金2560,00円

ジュニア強化練習 190,000 183,268 -6,732 補助金183,268円

競技力向上講習会 15,000 30,000 15,000 補助金30,000円

0 18,165 18,165 預金利息　事業収入　

4,564,441 3,840,271 -724,170
支出の部

予算額 決算額 差額 摘要

20,000 20,000 0
15,000 0 15,000
10,000 0 10,000

5,000 2,241 2,759
30,000 10,755 19,245

5,000 2,100 2,900 会議室利用料

260,000 192,000 68,000 役員旅費・交通費

50,000 83,390 -33,390 香典　体協行事（内70周年式典60000円）

50,000 48,669 1,331 代議員役員交通費含む

25,000 21,550 3,450 次年度保険前払い金　21,550円

50,000 50,000 0
120,000 120,000 0 １チーム10,000円

50,000 20,000 30,000
10,000 580 9,420 振込み手数料　

演技発表会 2,600,000 1,834,707 765,293 自粛のため3月の演技発表会は中止

区民体育大会 480,000 430,421 49,579 連盟負担　44,431円

ジュニア強化練習 190,000 183,268 6,732
競技力向上講習会 60,000 95,565 -35,565 連盟負担　65,565円

534,441
725,025

4,564,441 3,840,271 914,754

記念行事積立金会計

前年度末積立残高 225,000
今年度積立金 50,000
今年度末積立残高 275,000

前期繰越金

チーム加盟金 

チーム年会費

体育協会補助金

個人会費

大会参加補助金

事
業
収
入

雑収入

合計

体育協会分担金

会議費

印刷費

通信費

事務用品消耗品費

賃借費

交通費

交際費

総会費

保険料

記念行事積立金

チーム活動助成金

大会参加補助金

雑費

事
業
支
出

予備費

次期繰越金

合計
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令和２年度足立区新体操連盟事業計画(案)
１．大会・講習会参加事業

年月日 事業内容 主催 会場

① 2. 4. 2〜 4 第６回Diana Dream Cup Diana新体操ｸﾗﾌﾞ 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

② 2. 5. 5 令和2年度関東高等学校新体操選手権大会

東京都予選会 兼 東京都高等学校 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

東京都高等学校新体操春季新人大会 体育連盟

③ 2. 5.17 第74回国民体育大会新体操東京都予選会 東京都体操協会 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

兼 東京都新体操選手権大会

④ 2. 5.22〜 24 第18回全日本新体操ユースチャンピオンシップ (公財)日本体操協会 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

⑤ 2. 5.29.〜 31 令和2年度関東高等学校新体操大会 関東高等学校体育連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

⑥ 2. 6.13 令和2年度全国高等学校総合体育大会 東京都高等学校体育連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

新体操東京都予選会

⑦ 2. 6.19〜 21 第29回全日本新体操クラブ選手権 日本新体操連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

第59回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

⑧ 2. 6.20 東京都中学校新体操選手権大会 兼 体育連盟
関東中学校新体操大会予選会 個人

⑨ 2. 6. 中学校総合体育大会南部地区予選 埼玉県中学校体育連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

⑩ 2. 7.20 第59回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

東京都中学校新体操選手権大会 兼 体育連盟
関東中学校新体操大会予選会 個人

⑪ 2. 7.21 第59回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

東京都中学校新体操選手権大会 兼 体育連盟
関東中学校新体操大会予選会 団体

⑫ 第32回東京ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会 兼 第28回 東京都体操協会 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子
関東ジュニア女子新体操選手権大会東京都予選

⑬ 2. 7. 令和2年度埼玉中学校総合体育大会 埼玉中学校体育連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

2. 8. 3 第６回ちはなカップ 千葉県体操協会 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

⑭ 2. 8. 6〜 8 第51回関東中学校新体操大会 関東中学校体育連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

⑮ 第28回関東ジュニア女子新体操選手権大会兼第38回 関東体操協会 千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ
全日本ジュニア新体操選手権大会関東ブロック予選会

⑯ 2. 8. 第19回ジュニアフレンドシップ 立川新体操連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

2020チャイルドフレンドシップ

⑰ 2. 8.18〜 19 全国高等学校総合体育大会 新体操大会 高等学校体育連盟 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

全国高等学校新体操選手権大会

⑱ 2. 9. 令和2年度新人体育大会 南部地区予選 埼玉県中学校体育連盟

⑲ 2.10. 9〜 11 第20回全日本新体操クラブ団体選手権 日本新体操連盟 高崎アリーナ

⑳ 2.10. 第16回藤村CUP 藤村女子高等学校 藤村女子高等学校

㉑ 2.10. 31 第40回東京都中学校新体操 東京都中学校体育連盟 立川市泉市民体育館

学年別新人大会2年生

㉒ 2.11. 1 第40回東京都中学校新体操 東京都中学校体育連盟 立川市泉市民体育館

学年別新人大会1年生

㉓ 2.11.15 令和2年度東京都高等学校新体操秋季新人大会 東京都高等学校体育連盟 駒場学園高等学校

㉔ 2.11.20〜 22 第73回全日本新体操選手権大会 (公財)日本体操協会 高崎アリーナ

㉕ 2.11.20〜 22 第38回全日本ジュニア新体操選手権大会 (公財)日本体操協会 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応 中止

㉖ 2.12. 第12回町田フレンズカップ 町田新体操連盟 町田市総合体育館

㉗ 3. 1.10 令和2年度東京都高等学校新体操 東京都高等学校体 日本女子体育大学附

個人種目別大会 育連盟 属二階堂高等学校

㉘ 3. 2. 第7回高崎シルクCUP 高崎新体操クラブ 高崎アリーナ

㉙ 3. 3.25〜 26 第36回全国高校新体操選抜大会 (公財)日本体操協会 北海きたえーる
全国高等学校体育連盟

赤字：昨年度からの新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症による活動自粛要請のため多くの大会が中止・

延期となっています。判明している大会の中止は赤字で表示しています。
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２．地域参加事業
実施日 事 業 名 事 業 内 容 会 場

2.10. 17.18 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 江北地域学習センター

2.10. 24.25 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 伊興地域学習センター

2.10. 24-25 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 中央本町地域学習センター
11. 7- 8

2.11. 7- 8 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 花畑地域学習センター

2.11. 7- 8 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 東和地域学習センター

2.11. 7- 8 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 興本地域学習センター

2.11.22 スポーツカーニバル 新体操演技発表・体験会 総合スポーツセンター

３．主催事業

実施日 事 業 名 会 場

2. 4. 4･ 9. 5･10.3 新体操育成事業 東和地域学習センター

2. 4.25･ 5.23･ 6.27･7. 4
11.28･12.12 新体操育成事業 江北地域学習センター

3. 1.23･ 2.27
2. 5.12･10.20･11.17
3. 2. 2 新体操育成事業 興本地域学習センター

2. 6. 6･ 8. 1 ジュニア強化練習会 東和地域学習センター

2. 9.23･10.28 ジュニア強化練習会 竹の塚体育館

2. 9.27･12.12 新体操育成事業 花畑地域学習センター

2.11. 3 区民体育大会 あだちさくらCUP 江北地域学習センター

2.12.26 １２月度演技発表会 総合スポーツセンター

3. 1.10 １月度演技発表会 総合スポーツセンター

3. 3.21 新体操育成事業 総合スポーツセンター小体育室

４．会議

実施日 会議名 会 議 内 容 会 場

2. 4. 6 監査 会計監査(書面監査に移行) 書面議決

2. 4.23 理事会 総会準備･あだちさくらCUP準備 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応のため中止

2. 4.26 理事会 あだちさくらCUP準備 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応のため中止

2. 4.28 準備会 あだちさくらCUP前日準備(役員･補助役員) 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ対応のため中止

2. 6. 4 理事会 各報告・総会準備 第五中学校ランチルーム

2. 6.18 総会 総会(書面議決)

2. 9. 3 理事会 各報告・あだちさくらCUP準備 第五中学校ランチルーム

2.10. 1 理事会 各報告・あだちさくらCUP準備・ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ準備 第五中学校ランチルーム

2.10.22 理事会 各報告・あだちさくらCUP準備・ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ準備 第五中学校ランチルーム

2.11. 2 理事会 あだちさくらCUP準備(役員・補助役員) 江北地域学習センター学習室

2.11.12 理事会 各報告･ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ準備 第五中学校ランチルーム

2.12.10 理事会 各報告 第五中学校ランチルーム

3. 1.21 理事会 各報告・新年会 第五中学校ランチルーム

3. 2.18 理事会 各報告 ･あだちさくらCUP準備 第五中学校ランチルーム

3. 3.11 理事会 各報告・総会準備･あだちさくらCUP準備 第五中学校ランチルーム

赤字：昨年度からの新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症による活動自粛要請のため中止した事業計画
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令和２年度(第１4期)足立区新体操連盟予算(案)

○昨年度からの新型コロナウィルス感染防止対応のため多くの事業・会議が実施されな
い状況となっています。そこで、今年度については本連盟個人会員の年会費を以下の
とおり減額する事をご提案いたします。

幼児 800円→ 400円
小学生一般 1,200円→ 600円
小学生選手 2,500円→1,300円
中学・高校生 3,000円→1,500円

収入の部

前期決算額 予算額 摘要

685,441 725,025
0 0

60,000 60,000 　＠5,000円×12チーム

70,000 70,000
77,600 36,000 幼児　  　　 90 人×　400円

252,600 120,000 小学生一般　　 200人×600円　

137,500 71,500 小学生選手  　55人×1,300円　　

105,000 45,000 中･高校生　　30 人×1,500円

0 0
演技発表会 1,834,707 2,600,000
区民体育大会 385,990 380,000
ジュニア強化練習 183,268 190,000
競技力向上講習会 30,000 0 令和2年度は区民体育大会に振替

18,165 0 預金利息　他

3,840,271 4,297,525
支出の部

前期決算額 予算額 摘要

20,000 20,000
0 10,000
0 10,000

2,241 5,000
10,755 20,000

2,100 5,000 会議室利用料

192,000 260,000 役員旅費・交通費を含む

香典　体協行事（内70周年式典60000円） 83,390 50,000 香典　体協行事など

48,669 50,000
21,550 25,000 団体保険料

50,000 50,000
120,000 120,000 １チーム10000円

20,000 40,000
580 10,000 振り込み手数料等

演技発表会 1,834,707 2,600,000
区民体育大会 430,421 430,000
ジュニア強化練習 183,268 190,000
競技力向上講習会 95,565 0 令和2年度は区民体育大会に振替

402,525
725,025

3,840,271 4,297,525

記念行事積立金会計

前年度末積立残高 275,000
今年度積立金 50,000
今年度末積立残高 325,000

前期繰越金

チーム加盟金 

チーム年会費

体育協会補助金

個人会費

大会参加補助金

事
業
収
入

雑収入

合計

体育協会分担金

会議費

印刷費

通信費

事務用品消耗品費

賃借費

交通費

交際費

総会費

保険料

記念行事積立金

チーム活動助成金

大会参加補助金

雑費

事
業
支
出

予備費

次期繰越金

合計
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資料１
令和２年度 加盟団体・代議員

加盟団体 代 議 員

○ ＫＡＮＡＩ Ｒ.Ｇ 小林 真衣 西野和佳恵
○ ＴＥＳＯＲＯ 堺 美智子 関根 麻理
○ 江北新体操クラブ 市川 淳子 西田 麻衣
○ 伊興新体操クラブ 衣川 智美 髙橋 明子
○ 花畑新体操クラブ 石井 菜美 鈴木裕実子
○ 東保木間新体操クラブ 田島 香 齋藤 美希
○ ＣＲＥＡＭ Ｒ･Ｇ 夏原紀代美 大井 美沙
○ ハイチュウもも組 牧野佳菜子 野村伊沙子
○ ＴＲＥＳＯＲ 岩元 美樹 北沢 聖子
○ ピーチ新体操クラブ 山口 一美 鈴木 絵里
○ 新体操サークルＴＥＳＯＲＯ 若林 理恵 立和名伸子
○ 新田新体操クラブ 川原かおり 三浦麻衣子 計２４名

資料２

令和2年度 足立区新体操連盟役員(非改選)

名誉会長 金井 ムツ子

理事 会 長 栗田 泰夫
理 事 長 眞柄 るり子 (足立区体育協会常務理事）
副理事長 島岡 文絵 (講習会担当)
副理事長 渡邊 三香 (あだちさくらＣＵＰ担当)
会 計 安島 その子
会 計 吉田 多寿子
会 計 鈴木 由紀
常務理事 竹内 朋子 (足立区体育協会評議員）
常務理事 金井 才佳
常務理事 伊藤 愛
常務理事 西村 秀彦 (総務担当)
常務理事 北村 みどり

監事 増井 智美
瀧井 友香
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資料３
足立区新体操連盟 個人情報取扱細則
（目的）
第１条 この個人情報取扱細則は、本会が保有する個人情報の適正な取扱を定めることに

より事業の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的と
する。

（債務）
第２条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、本会活動において個人

情報の保護に努めるものとする。
（周知）
第３条 個人情報の取扱は、総会資料等で周知する。

（個人情報の取扱）
第４条 個人情報とは個人を特定される事項とする。

2 個人情報は、本人からの同意を得て取得する。
（同意の撤回）
第５条 会員は、前条に基づき取得に同意した場合であっても、その後事情により個別の

項目又は全ての項目について同意を撤回することができる。
2 前項の申し出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄、または、削除し

なければならない。ただし、会員名簿としてすでに配布しているものについては、
削除の連絡をすることでこれに替える。

（利用）
第６条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。

(1)事業に供する各種資料（会員名簿、保険等）の作成及び配布
(2)事業の開催、役員の管理、会費の請求
(3)緊急時・災害時などの連絡網作成
(4)役員相互の親睦を高める活動

（管理）
第７条 個人情報は会長又は会長が指定するものが適正に管理する。

2 会員名簿は、配布を受けた者が適正に管理する。
3 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

（提供）
第８条 個人情報は本人の同意を得ないで第三者に提供しない。ただし次にあげる場合を

除く
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護の為に必要な場合
(3)公衆衛生の向上または児童・生徒の健全育成の促進に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合
（開示）
第９条 個人情報の開示または訂正を希望する場合は、本人確認に必要な書類を添付して

会長あてに書面にて行うものとする。

付則
この細則は、平成３０年４月１６日から施行する。
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資料４ 令和元年度 試合成績
①第5回Diana Dream Cup ＜ひたちなか市総合運動公園総合体育館 4/2～3＞

＜個人＞
総合ジュニア
小川萌華 総合11位 ロープ12位 ボール17位 クラブ11位 リボン11位
黒江真乙 総合16位 ロープ18位 ボール14位 クラブ20位 リボン10位
総合シニア
似鳥希早 総合24位 フープ19位 ボール25位 クラブ25位 リボン24位
プレジュニア
ボール 西野日菜子 8位 井上花音 12位 小林莉奈 14位
クラブ 佐藤絢香 優勝 小林彩夏 5位

②第5回ちはなカップ＜千葉ポートアリーナ 5/4＞
＜団体＞ KANAI R.G 11位
＜個人＞ シニア ボール 似鳥希早23位

ジュニア ロープ 加藤仁捺16位 久保田歩優光17位 西野日菜子31位
ボール 小林彩夏28位
クラブ 小川萌華11位 黒江真乙35位 井上花音71位

チャイルド ボール 小林莉奈10位

③平成31年度関東高等学校新体操選手権大会東京都予選会＜駒場学園高等学校 5/5＞
＜団体＞ 潤徳女子高等学校 3位
＜個人＞ 鈴木優南 総合17位 ボール12位 クラブ21位

松山明日香 総合21位 ボール17位 クラブ24位
似鳥希早 総合32位 ボール31位 クラブ36位
堺ひまり 総合33位 ボール40位 クラブ24位
三村愛莉 総合43位 ボール39位 クラブ46位
渡邊杏花莉 総合46位 ボール46位 クラブ47位

④令和元年度 国民体育大会東京都予選会＜日本女子体育大学附属二階堂高等学校 6/2＞
＜団体＞ 潤徳女子高等学校 4位
＜個人＞ フープ 堺ひまり3位 ボール 鈴木優南 3位 クラブ 押切春菜 3位

リボン 松山明日香 3位

⑤第58回東京都中学校総合体育大会 兼 関東中学校新体操大会第一次予選会 ＜ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 6/8＞
＜個人＞ ボール 黒江真乙21位 岩元心優32位 北間友紀乃77位

クラブ 加藤仁捺15位 牧野莉瑚15位 小川萌華58位 大井美結65位 宮澤愛美理79位

⑥令和元年度 関東高等学校新体操大会＜東金アリーナ 6/8～9＞
＜団体＞ 潤徳女子高等学校 4位

⑦令和元年度 東京都中学校新体操団体競技春季大会＜ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 6/15＞
＜団体＞ 花畑中学校 優勝

オープン戦 花畑中学校B 3位

⑧令和元年度全国高等学校総合体育大会新体操大会東京都予選会＜ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子6/15＞
＜団体＞ 潤徳女子高等学校 3位
＜個人＞ 鈴木優南 総合13位 ボール19位 クラブ10位

松山明日香 総合18位 ボール14位 クラブ23位
三村愛莉 総合32位 ボール34位 クラブ31位
渡邊杏花莉 総合37位 ボール38位 クラブ35位

⑨令和元年度中学校総合体育大会南部地区予選＜草加市スポーツ健康都市記念体育館 6／20＞
＜個人＞ 久保田歩優光 総合 6位 ボール 5位 クラブ 8位

⑩令和元年度 東京都新体操選手権大会＜駒場学園高等学校 6/30＞
＜団体＞ 潤徳女子高等学校 ３位
＜個人＞ フープ 堺ひまり 4位 原寧々17位 渡邊杏花莉20位 中本純奈21位

ボール 鈴木優南 2位 松山明日香 5位 三村愛莉18位
クラブ 押切春菜11位 岸紗花14位

⑪第31回東京ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会 兼 第27回関東ｼﾞｭﾆｱ女子新体操選手権大会東京都予選
＜ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 7／23～25＞

＜団体＞１部 TESORO 3位 KANAI R.G10位
２部 KANAI R.G 江北22位 TESORO M24位

＜個人＞
加藤仁捺 総合25位 ロープ25位 クラブ34位 4種目総合26位 ボール31位 リボン18位
牧野莉瑚 総合58位 ロープ65位 クラブ49位 大井美結 総合124位 ロープ102位 クラブ141位
小川萌華 総合84位 ロープ113位 クラブ67位 井上花音 総合133位 ロープ106位 クラブ155位
黒江真乙 総合85位 ロープ80位 クラブ88位 鈴木奏 総合145位 ロープ152位 クラブ129位
北沢優羽 総合85位 ロープ82位 クラブ85位 立和名花梨 総合151位 ロープ149位 クラブ143位
関根汐莉 総合110位 ロープ131位 クラブ94位 山口心優 総合163位 ロープ131位 クラブ172位
クラブ対抗 KANAI R.G 10位 TESORO 11位
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⑫第58回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校新体操選手権大会 兼
関東中学校新体操大会 東京都予選会 個人 ＜練馬区立光が丘体育館 7／25＞
＜個人＞牧野莉瑚 総合 23位 ボール 26位 クラブ 27位

加藤仁捺 総合 29位 ボール 45位 クラブ 17位

⑬第58回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校新体操選手権大会 兼
関東中学校新体操大会 東京都予選会 団体 ＜練馬区立光が丘体育館 7/26＞
＜団体＞花畑中学校 3位

⑭令和元年度 埼玉中学校総合体育大会＜秩父市文体育センター7/27＞
＜個人＞久保田歩優光 総合26位 ボール25位 クラブ25位

⑮第50回関東中学校新体操大会＜東金アリーナ 8/7～9＞
＜団体＞花畑中学校 優勝

⑯第27回関東ｼﾞｭﾆｱ女子新体操選手権大会 兼 第37回全日本ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会関東ﾌﾞﾛｯｸ予選会
＜武蔵野の森総合スポーツプラザ8/14～15＞

＜団体＞TESORO 6位

⑰第18回ジュニアフレンドシップ 2019チャイルドフレンドシップ＜立川市泉市民体育館 8／18～20＞
＜団体＞ジュニア KANAI R.G 優勝

チャイルド KANAI R.G 26位
＜個人＞シニア クラブ 似鳥希早 6位

ジュニアロープ 宮澤愛美理59位 ボール 関田紫月59位
クラブ 小河原芽衣29位 リボン 小林彩夏21位

チャイルド 小林莉奈 17位

⑱第50回全国中学校新体操選手権大会＜奈良ジェイテクトアリーナ8/24～25＞
＜団体＞花畑中学校 6位

⑲第19回全日本新体操クラブ団体選手権＜高崎アリーナ 8/29～9/1＞
＜団体＞ジュニア TESORO 6位 KANAI R.G32位

シニア TESORO 3位

⑳令和元年度 新人体育大会南部地区予選＜草加市スポーツ健康都市記念体育館 9/27＞
久保田歩優光 総合 6位 ボール 2位 クラブ 8位

㉑第15回藤村CUP＜藤村女子高等学校 10/14＞
＜個人＞小学生の部 ロープ 佐藤絢香 14位

クラブ 西野日菜子 6位 小林莉奈 11位
リボン 井上花音 2位 小河原芽衣 4位

中学生の部 ロープ 宮澤美理 14位
ボール 加藤仁捺 2位 久保田歩優光 8位

㉒第72回全日本新体操選手権大会＜千葉ポートアリーナ 10/18～20＞
＜団体＞女子団体種目別 ボール TESORO 8位 フープクラブ TESORO 6位

女子団体総合 TESORO 8位
女子種目別決勝 ボール TESORO 3位 フープクラブ TESORO 4位

㉓令和元年度埼玉県中学校新人体育大会兼第32回県民総合スポーツ大会新体操大会
＜秩父市文化体育センター 11/2＞

＜個人＞久保田歩優光 総合17位 ボール15位 クラブ22位

㉔令和元年度東京都高等学校新体操秋季新人大会＜駒場学園高等学校 11/10＞
＜団体＞潤徳女子高等学校 3位
＜個人＞鈴木優南 総合11位 クラブ12位 リボン12位

松山明日香 総合14位 クラブ23位 リボン10位
似鳥希早 総合25位 クラブ21位 リボン26位

㉕第37回 全日本ジュニア新体操選手権大会＜高崎アリーナ 11/15～17＞
＜団体＞TESORO 9位

㉖第39回東京都中学校新体操学年別新人大会2年生＜立川市泉市民体育館 12/1＞
＜個人＞学校対抗 花畑中学校 優勝

ロープ 高野世羽25位
ボール 岩元心優 6位 森彩美24位
クラブ 牧野莉瑚 8位
リボン 國土もも14位
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㉗第11回 町田フレンズカップ＜町田市総合体育館 12／25～27＞
＜団体＞ジュニア TESORO 2位

シニア TESORO 8位
プレジュニア TESORO13位 TESORO M 21位

＜個人＞プレジュニア ロープ 鈴木奏 2位 西野日菜子 9位
ボール 山口心優 13位 佐藤絢香 15位
クラブ 立和名花梨 7位 井上花音 16位

ジュニア ロープ 加藤仁捺 優勝
リボン 久保田歩優光 6位

シニア フープ 似鳥希早 5位
チーム対抗 ジュニア

ロープ 大井美結11位 ボール 北沢優羽12位 クラブ 岩元心優16位 リボン 牧野莉瑚10位
チーム対抗シニア

フープ 鈴木優南 7位 ボール 押切春菜10位 クラブ 岸紗花 13位 リボン 松山明日香9位

㉘第39回東京都中学校新体操学年別新人大会1年生＜練馬区立光が丘体育館 12/27＞
＜個人＞学校対抗 花畑中学校 優勝

ロープ 宮澤愛美理 5位 若林亜海 8位
ボール 関根汐莉 12位
クラブ 北沢優羽 優勝 中村柚月18位 田島怜奈25位 中谷莉紗32位 阿部七海39位 菊地菜42位
リボン 大井美結 4位
オープン戦 ボール 横塚彩希 2位

㉙令和元年度 東京都高等学校新体操個人種目別大会＜日本女子体育大学附属二階堂高等学校 1/12＞
＜個人＞学校対抗 潤徳女子高等学校 4位

フープ 鈴木優南 3位 似鳥希早 5位
ボール 押切春菜 9位
クラブ 岸紗花 7位
リボン 松山明日香 4位
オープン戦 クラブ 三村愛莉12位

㉚第6回高崎シルクCUP＜高崎アリーナ 2/15～16＞
＜個人＞ロープ 佐藤絢香12位

ボール 西野日菜子16位
リボン 小川萌華 6位
2種目総合 久保田歩優光 総合18位 ボール14位 クラブ24位

加藤仁捺 総合25位 ボール13位 クラブ44位
＜団体＞ジュニア KANAI R.G 28位


