
平成３０年度足立区新体操連盟総会議案書

日 時：平成３０年５月１７日(木)１９：００より

場 所：江北地域学習センター 第一・第二学習室
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司会 島岡文絵副理事長

１．開会の辞

２．会長挨拶 栗田泰夫会長

３．議長選出

４．議事 議長

第１号議案 平成２９年度事業報告(2･3頁) 東海林才佳常務理事

第２号議案 平成２９年度決算報告(4頁) 吉田多寿子会計

第３号議案 平成２９年度監査報告(4頁) 瀧井友香監事

第４号議案 平成３０年度事業計画案(5･6頁) 伊藤愛常務理事

第５号議案 平成３０年度予算案(7頁) 安島その子会計

５．議長解任

６．報告事項 退会団体、個人情報取り扱い細則規定 眞柄るり子理事長

細則変更

７．会長挨拶 栗田泰夫会長

８．閉会の辞 渡邊三香副理事長
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平成２９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 人数

29. 4. 1 ～ 2 第3回Diana Dream Cup Diana新体操ｸﾗﾌﾞ ひたちなか市総合運動

公園 総合体育館 8

29. 4.29 ジュニア育成の為の講習会（JOC講習会） 東京都体操協会 東村山市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4

29. 4.30 第３回ちはなカップ 千葉県体操協会 千葉ポートアリーナ 13

29. 5. 6 ～ 7 第4回KITAKAMIさくらＣＵＰ 北上市体育協会 北上総合体育館 23

29. 5. 7 平成29年度全国高等学校新体操選手権大会東京都予選会 東京都高体連 八王子高等学校 9

29. 5. 7 関東ＪＯＣ 群馬県体操協会 ALSOCぐんま武道館 1

29. 5.12 ～ 14 第15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 東京体育館 8

29. 6. 3 ～ 4 平成29年度関東高等学校新体操大会 東京都高体連 茨城県常陸大宮市
西部総合公園体育館 8

29. 6.10 平成29年度全国高等学校新体操大会東京都予選会 東京都高体連 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 9

29. 6.10 平成29年度春季団体競技会 東京都中体連 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 5

29. 6.11 第56回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校体育連盟 東京体育館
関東中学校新体操大会第一次予選会 10

29. 7. 2 平成29年度東京都新体操競技選手権大会 兼 東京都体操協会 八王子高等学校 9
国民体育大会東京都予選会

29. 7.21 ～ 24 平成29年度東京ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会 兼 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会 32

29. 7.25 平成29年度第56回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都 東京都中学校体育連盟 練馬区立光が丘
中学校選手権大会 関東中学校新体操大会予選会 個人 体育館 3

29. 7.26 平成29年度第56回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都 東京都中学校体育連盟 練馬区立光が丘
中学校選手権大会 関東中学校新体操大会予選会 団体 体育館 5

29. 7.27 〜 29 第26回全日本新体操クラブ選手権 日本新体操連盟 東京体育館 9

29. 8. 8 ～ 10 平成29年度第48回関東中学校新体操大会 関東中学校体育連盟 大田区総合体育館 1

29. 8.20 〜 21 第16回立川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 13

29. 8.22 〜 24 平成29年度第48回全国中学校新体操選手権大会 日本中学校体育連盟 大村市体育文化センター 1

29. 8.26 〜 27 第17回全日本新体操クラブ団体選手権 日本新体操連盟 東京体育館 25

29. 10.9 第13回藤村CUP 藤村女子高等学校 藤村女子高等学校 8

29.10.27 〜 29 第70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

29.11. 5 平成29年度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 1,2年生 12

29.11.19 平成29年度東京都高等学校 新体操秋季新人大会 東京都高体連 八王子高等学校 10

29.12.. 2 ～ 3 第9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 18

30. 1.14 平成29年度 東京都高等学校新体操 東京都高体連 日本女子体育大学
個人種目別大会 付属二階堂高等学校 7

30. 2.16 〜 18 第4回高崎シルクCUP 高崎新体操クラブ 高崎アリーナ 27

30. 3. 2 〜 4 全日本新体操チャイルド選手権 日本新体操連盟 東京体育館 8

30.3.24 〜 25 平成29年度全国高等学校新体操選抜大会 全国高等学校体育連盟 福島県営あづま
総合体育館 7

30. 3.29 〜 31 第31回OHK杯瀬戸内新体操国際交流大会 高松市体操協会 高松市
東急杯新体操大会 香川県体操協会 総合体育館 20

30. 3.29 〜 30 ＨＡＰＰＹ ＣＵＰ 大原学園 国立オリンピック記念青少

東京ジュニア新体操クラブ 年総合センター大体育館 6

注：青文字は２９年度事業計画と異なる事業 赤数字は補助金対象大会参加人数
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２．地域参加事業

実施日 事 業 名 事 業 内 容 会 場 人数

28.10. 9 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 竹の塚・江北地域学習センター 15

29.10. 9 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 70

29.10.14 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 30

29.10.28 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 30

29.11. 4 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 51

29.11.11 ～ 12 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 44

29.11.18 ～ 19 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 50

３．主催事業

実施日 事 業 名 会 場 人数

29. 4.29 区民体育大会 あだちさくらCUP 江北地域学習センター 172

29.11. 3 競技力向上講習会 江北地域学習センター 142

29.12.24 １２月度演技発表会 総合スポーツセンター 165

30. 1. 7 １月度演技発表会 総合スポーツセンター 210

29. 6.21･ 7. 5･ 9.27･10.25 ジュニア強化練習会 竹の塚体育館 50

29. 4.19･ 5.24･ 8.23･11.29 50
竹の塚体育館30.1.24･ 2.28

30 3.21 総合スポーツセンター 50
新体操育成事業29. 4.22･ 6.24･ 7. 1･10.28

11.25･12. 2 江北地域学習センター 50
30.1.27･ 2.24･ 3. 3

30 2.28 中央本町体育館 50

４．会議

実施日 会議名 会 議 内 容 会 場

29. 4. 6 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備・総会準備 江北地域学習センター学習室

29. 4.18 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備・総会準備 江北地域学習センター学習室

29. 4.28 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

29. 5.18 総会 総会 江北地域学習センター学習室

29. 6.15 理事会 各報告･あだちさくらCUP反省 スイムスポーツセンターうきうき館

29. 7. 6 理事会 各報告・スポーツカーニバル準備 江北地域学習センター学習室

29. 8.31 理事会 各報告・スポーツカーニバル準備 西新井区民事務所

29. 9.25 理事会 各報告・スポーツカーニバル準備 西新井区民事務所

29.10.30 理事会 各報告・競技力向上講習会 西新井区民事務所

29.11.30 理事会 各報告・競技力向上講習会反省 西新井区民事務所

29.12.21 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備 西新井区民事務所

30. 1.18 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備 西新井区民事務所

30. 2.22 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備 西新井区民事務所

30. 3.15 理事会 各報告・総会準備･あだちさくらCUP準備 スイムスポーツセンターうきうき館
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平成２９年度(第１１期)足立区新体操連盟決算報告書

平成３０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

平成２９年度足立区新体操連盟会計監査報告
平成３０年４月１１日、会計諸表につき監査を行いました。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

686,208 686,208 0
60,000 60,000 0 6チーム
65,000 65,000 0 @5000×13チーム
70,000 70,000 0
12,800 100,000 87,200 幼児124人×800円 2人×400円

237,600 226,200 -11,400 小学生一般 190人×1,200円 3人×600円　
122,500 160,000 37,500 小学生選手  64人×2.500円　　
90,000 90,000 0 中･高校生　 30人×3,000円

0 0 0
演技発表会 2,205,000 2,492,566 287,566
区民体育大会 390,000 383,440 -6,560 内　体協補助金255,000円
ジュニア強化練習 210,000 210,000 0 内　体協補助金210,000円
競技力向上講習会 90,000 30,000 -60,000 内　体協補助金30,000円

0 32,574 32,574 預金利息・事業収入　他
4,239,108 4,605,988 366,880

支出の部
予算額 決算額 差額 摘要

20,000 20,000 0
5,000 0 5,000

10,000 1,680 8,320
10,000 2,050 7,950

100,000 62,284 37,716 さくらカップ記念ファイル、インク代等

15,000 6,150 8,850 会議室利用料
175,000 251,000 -76,000 役員旅費・交通費
40,000 21,000 19,000 香典　体協行事など
75,000 66,681 8,319 代議員役員交通費含む
20,000 39,814 -19,814 前払い金\19,838－含む
50,000 50,000 0 10周年記念グッズ、記念誌作成中

0 0 0
100,000 109,500 -9,500

1,000 38,424 -37,424 振込み手数料、ポロシャツ連盟負担分
演技発表会 2,205,000 2,492,566 -287,566
区民体育大会 390,000 473,799 -83,799
ジュニア強化練習 210,000 210,000 0
競技力向上講習会 100,000 47,360 52,640

713,108
713,680

4,239,108 4,605,988 -366,308

記念行事積立金会計
前年度末積立残高 500,000
今年度積立金 50,000
今年度末積立残高 550,000

雑費
事
業
支
出
予備費

合計

事務用品消耗品費

記念行事積立金
什器備品費
大会・講習会　経費

次期繰越金

合計

体育協会分担金
会議費
印刷費

保険料

賃借費
交通費
交際費
総会費

通信費

個人会費

大会・講習会　経費
事
業
収
入
雑収入

前期繰越金
チーム加盟金 
チーム年会費
体育協会補助金
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平成３０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

30. 4. 1 ～ 2 第4回Diana Dream Cup Diana新体操ｸﾗﾌﾞ ひたちなか市総合運動

公園 総合体育館

30. 4.14 ジュニア育成の為の講習会（JOC講習会） 東京都体操協会 立川市泉市民体育館

30. 4.29 関東U-12ブロック研修会 東京都体操協会 国立オリンピック記念

青少年総合センター

30. 5. 4 第４回ちはなカップ 千葉県体操協会 千葉ポートアリーナ

30. 5. 第５回KITAKAMIさくらＣＵＰ 北上市体育協会 北上総合体育館

30. 5. 平成30年度全国高等学校新体操選手権大会 東京都高体連
東京都予選会

30. 6. 1 ～ 3 第16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 高崎アリーナ

30. 6. 平成30年度関東高等学校新体操大会 東京都高体連

30. 6. 平成30年度全国高等学校新体操大会東京都予選会 東京都高体連

30. 6. 9 第57回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都中学校体育連盟 東京体育館
中学校新体操大会第一次予選会

30. 6.16 東京都中学校新体操団体競技春季大会 東京都中体連 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子

30. 7. 平成30年度東京都新体操競技選手権大会 兼 東京都体操協会
国民体育大会東京都予選会

30. 7.23 ～ 25 平成30年度東京ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会 兼 第26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

30. 7.25 平成30年度第57回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都 東京都中学校体育連盟 ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子
中学校選手権大会 関東中学校新体操大会予選会 団体

30. 7.26 平成30年度第57回東京都中学校総合体育大会 兼 東京都 東京都中学校体育連盟 練馬区立光が丘
中学校選手権大会 関東中学校新体操大会予選会 個人 体育館

30. 8. 1 〜 3 第27回全日本新体操クラブ選手権 日本新体操連盟 高崎アリーナ

30. 8. 5 ～ 7 平成30年度第49回関東中学校新体操大会 関東中学校体育連盟 栃木県立県南体育館

30. 8. 第16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

30. 8.11 〜 12 第26回関東ジュニア女子新体操選手権大会 神奈川県体操協会 秦野市総合体育館

29. 8.17 〜 19 平成30年度第49回全国中学校新体操選手権大会 日本中学校体育連盟 松江市総合体育館

30. 8.23 〜 24 第18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

30. 10. 第14回藤村CUP 藤村女子高等学校 藤村女子高等学校

30.10.26 〜 28 第71回全日本新体操選手権大会 (財)日本体操協会 千葉ポートアリーナ

30.11.19 38回東京都中学校新体操 東京都高体連
新体操秋季新人大会

30.12.26 平成30年度東京都中学校新体操 東京都中学校体育連盟 日本女子体育大学
学年別新人大会 1,2年生

30.12. 第9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

31. 1. 平成30年度 東京都高等学校新体操 東京都高体連
個人種目別大会

31. 2. 第5回高崎シルクCUP 高崎新体操クラブ 高崎アリーナ

31. 2.22 〜 24 全日本新体操チャイルド選手権 日本新体操連盟 高崎アリーナ

31. 3. 第34回全国高校新体操選抜大会

31. 3. 〜 ＨＡＰＰＹ ＣＵＰ 大原学園 国立オリンピック記念青少

東京ジュニア新体操クラブ 年総合センター大体育館
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２．地域参加事業

実施日 事 業 名 事 業 内 容 会 場

28.10. 8 ふれあいまつり 新体操の紹介・体験会 竹の塚・江北地域学習センター

30.10.. 8 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

30.10.13 ～ 14 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

30.10.27 ～ 28 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

30.11. 3 ～ 4 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

30.11.10 ～ 11 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

30.11.17 ～ 18 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

３．主催事業

実施日 事 業 名 会 場

30. 4.30 区民体育大会 あだちさくらCUP 江北地域学習センター

30.11. 3 競技力向上講習会 江北地域学習センター

30.12.24 １２月度演技発表会 総合スポーツセンター

31. 3.17 ３月度演技発表会 総合スポーツセンター

30. 9.26･10.24 ジュニア強化練習会 竹の塚体育館

30. 4.23･ 5.14 ジュニア強化練習会 東和地域学習センター

30. 4.28･ 5.26･ 6.23･7. 7
11.24･12.1 新体操育成事業 江北地域学習センター

31.1.12･ 2.23･ 3.2
30. 4. 4･ 5. 9･ 6. 6･9. 5

10. 3･11. 7･12. 5 新体操育成事業 花畑地域学習センター
31.1. 9･ 2. 6
４．会議

実施日 会議名 会 議 内 容 会 場

30. 4. 5 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備・総会準備 江北地域学習センター学習室

30. 4.11 理事会 会計監査 第五中学校ランチルーム

30. 4.16 理事会 記念誌編集・総会準備 西新井区民事務所

30. 4.29 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

30. 5.17 総会 総会 西新井区民事務所

30. 6. 7 理事会 各報告・あだちさくらカップ反省 西新井区民事務所

30. 7. 5 理事会 各報告・競技力向上講習会準備 西新井区民事務所

30. 8.30 理事会 各報告・ｽﾎﾟｰﾂｶｰﾆﾊﾞﾙ準備 西新井区民事務所

30. 9.20 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

30.10.11 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反省 西新井区民事務所

30.11.22 理事会 各報告・競技力向上講習会準備 西新井区民事務所

30.12.13 理事会 各報告・あだちさくらカップ準備 西新井区民事務所

31. 1.17 理事会 各報告・新年会 西新井区民事務所

31. 2. 7 理事会 各報告･あだちさくらCUP準備 西新井区民事務所

31. 3. 7 理事会 各報告・総会準備･あだちさくらCUP準備 西新井区民事務所
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平成３０年度(第１２期)足立区新体操連盟予算(案)

収入の部

前期決算額 予算額 摘要

686,208 713,680
60,000 0

65,000 60,000 　12チーム

70,000 70,000

100,000 96,000 幼児　  120  人×　800円

226,200 228,000 小学生一般190 人×1,200円　

160,000 150,000 小学生選手  60人×2.500円　　

90,000 90,000 中･高校生　30 人×3,000円

演技発表会 2,492,566 2,500,000 ２回分

区民体育大会 383,440 380,000

ジュニア強化練習 210,000 210,000

競技力向上講習会 30,000 15,000

32,574 0 預金利息・事業収入　他

4,605,988 4,512,680

支出の部

前期決算額 予算額 摘要

20,000 20,000

0 0

1,680 5,000

2,050 5,000

62,284 30,000 さくらカップ記念品・事務用品

6,150 5,000 会議室利用料

251,000 260,000 役員旅費・交通費を含む

21,000 40,000 香典　体協行事など

66,681 70,000

39,814 20,000 団体保険料

50,000 50,000 10周年記念グッズ、記念誌作成中

0 0

109,500 50,000

38,424 10,000 振り込み手数料等

演技発表会 2,492,566 2,600,000

区民体育大会 473,799 480,000

ジュニア強化練習 210,000 210,000

競技力向上講習会 47,360 60,000

597,680
713,680

4,605,988 4,512,680

記念行事積立金会計

前年度末積立残高 550,000
今年度積立金 50,000
今年度執行予定額 -500,000 　十周年記念事業（記念誌・記念品　他）
今年度末積立残高 100,000

合計

雑費

事
業
支
出

保険料

会議費

雑収入

体育協会補助金

次期繰越金

交通費

交際費

総会費

予備費

大会出場補助費

記念行事積立金

什器備品費

通信費

事務用品消耗品費

賃借費

印刷費

体育協会分担金

合計

事
業
収
入

個人会費

チーム加盟金 

チーム年会費

前期繰越金
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資料１
平成３０年度 加盟団体・代議員

加盟団体 代 議 員

○ ＫＡＮＡＩ Ｒ.Ｇ 齋藤さおり 井上恵梨子

○ ＴＥＳＯＲＯ 堺 美智子 関根 麻理

○ 江北新体操クラブ 古林真紀子 今村 暁子

○ 伊興新体操クラブ 井渕 紀代 向山 弘子

○ 花畑新体操クラブ 長嶋 美保 石井 菜美

○ 東保木間新体操クラブ 井上 幸枝 関田 直美

○ 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 星野 奈美

○ ＴＲＥＳＯＲ 岩元 美樹 北沢 聖子

○ ピーチ新体操クラブ 北村みどり 佐藤 亮子

○ 新体操サークルＴＥＳＯＲＯ 若林 理恵 佐藤斗美恵

○ 新田新体操クラブ 山田真理子 小林 典佳 計２４名

（東加平新体操クラブ ２９年度で退会）

資料２

平成３０年度足立区新体操連盟役員

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 東海林 才佳

常務理事 伊藤 愛

常務理事 西村 秀彦 (事務局・総務担当)

常務理事 箱山 薰

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

足立区新体操連盟 細則

第１条 加盟団体及び会員の登録及び抹消

１．加盟団体及び会員の登録は随時受け付ける。登録申請は所定の事項を記入し

た申込書を会長に提出する。会長はその旨を理事会に報告し、承認を得る。

２．理事会において加盟申請団体の加盟が連盟運営に支障があると認めた場合、

申請を却下することができる。

３．理事会で申請を承認した場合、理事長は速やかに登録承認書および連盟規約

を加盟申請団体に送付する。登録承認を受理した加盟申請団体は下記に定め

た連盟加盟金及びチーム年会費及び個人年会費を会計に提出する。すべての

手続き終了直後登録は成立する。

４．加盟団体及び会員は会計年度毎に下記に定めた年会費を会計に納める。

加盟団体加盟金(加盟時) 10,000円

加盟団体年会費 5,000円

個人年会費 幼児 800円

小学生一般 1,200円

小学生選手 2,500円

中学生以上 3,000円

５．規約第３章第９条に則り、年度途中で退会した場合は個人年会費を返還しな

いが、年度途中入会者:４～９月入会者は全額、１０～３月入会者は半額の個

人会費を会計に納める。

第２条 義務および責任

１．連盟活動に関する事故等に起因する一切の責任は本人に帰属する。但し、次

の義務を設ける。

２．全ての登録者はスポーツ保険に準じる保険に加入すること。

第３条 慶弔

１．会員・連盟理事及び監事の慶弔に関しては以下のとおりとする。

対象となった団体の責任者は速やかに会長に通知し、慶弔を表す。

慶弔金については、原則以下のとおりとする。但し理事会の議決又は会長の

判断により増減する事が出来る。

(1)結婚祝い金 10,000円

(2)見舞金 5,000円（但し、14日以上入院）

(3)弔慰金（香典） 5,000円

２．下記の団体・個人に対し弔意を表すことが出来る。対象については、理事会

の議決又は会長の判断により決定する。金額等は、前項に準ずる

(1)本連盟と友誼関係にある団体の長及び長に準ずる者

(2)本連盟と友誼関係にある個人

(3)会員・連盟理事及び監事の親族

(4)その他必要と認められるもの

第４条 式典・他団体への渉外

他団体が主催する総会・式典祝賀会等への出費については、一人10,000円ま

でとする。但し、上限を20,000円までとし、複数人可能とする。
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第５条 役員退会時に関する細則

本連盟に寄与した役員が退会された場合、理事会に諮り、記念品を決定する。

第６条 大会参加補助金

下記大会に参加した選手の助成金（個人1,500円/人、団体5,000円/団体）を

所属団体へ支給する。

(1)関東中学校新体操大会 以上

(2)関東ジュニア女子新体操選手権大会 以上

(3)全国高等学校新体操大会(インターハイ) 以上

第７条 交通費の支給

本連盟のために渉外・活動及び参加する下記について、交通費を支給する。

支給金額は、１名に付き1,000円とする。遠方等金額が合理的でない場合は、理事

会の議決又は会長の判断により増額する事が出来る。

(1)本連盟の主催事業及び会議に役員・指導者として参加する者。

(2)本連盟の代表として外部団体等に出張する者。但し、当該団体から交通

費等の支給が有る場合を除く。

(3)本連盟の代表として慶弔に赴く者。（１件に付き１名まで）

附則

平成19年 4月 1日 施行

平成20年 4月 1日 細則3施行

平成21年 4月 1日 細則6施行

平成25年 4月 1日 細則7は前細則6より移行・細則4.5.6施行

平成28年 3月24日 細則4.5統合及び変更,3条廃止,前細則4,5,6.7は3,4,5へ移行,細則6施行(28年度より)

平成29年 3月 9日 細則1,6改正(29年度より)

平成30年 4月16日 細則3,6改正、細則7追加(30年度より)
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資料５ 平成２９年度 試合成績

○第３回Diana Dream Cup ＜ひたちなか市総合運動公園総合体育館 ４／１～２＞

＜個人＞シニア総合 関口彩也香 総合９位

ジュニア総合 加藤 仁捺 総合15位

フープ 吉田 唯香 19位 若林 亜未 22位

高橋 ひよ 17位 似鳥 希早 62位

＜団体＞ KANAI R.G 11位

○第１０回 あだち さくらCUP ＜江北地域学習センター ４／２９＞

＜ロープ・ジュニア＞ 鈴木 優南 １位 高橋 ひよ ２位 大井 美結 ３位

＜フープ・ジュニア＞ 鈴木 優南 １位 吉田 唯香 ２位 高橋 ひよ ３位 若林 亜未 ４位

小川 萌華 ５位 齋藤 仁美 ６位 望月 彩花 ７位 大津 喜愛 ８位

北間友紀乃 ９位 佐々木結衣 10位 平田明日香 11位

＜ボール・ジュニア＞ 牧野 莉瑚 １位 若林 亜未 ２位 加藤 仁捺 ３位 黒江 真乙 ４位

大津 喜愛 ５位 齋藤 仁美 ６位 小川 萌華 ７位 平田明日香 ８位

今井 妃夏 ９位 國土 もも 10位 星野メリア 11位 内山 瑞葉 12位

＜クラブ・ジュニア＞ 似鳥 希早 １位 牧野 莉瑚 ２位 久保田歩優光３位 大井 美結 ４位

岩本 心優 ５位 迫 睦 ６位 佐藤 花音 ７位

＜リボン・ジュニア＞ 似鳥 希早 １位 吉田 唯香 ２位 黒江 真乙 ３位 加藤 仁捺 ４位

岩本 心優 ５位

＜チャイルド・１～４年＞内山 瑞葉 １位 星野メリア ２位 鈴木 奏 ３位 箱山 花 ４位

井上 花音 ５位 佐藤 絢香 ６位 山口 心優 ７位 小林 彩夏 ８位

國土さくら ９位 小河原芽衣 10位 佐藤 美璃 11位 吉澤 るり 12位

小林 莉奈 13位 山﨑 彩葉 14位

＜チャイルド・５～中１＞北沢 優羽 １位 久保田歩優光２位 関根 汐莉 ３位 國土 もも ４位

佐々木美悠 ５位 伊波 夢花 ６位 植井 麻妃 ７位 中村 愛菜 ８位

遠藤 瑞歩 ９位 長瀬 玲奈 10位 中本 佳奈 11位 伊波 夢花 12位

＜シニア総合＞ 花等 凪 １位 渡邊 莉央 ２位 北村 あゆ ３位 堺 ひまり ４位

瀧井 美緒 ５位 佐々木遥香 ６位

＜団体・徒手＞ TESORO さくら賞 TESORO C スマイル賞 TESORO フレッシュPEACH プリティ賞

KANAI R.G KN 元気賞 KANAI R.G キッズ 仲良し賞 TESORO PEACH キラキラ賞

KANAI R.G TK ダイナミック賞 TESORO M プリンセス賞

＜団体・ボール＞ KANAI R.G１位 TESORO ２位 KANAI R.G 江北 ３位 TESORO M ４位

＜団体・フープ＞ 潤徳女子高等学校A １位 潤徳女子高等学校B ２位

○第３回ちはなカップ ＜千葉ポートアリーナ ４／３０＞

団体 KANAI R.G 23位 KANAI R.G江北 32位

シニア リボン 関口彩也香 12位

ジュニア ボール 齋藤 仁美 13位 若林 亜未 17位 大津 喜愛 20位

リボン 似鳥 希早 ７位 高橋 ひよ 10位 吉田 唯香 18位
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○第４回KITAKAMIさくらCUP ＜北上総合体育館 ５／６～７＞

＜Aクラス(３.４年生)＞ 鈴木 奏 15位 星野メリア 17位 山口 心優 19位 箱山 花 21位

＜Bクラス(５.６年生)＞ 牧野 莉瑚 優勝 ロープ ２位 リボン １位

岩元 心優 10位 ロープ ７位 リボン 18位

大井 美結 16位 ロープ 17位 リボン 20位

＜Cクラス(中学生)＞ 鈴木 優南 ４位 フープ ４位 ボール ４位

＜高校生＞ 渡邊 莉央 ６位 フープ ５位 リボン ３位

北村 あゆ ７位 フープ ９位 リボン ８位

堺 ひまり ９位 フープ ２位 リボン 15位

花等 凪 15位 フープ 13位 リボン 18位

佐々木遥香 20位 フープ 16位 リボン 20位

中田 早紀 フープ 17位

＜ジュニア団体＞ TESORO５位

＜シニア団体＞ 潤徳女子高等学校 優勝

○平成２９年度関東高等学校新体操選手権大会東京都予選会 ＜八王子高等学校 ５／７＞

＜団体＞ 潤徳女子高等学校 ２位

＜個人＞ 北村 あゆ 13位 フープ ９位 リボン 21位

堺 ひまり 14位 フープ 11位 リボン 18位

花等 凪 18位 フープ 17位 リボン 28位

佐々木遥香 30位 フープ 25位 リボン 33位

瀧井 美緒 31位 フープ 27位 リボン 35位

関口彩也香 33位 フープ 31位 リボン 33位

○第１５回全日本新体操ユースチャンピオンシップ ＜東京体育館 ５／１２～１４＞

堺 ひまり フープ 54位 ボール 32位 クラブ 28位 リボン 38位 総合 37位

北村 あゆ フープ 67位 ボール 117位 総合 87位

瀧井 美緒 フープ 121位 ボール 104位 総合 114位

花等 凪 フープ 113位 ボール 139位 総合 122位

佐々木遥香 フープ 185位 ボール 157位 総合 172位

関口彩也香 フープ 128位 ボール 236位 総合 196位

渡邊 莉央 フープ 161位 ボール 224位 総合 201位

中田 早紀 フープ 244位 ボール 258位 総合 256位

○平成２９年度 関東高等学校新体操大会 ＜常陸大宮市西部総合公園体育館 ６／３～４＞

団体 潤徳女子高等学校 ２位

○平成２９年度 全国高等学校新体操大会東京都予選会 ＜エスフォルタアリーナ八王子６／１０＞

団体 潤徳女子高等学校 ３位

個人 関口彩也香 フープ 11位 リボン 11位 総合 12位

北村 あゆ フープ 23位 リボン ９位 総合 13位

佐々木遥香 フープ 22位 リボン 18位 総合 19位

瀧井 美緒 フープ 32位 リボン 15位 総合 22位

○平成２９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６／１０＞

花畑中学校 ５位

○ 第５６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 ＜東京体育館 ６／１１＞

＜フープ＞鈴木 優南 ２位 吉田 唯香 10位 若林 亜未 21位 黒江 真乙 29位 齊藤 仁美 49位

小川 萌華 52位 大津 喜愛 145位

＜ボール＞加藤 仁捺 55位 高橋 ひよ 66位 平田明日香 77位
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○平成２９年度 東京都新体操競技選手権大会 兼 国民体育大会東京都予選会＜八王子学園八王子高等学校 ７／２＞

団体総合 潤徳女子高等学校 ３位

個人 北村 あゆ フープ ６位 ボール ７位 クラブ ４位 リボン ７位

関口彩也香 フープ ９位 クラブ ６位 リボン ６位

佐々木遥香 フープ 18位 ボール 11位 リボン 17位

渡邊 莉央 フープ ３位 堺 ひまり ボール ２位 原 寧々 ボール 31位

花等 凪 クラブ ５位 瀧井 美緒 リボン 10位

○平成２９年度東京ジュニア新体操選手権大会 兼 関東ジュニア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 ７／２１～２２,２４＞

＜団体1部＞ KANAI R.G ８位 TESORO 21位

＜団体2部＞ KANAI R.G 江北 優勝 TESORO M 32位 TESORO PEACH 38位

＜個人予選＞ 鈴木 優南 総合 13位 ボール 10位 リボン 10位 フープ 25位 クラブ 26位

牧野 莉瑚 総合 30位 ボール 23位 リボン 45位 フープ 29位 クラブ 23位

若林 亜未 総合 39位 ボール 28位 リボン 46位 フープ 32位 クラブ 31位

似鳥 希早 総合 41位 ボール 62位 リボン 25位

加藤 仁捺 総合 64位 ボール 55位 リボン 68位

吉田 唯香 総合 70位 ボール 45位 リボン 97位

高橋 ひよ 総合 77位 ボール 84位 リボン 75位

黒江 真乙 総合 79位 ボール 88位 リボン 73位

岩元 心優 総合 82位 ボール 74位 リボン103位

小川 萌華 総合100位 ボール103位 リボン 91位

北沢 優羽 総合172位 ボール172位 リボン157位

○平成２９年度第５６回東京都中学校総合体育大会 兼

東京都中学校選手権大会関東中学校新体操大会予選会 個人＜練馬区立光が丘体育館 ７／２５＞

鈴木 優南 総合 10位 フープ 10位 ボール ８位

若林 亜未 総合 38位 フープ 38位 ボール 48位

黒江 真乙 総合 59位 フープ 51位 ボール 58位

○平成２９年度第５６回東京都中学校総合体育大会 兼

東京都中学校選手権大会関東中学校新体操大会予選会 団体＜練馬区立光が丘体育館 ７／２６＞

団体 花畑中学校 ６位

○第２６回全日本新体操クラブ選手権 ＜東京体育館 ７/２７～２９＞

＜JJJの部＞KANAI R.G 三人総合 29位(フープ 似鳥希早25位 ボール 若林亜未10位 クラブ 高橋ひよ149位）

＜SJJの部＞KANAI R.G江北 三人総合 44位(フープ関口彩也香113位 ボール小川萌華102位 クラブ加藤仁捺115位)

＜SSSの部＞ TESORO 三人総合 14位(フープ佐々木遥香101位 ボール堺ひまり40位 クラブ北村あゆ ３位)

○平成２９年度第４８回 関東中学新体操大会 ＜大田区総合体育館 ８／８～１０＞

鈴木 優南 総合 11位 フープ 10位 ボール 18位

○第１６回立川ジュニアフレンドシップ ＜立川市泉市民体育館 ８／２０～２１＞

＜徒手・個人＞佐藤 絢香 24位 小林 彩夏 30位 井上 花音 34位 小河原芽衣 50位

＜個人＞ フープ 高橋 ひよ ２位 今井 妃夏 38位

ボール 平田明日香 16位 大津 喜愛 31位

クラブ 齋藤 仁美 ３位 植井 麻妃 59位

リボン 黒江 真乙 11位 久保田歩優光35位

シニア・クラブ 関口彩也香 優勝

クラブ対抗 KANAI R.G ４位 KANAI R.G 江北 34位
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○平成２９年度 第４８回全国中学校新体操選手権大会＜大村市体育文化センター８／２２～２４＞

鈴木優南 総合 24位 フープ 22位 ボール 26位

○第１７回全日本新体操クラブ団体選手権 ＜東京体育館 ８／２６～２７＞

ジュニアの部 KANAI R.G 37位 TESORO 52位 KANAI R.G 江北 88位

シニアの部 TESORO 優勝

○第１３回藤村CUP ＜藤村女子高等学校 １０／９＞

＜小学生の部＞フープ 今井 妃夏 優勝

クラブ 久保田歩優光 ２位

＜中学生の部＞フープ 平田明日香 25位

ボール 小川 萌華 13位 大津 喜愛 15位

クラブ 齊藤 仁美 10位

リボン 加藤 仁捺 ７位 黒江 真緒 ９位

○第７０回全日本新体操選手権大会 ＜千葉ポートアリーナ １０／２７～２９＞

＜女子団体種目別＞フープ TESORO/潤徳女子高等学校 13位

ボール3ロープ2 TESORO/潤徳女子高等学校 11位

女子団体総合 TESORO/潤徳女子高等学校 11位

○ 平成２９年度東京都中学校新体操学年別新人大会１、２年生 ＜立川市泉市民体育館１１/５ ＞

＜１年生＞学校対抗 花畑中学校 ４位

フープ 北間友紀乃 19位 迫 睦 22位 中村 愛菜 39位

ボール 黒江 真乙 ７位 伊波 夢花 39位

クラブ 加藤 仁捺 ４位 平田明日香 23位 遠藤 瑞歩 38位

リボン 小川 萌華 ７位 中本 佳奈 31位

＜２年生＞ クラブ 大津 喜愛 ８位

リボン 齋藤 仁美 23位

○平成２９年度東京都高等学校新体操秋季新人大会＜八王子高等学校 １１／１９＞

＜団体＞ 潤徳女子高等学校 優勝

＜個人＞ 堺 ひまり ４位 フープ ５位 ボール ４位

北村 あゆ ８位 フープ ８位 ボール ９位

渡邊 莉央 ９位 フープ ４位 ボール 19位

中田 早紀 23位 フープ 22位 ボール 29位

佐々木遥香 29位 フープ 19位 ボール 35位

オープン 中本 純奈 ６位 フープ ５位 ボール ５位

原 寧々 ７位 フープ ７位 ボール ３位

○第９回 町田フレンズカップ ＜町田市総合体育館 １２／２～３＞

＜団体の部＞ ジュニア TESORO ２位

シニア 潤徳女子高等学校 ３位

＜個人ジュニア＞フープ 松山明日香 ３位 吉田 唯香 33位

クラブ 牧野 莉瑚 ６位 似鳥 希早 29位

ボール 鈴木 優南 ４位 髙橋 ひよ 17位

リボン 若林 亜未 16位 岩元 心優 26位

＜個人シニア＞ フープ 渡邊 莉央 ３位

ボール 堺 ひまり １位

クラブ 北村 あゆ ５位

リボン 瀧井 美緒 11位

＜チーム対抗＞ シニア 潤徳女子高等学校 ５位

ジュニア TESORO ６位 KANAI R.G 23位
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＜種目別＞ フープ 中田 早紀 11位

ボール 佐々木遥香 10位

リボン 関口彩也香 ２位

○平成２９年度東京都高等学校新体操個人種目別大会 ＜日本女子体育大学付属二階堂高等学校１/１４＞

＜学校対抗＞ 潤徳女子高等学校 ２位

フープ渡邊 莉央 ３位 ボール堺 ひまり 優勝 クラブ北村 あゆ ４位 リボン瀧井 美緒 ２位

＜オープン戦＞フープ 中本 純奈 22位 ボール 原 寧々 13位 リボン 佐々木遥香 優勝

○第４回高崎シルクCUP ＜高崎アリーナ ２／１６～１８＞

＜ジュニア＞フープ 平田明日香 22位 大津 喜愛 25位

ボール 小川 萌華 20位 久保田歩優光 25位 星野メリア 29位 北沢 優羽 32位

クラブ 黒江 真乙 ７位 井上 花音 21位

リボン 齋藤 仁美 43位 佐藤 絢香 55位

＜シニア＞ フープ 渡邊 莉央 ３位

ボール 堺 ひまり ２位

リボン 瀧井 美緒 ５位 佐々木遥香 ６位

＜総合＞ 松山明日香 総合 ８位 牧野 莉瑚 総合 20位

加藤 仁捺 総合 50位 フープ 26位 ボール 60位 クラブ 54位 リボン 45位

＜シニア＞ 鈴木 優南 総合 17位 北村 あゆ 総合 21位

関口彩也香 総合 41位 フープ 29位 ボール 45位 クラブ 35位 リボン 38位

似鳥 希早 総合 46位 フープ 44位 ボール 47位 クラブ 41位 リボン 44位

＜団体＞ ジュニア TESORO ８位 KANAI R.G 11位

シニア 潤徳女子高等学校 ７位

○第２０回全日本新体操チャイルド選手権 ＜東京体育館 ３／２～４＞

５、６年生の部 牧野 莉瑚 57位 大井 美結 273位

３、４年生の部 星野メリア 62位 箱山 花 145位

○平成２９年度 全国高等学校新体操選抜大会＜福島県営あづま総合体育館３／２４～２５＞

団体 潤徳女子高等学校 10位

○第３１回 OHK杯瀬戸内新体操国際交流大会 東急杯新体操大会＜高松市総合体育館 ３／２９～３１＞

小学生の部 徒手(つぼみ) 小野寺凪紗 35位

小学生の部 徒手(めばえ) 立和名花梨 ６位

小学生の部 ボール 岩元 心優 ２位 北沢 優羽 20位 星野メリア 51位 箱山 花 64位 山口 心優 78位

小学生の部 リボン 牧野 莉瑚 優勝 大井 美結 優勝 関根 汐莉 29位 若林 亜海 54位

小学生の部 徒手団体 TESORO 優勝

中学生の部 クラブ団体 TESORO 優勝

中学生の部 １部ボール 松山明日香 ９位

シニアの部 フープ団体 TESORO ２位

シニアの部 ボール 堺 ひまり ３位 鈴木 優南 ４位 瀧井 美緒 14位

シニアの部 フープ 北村 あゆ 12位 渡邊 莉央 13位 花等 凪 16位 佐々木遥香 20位

東急杯 TESORO ２位

○HAPPY CUP＜国立オリンピック記念青少年総合センター３／２９～３０＞

ジュニア ボール 久保田歩優光 22位

クラブ 井上 花音 59位

リボン 小林 彩夏 24位 佐藤 絢香 28位 小河原芽衣 33位

シニア 似鳥 希早 フープ 79位 ボール 117位 総合 105位




