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【登録数（事務局)】
●団体登録数２６クラブ（Ｈ２６年度２３クラブ）

●連盟個人登録数４０６名（Ｈ２６年度２０５名）

●日本バドミントン協会個人登録数１９６名（Ｈ２６年度１９１名）

【大会等（大会運営部）】

月 日 曜日 大会名 開催場所 参加数・内容

4 12 日 第１４回社会人リーグ戦 県体・トレセン 参加４５チーム

5 31 日 第１１回関東社会人クラブ対抗大会予選 宇南高 参加６チーム（一般男子）

6 7 日 第３回トライアングル交流大会 トレセン 参加男子１２チーム

7 4・5 土・日 第８回全日本社会人ｸﾗﾌﾞ大会（個人戦） 神奈川県小田原市 参加延べ１６名

7 18 土 第１１回関東社会人クラブ対抗大会 県体 参加１６チーム

7 12 日 全日本シニア選考会（単・混合） トレセン 参加単33名・混合7組

7 26 日 全日本シニア選考会（複） トレセン 参加30組

9 6 日 第１７回県シニア選手権大会（単・混合） トレセン 参加単5組・混合0組

13 日 第１７回県シニア選手権大会（複） 参加0組　実施なし（強化練習振替）

10 4 日 第１５回社会人リーグ戦 県体・真岡総体 参加４５チーム

11 20～23 金～月 第３２回全日本シニア大会 福井県敦賀市 申込取りまとめ（参加延べ120名）

2 26～28 金～日 第３１回関東シニア大会 神奈川県小田原市 申込取りまとめ（参加延べ42名）

3 19・20 土・日 第１６回全国社会人ｸﾗﾌﾞ対抗大会 大阪府大阪市 参加４チーム（一般男子・女子）

【強化練習等（指導強化部）】

月 日 曜日 強化・講習会名 開催場所 講師・内容

8 23 日 全日本大会出場者強化練習会 トレセン 社ク連参加10名、その他26名

9 13 日 県協会国体強化練習会 県体 県シニア実施不可の為振替

3 12 土 ステップアップ練習会（県南） 小山城南高校 社ク0名、他19名

3 26 土 ステップアップ練習会（県北） 那須清峰高校 社ク1名、他30名

3 27 日 ステップアップ練習会（県央） 宇都宮南高校 社ク4名、他23名

【審判講習会等（審判部）】

月 日 曜日 強化・講習会名 開催場所 講師・内容

5 31 日 ３級検定講習会・リフレッシュ講習会 宇南高 講師：遠井努氏　参加１２名

【総会・理事会】

月 日 曜日 内容 開催場所 関係者・参加者

4 11 土 社会人クラブ連盟総会 県体会議室 会長以下理事13名・クラブ代表者5名

7 5 土 全日本社会人ｸﾗﾌﾞ連盟総会 神奈川県 松久

7 8 水 臨時理事会（関東大会打ち合わせ） 事務局（イースト） 理事６名

12 5 土 全日本社会人ｸﾗﾌﾞ連盟理事会 愛知県 松久

3 19 土 全日本社会人ｸﾗﾌﾞ連盟理事会 大阪府 松久

3 26 土 社会人クラブ連盟理事会 事務局（イースト）

【その他】

月 日 曜日 内容 開催場所 関係者・内容
4 29 水 県協会慰労会 松久

2 12 木 平成２７年度県体育館調整会議 県体 田野

3 13 日 日本協会登録システム運用会議 トレセン 松久・田野

平成2７年度栃木県社会人クラブバドミントン連盟事業報告書



１　収入の部 4,224,956円

２　支出の部 3,903,340円 差引残高 321,616円

１　収入の部 （単位：円)

科　　　　　　　　　　目
本年度予算額

（Ａ）
本年度決算額

（Ｂ）
比　　　　　　較

（Ａ）－（Ｂ）
備　　　　　　　　考

1 平成26年度繰越金 224,748 224,748 0

2 平成27年度登録料 834,000 1,034,000 -200,000
　県社会人クラブ連盟団体登録料 414,000 468,000 -54,000 18000x26チーム

　県社会人クラブ連盟個人登録料 45,000 63,400 300x208名,500x2名

　日本バドミントン協会個人登録料 375,000 502,600 -127,600 2500x154名,2800x42名

3 各種大会参加料 2,061,000 2,188,500 -127,500
　関東社会人クラブ対抗予選 40,000 48,000 -8,000

　全国社会人クラブ対抗予選 32,000 0 32,000

　社会人リーグ（４月） 240,000 266,500 -26,500

　社会人リーグ（10月） 240,000 270,000 -30,000

　全日本シニア選考会 195,000 214,000 -19,000

　県シニア 60,000 10,000 50,000

　スポーツマスターズ予選 0 0 0

　トライアングル団体戦 54,000 54,000 0

　県外大会参加料 1,200,000 1,006,000 194,000 全国社ク・全日本ｼﾆｱ・関東ｼﾆｱ

　関東社会人クラブ対抗大会 0 320,000 -320,000 栃木県開催

4 県協会補助金 20,000 110,000 -90,000 関東大会（100000） ＨＰ補助（10000）

5 その他 1,000 167,208 -166,208 登録料、練習会参加費、銀行利子等

　審判更新料 0 500,500 -500,500

計 3,140,748 4,224,956 -1,084,208

２　支出の部 （単位：円)

科　　　　　　　　　　目
本年度予算額

（Ａ）
本年度決算額

（Ｂ）
比　　　　　　較

（Ａ）－（Ｂ）
備　　　　　　　　考

1 事務費 340,000 320,892 19,108
　　消耗品費 10,000 255 9,745

　　通信運搬費 15,000 16,575 -1,575

　　印刷製本費 20,000 7,720 12,280

　　旅費 150,000 126,150 23,850 全国理事会等

　　慶弔費 20,000 27,500 -7,500

　　備品費 5,000 0 5,000

　　広告費 15,000 15,000 0 関東社ク対抗 全国社ク対抗

　　交際費 15,000 0 15,000

　　各種手当て 80,000 119,000 -39,000
　　その他 10,000 8,692 1,308

2 分担金 405,000 622,800 -217,800
　全国社会人クラブ連盟 12,000 11,800 200

　県協会登録（団体） 138,000 156,000 -18,000 6000x26チーム

　個人登録料 255,000 455,000 -200,000 1500x182名

3 研修費（競技審判部） 20,000 505,900 -485,900
審判員資格者管理費 10,000 0 10,000

審判更新料 0 500,500 -500,500

審判講習会（資格取得） 10,000 5,400 4,600
審判員派遣費 0 0 0

4 大会運営費（大会運営部） 2,020,000 1,815,830 204,170
　関東社会人クラブ対抗予選 40,000 38,738 1,262 9,262

　全国社会人クラブ対抗予選 30,000 0 30,000 0

　社会人リーグ（４月） 240,000 263,306 -23,306 3,194

　社会人リーグ（10月） 240,000 269,948 -29,948 52

　全日本シニア選考会 160,000 155,058 4,942 58,942

　県シニア 60,000 28,780 31,220 -18,780 

　トライアングル団体戦 50,000 54,000 -4,000 0

　県外大会参加料 1,200,000 1,006,000 194,000 0

5 強化費（指導強化部） 40,000 54,175 -14,175
　全国・関東大会出場者強化 25,000 23,795 1,205
　ステップアップ練習会（各地） 15,000 30,380 -15,380 年３回、ｼｬﾄﾙ・会場費等

6 会議費（事務局） 17,000 14,572 2,428
　総会費 10,000 11,552 -1,552 通信・印刷等

　理事会費 2,000 3,020 -1,020 資料作成等

　部内調整会議費 5,000 0 5,000

7 寄附金 0 0 0

8 予備費 24,748 0 24,748

9 その他 270,000 569,171 -299,171
　役員手当 45,000 48,000 -3,000

　選手激励金 175,000 210,000 -35,000

　関東社会人クラブ対抗大会 0 289,334 -289,334 栃木県開催

　ＨＰ作成費 50,000 21,837 28,163

計 3,136,748 3,903,340 -280,692

平成２７年度　栃木県社会人クラブバドミントン連盟　収支決算報告書



月 日 曜日 行事内容 会場 主催 主管
9 （土） 県社ク連総会 宇市体東控室 県社ク連 事務局

17 （日） 県社会人リーグ戦 県体・トレセン・作新大 県社ク連 大会運営部

16 （土） 県協会総会 清原体大会議室 県協会 県協会

15 （日） 県社会人選手権大会（複） 日産体 県協会 県実連

22 （日） 県社会人選手権大会（単） 日産体 県協会 県実連

未定 （日） 関東社会人クラブ対抗県予選 未定 県社ク連 大会運営部

11・12 (土)・(日) 全国社会人クラブ大会（個人戦） 和歌山県和歌山市 全国社ク連 和歌山県社ク連

12 （日） トライアングル団体戦 トレセン 県社ク連 大会運営部

25 （土） 国体選考会 トレセン 県協会 県協会

26 （日） 国体選考会 日産体 県協会 県協会

26 （日） ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ県予選 未定 県協会 県ﾚﾃﾞｨｰｽ連盟

2 （日） 全日本シニア県選考会（複） 県北体 県協会 大会運営部

10 （日） 全日本シニア県選考会（単・混合複） トレセン 県協会 大会運営部

未定 　 関東社会人クラブ対抗大会 未定 関東社ク連 埼玉県社ク連

29～31 (金)～(日) 関東スポ少交流大会 県体 全国小学連 県小学連

7 （日） 県混合ダブルス大会 県北体 県協会 県協会

19～21 (金)～(日) 国体関東ブロック予選 山梨県小瀬 日本体育協会 山梨県協会

28 （日） 全国大会出場者強化練習会 日産体 県社ク・実連 指導強化部

2～7 （金）～（水） 全日本社会人選手権大会 愛知県一宮市 日本協会 愛知県協会

未定 (金)～(日) 関東総合選手権大会 関東連盟

4 （日） 県シニア選手権大会（複） トレセン 県協会 大会運営部

25 （日） 県シニア選手権大会（単・混合複） 県体 県協会 大会運営部

24～26 (土)～(月) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2016 秋田県美郷町 日本体育協会 秋田県協会

2 （日） 県社会人リーグ戦 未定・ﾄﾚｾﾝ・作新大 県社ク連 大会運営部

2～5 （日）～（水） 国民体育大会 岩手県北上市 日本体育協会 秋田県協会

16 （日） 県民スポーツ大会 県体 県体育協会 県協会

11～14 (金)～(月) 全日本シニア選手権大会 東京都八王子市 日本協会 東京都協会

２８～12/4 (月)～(日) 全日本総合選手権大会 東京都代々木 日本協会 東京都協会

未定 （日） 全国社会人クラブ大会県予選 未定 県社ク連 大会運営部

10・11 (土)・(日) コーチングキャンプ2016 県北体 日本指導者連盟 県協会指導部

3～5 (金)～(日) 関東シニア選手権大会 東京都 関東連盟 東京都協会

4 （土） 日本リーグ2016宇都宮大会 県体 日本リーグ実行委員会 県協会

5 （日） 県オープン大会 トレセン 県協会 県協会

19 （日） 県総合選手権大会（複） トレセン 県協会 県協会

12 （日） 県総合選手権大会（単） トレセン 県協会 県協会

18・19 (土)・(日) 全国社会人クラブ対抗大会 愛知県一宮市 全国社ク連 愛知県社ク連

ステップアップ練習会（北部） 県社ク連 指導強化部

ステップアップ練習会（中部） 県社ク連 指導強化部

ステップアップ練習会（南部） 県社ク連 指導強化部

※網掛けは県社ク連関連事業です。

【県内会場の名称及び住所】
●県体（栃木県体育館） ●フォレスト（鹿沼総合体育館フォレストアリーナ）
　宇都宮市中戸祭1-6-3　℡028-622-4201 　鹿沼市下石川６９４−  １　℡0289-72-1300
●県北体（栃木県立県北体育館） ●鹿沼市体（鹿沼市体育館）
　大田原市美原3-2-62　℡0287-22-8012   　鹿沼市さつき町１５　℡0289-76-1673
●県南体（栃木県立県南体育館） ●上三川（上三川町体育センター）
　小山市外城371-1　℡0285-21-0021 　上三川町上三川4270　℡0285-56-7328
●トレセン（栃木県総合運動公園トレーニングセンター） ●石橋体（下野市石橋体育センター）
　宇都宮市西川田4-1-1　℡028-658-0128 　下野市大松山１－７－１　℡0285‐52‐1124
●宇市体（宇都宮市体育館） ●芳賀（芳賀町第２体育館）
　宇都宮市元今泉5-6-18　℡028-663-1611 　芳賀町大字与能861-1　℡028－677－5155
●清原体（宇都宮市清原体育館） ●真岡総体（真岡市総合体育館）
　宇都宮市清原工業団地14　℡028-667-1227 　真岡市 田町1251-1　℡0285-84-2811
●河内体（宇都宮市河内体育館） ●日産体（日産自動車栃木体育館）
　宇都宮市中岡本町3225　℡028-673-5600  　上三川町 上蒲生2500　℡0285-56-1209

【主催・主管団体の名称】
：日本バドミントン協会 県実連 ：栃木県実業団バドミントン連盟

：全国社会人クラブバドミントン連盟 県レ連 ：栃木県レディースバドミントン連盟

：関東バドミントン連盟 県学連 ：栃木県学生バドミントン連盟

：関東社会人クラブバドミントン連盟 県小学連 ：栃木県小学生バドミントン連盟

：栃木県社会人クラブバドミントン連盟 鹿沼市協会 ：鹿沼市バドミントン協会

各都県協会 ：各都県バドミントン協会 宇都宮市協会 ：宇都宮市バドミントン協会

11

12

２

３

未
定

８

平成２８年度栃木県社会人クラブバドミントン連盟事業計画
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関東連盟

関東社ク連

県社ク連

日本協会

全国社ク連



１　収入の部 3,447,616円

２　支出の部 3,447,616円

１　収入の部 （単位：円)

科　　　　　　　　　　目
本年度予算額

（Ａ）
前年度予算額

（Ｂ）
比　　　　　　較
（Ａ）－（Ｂ） 備　　　　　　　　考

1 平成27年度繰越金 321,616 224,748 96,868

2 平成28年度登録料 1,010,000 834,000 176,000
県社会人クラブ連盟団体登録料 450,000 414,000 36,000 18000x２５チーム

県社会人クラブ連盟個人登録料 60,000 45,000 15,000 300x200名

日本バドミントン協会個人登録料 500,000 375,000 125,000 2500x200名（団体で登録）

3 各種大会参加料 2,095,000 2,061,000 34,000
　関東社会人クラブ対抗予選 32,000 40,000 -8,000 8000x4チーム

　全国社会人クラブ対抗予選 32,000 32,000 0 8000x4チーム

　社会人リーグ（４月） 270,000 240,000 30,000 6000x45チーム

　社会人リーグ（10月） 270,000 240,000 30,000 6000x45チーム

　トライアングル団体戦 36,000 54,000 -18,000 3000x12チーム

　全日本シニア予選 195,000 195,000 0 2000x130名（延べ）

　県シニア大会 60,000 60,000 0 2000x30名（延べ）

　県外大会参加料 1,200,000 1,200,000 0 全国・関東大会

4 県協会補助金 20,000 20,000 0 審判登録・ＨＰ補助金

5 その他 1,000 1,000 0 銀行利子等

計 3,447,616 3,140,748 306,868

２　支出の部 （単位：円)

科　　　　　　　　　　目
本年度予算額

（Ａ）
前年度予算額

（Ｂ）
比　　　　　　較
（Ａ）－（Ｂ） 備　　　　　　　　考

1 事務費 350,000 340,000 10,000
　　消耗品費 10,000 10,000 0

　　通信運搬費 20,000 15,000 5,000

　　印刷製本費 10,000 20,000 -10,000

　　旅費 150,000 150,000 0 全国理事会等

　　慶弔費 20,000 20,000 0

　　備品費 5,000 5,000 0

　　広告費 15,000 15,000 0 関東・全国大会

　　交際費 10,000 15,000 -5,000

　　各種手当て 100,000 80,000 20,000

　　その他 10,000 10,000 0

2 分担金 502,000 405,000 97,000
　全国社会人クラブ連盟 12,000 12,000 0

　県協会登録（団体） 150,000 138,000 12,000 6000x25チーム

　県協会登録（個人） 140,000 0 140,000 700x200名

　個人登録料 200,000 255,000 -55,000 1000x200名

3 研修費（競技審判部） 30,000 20,000 10,000
審判員資格者管理費 10,000 10,000 0

審判講習会（資格取得） 10,000 10,000 0

審判員派遣費 10,000 0 10,000 関東スポ少交流大会

4 大会運営費（大会運営部） 2,130,000 2,040,000 90,000
　関東社会人クラブ対抗予選 40,000 40,000 0 会場・シャトル他

　全国社会人クラブ対抗予選 40,000 30,000 10,000 会場・シャトル他

　社会人リーグ（４月） 280,000 240,000 40,000 会場・シャトル他

　社会人リーグ（10月） 280,000 240,000 40,000 会場・シャトル他

　トライアングル団体戦 70,000 70,000 0 会場・シャトル他

　全日本シニア予選 170,000 160,000 10,000 会場・シャトル他

　県シニア大会 50,000 60,000 -10,000 会場・シャトル他

　県外大会参加料 1,200,000 1,200,000 0 全国・関東大会

5 強化費（指導強化部） 60,000 40,000 20,000
　全国・関東大会出場者強化 30,000 25,000 5,000 年３回、外部講師謝礼等

　ステップアップ練習会（各地） 30,000 15,000 15,000 年３回、ｼｬﾄﾙ・会場費等

6 会議費（事務局） 30,000 17,000 13,000
　総会費 15,000 10,000 5,000 通信・印刷等

　理事会費 5,000 2,000 3,000 資料作成等

　部内調整会議費 10,000 5,000 5,000 各部年３～４回

7 寄附金 0 0 0

8 予備費 37,616 24,748 12,868

9 その他 308,000 270,000 38,000
　役員手当 48,000 45,000 3,000

　選手激励金 210,000 175,000 35,000

　ＨＰ作成費 50,000 50,000 0

計 3,447,616 3,156,748 290,868

　　平成２８年度　栃木県社会人クラブバドミントン連盟　予算書



監査

大会運営部 競技審判部 指導強化部 ○沢畑克人（大平クラブ）

部　長 部　長 部　長 ○篠崎淳（Ｅａｓｔ）

◎弓田喜文（ＺＥＲＯ） ◎田中一弘（ＹＹＣ） ◎上野健太（Ｅａｓｔ） 県協会役員

副部長 副部長 副部長

○別井一彦（Ｍ.Ｂ.Ｃ） ○井伊博亮（ｼｬﾄﾙ２１） 別井晃（会長）

○薄井実（ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝSC） 松久竜史（副理事長）

部　員 部　員 部　員 田野幸一（理事）

若干名 若干名 若干名

（協力者を随時募集） （協力者を随時募集） （協力者を随時募集） 大会運営担当

混合（主）田野幸一

国体（副）松久竜史

オープン（副）弓田喜文

◎は常任理事

○は理事

事務局

事務局長　◎田野幸一（Ｅａｓｔ）　　

　副事務局長　◎伊東由美子（ＺＥＲＯ）　　　　広報（HP担当）　○谷口光弘（フクロウ）

執行部

平成２８・２９年度　栃木県社会人クラブバドミントン連盟役員

会　長

別井晃

副会長

田中克巳（Dream)

理事長

◎松久竜史（ＺＥＲＯ）

副理事長

◎岡田正（PHOENIX）

【栃木県社会人クラブバドミントン連盟事務局】
〒３２１－０９０４　宇都宮市陽東５－２－１２（ラケッショップイースト内）

ＴＥＬ/０２８－６１６－２０７０　　ＦＡＸ/０２８－６１６－２０７１



優秀選手表彰

　　第８回全国社会人クラブバドミントン大会（個人戦）
　　５０歳以上男子シングルス　優勝　渡辺勝浩（East）

　　第３回大会から６連覇
　　　※第３回大会は４５歳以上男子シングルスで優勝

競技結果

21-11
２回戦 ２ 21-  8 ０

21-  9
準々決勝 ２ 21-  7 ０

21-  8
準決勝 ２ 21-11 ０

21-  5
決勝 ２ 21-10 ０

駒木根常信
（静岡・SWAC）

【第８回大会】

【第７回大会】

土坂浩也
（京都・

SOUTHERNCLUB）

森本順
（愛知・名北クラ

ブ）

楠本直樹
（大阪・豊中クラ

ブ）

【第３回大会】

【第４回大会】

【第５回大会】

【第６回大会】



【　重　要　】　　個人登録について

昨年度より日本バドミントン協会の登録方法が変更になりました。

本連盟や県協会、他連盟も昨年度は手探り状態で登録を行っておりましたが、１年間で数多くの

疑問点や問題点があげられ、日本協会に随時質問や改善を繰り返してきました。

現在のところ、登録に関してはパソコンやスマートフォンを利用して個人で登録や会費の決済が

できるようなシステムになっております。

登録料につきましては社会人クラブ連盟登録には２,５００円が必要になりますが、その内訳に

ついては以下のようになっております。

登録料

\1,000

\700

\800

\2,500

県協会・本連盟の登録料は運営上必要不可欠な資金であり、これにより会員の皆様が競技を

安心かつ円滑に行っていけるようになっております。

しかしながら、現システムにおいてこの登録料が一旦日本協会へ入り、その後各協会（連盟）に

戻ってくるという流れになっており、戻ってくるまでに最大３ヶ月、さらに戻ってくる際の振込手数

料は自己負担となっており、各連盟において非常に負担になっているというのが現状です。

先日、県協会召集のもと各連盟との協議が行われ、この負担をなくすべく登録方法の見直し

を行いました。

これにより、各連盟とも個人単位での登録はできる限りなくし、各連盟において一括して登録を

行うようにすることとなりました。

一括の利点として、登録料を会員から徴収し、今までは一度全額を日本協会に支払っていた

ものを、日本協会登録料の1000円のみを支払い、残りは手元に残すことで戻りまでの期間と

手数料を省けるというものです。

しかしこの方法では栃木県の登録料をシステム上1000円とする必要があり、個人で登録をする

方々は1000円で日本協会の登録が完了し、県協会や本連盟への登録料を支払わなくて済んで

しまうという不公平な問題が発生します。

システム上の不公平感をなくすため、本県登録において1500円の登録料を支払いがない会員

は本県登録選手として認めないこととします。

つまり、日本協会登録をしていても県協会主催大会（全国予選等）には出場資格が認められ

ないことになります。

従いまして、今まで通り日本協会登録希望者は連盟にて一括登録が望ましいということになり

ますので、個人での登録は行わず、本連盟を通しての登録のご協力をお願いいたします。

～追伸～

現在もシステムの不備や不明点があるなかで、県協会・本連盟事務局も手探り状態で業務を

行っております。従いまして年度内や来年度に変更点等がある場合もございます。

出来る限り会員の皆様には速やかに対応したいと思っておりますのでご理解とご協力をどうぞ

宜しくお願い致します。

～登録に関するご質問やお問合せ～

栃木県社会人クラブバドミントン連盟　　　事務局　　田　野　幸　一

ＴＥＬ　０９０－８６８０－３０６７ ＦＡＸ　０２８－６１６－２０７１

Ｅ-ｍａｉｌ　ｋ－ｔａｎｏ＠ｒｓ－ｅａｓｔ.ｃｏｍ

合計

内容

　日本バドミントン協会個人登録料

　栃木県バドミントン協会個人登録料

　栃木県社会人クラブバドミントン連盟個人登録料



平成２７年４月１日より連盟HPを開設いたしました。
皆様により便利にご使用いただくために、希望者（会員に限る）には更新通知メールを送ります。
更新メールが来ましたら何かの連絡等が更新されていますので、HPよりご確認いただくことで
最新の情報を得ることができます。
もちろんお知らせメールを受け取らなくても随時HPで情報確認はできます。
各チーム代表者様がHPを閲覧する環境がない場合は従来通り郵送での情報伝達もいたします。

【お知らせメール配信登録方法】

現在、団体で登録いただいているメールアドレスには自動的に更新お知らせメールが届きます。
従来通りの添付ファイルはありませんので、HPより内容をご確認ください。
また、会員様でご希望の方は件名に「お知らせ配信希望」と入力し、配信希望のメールアドレス
より下記メールアドレスへメールしてください。

※今年度登録されている方は

　あらためて登録の必要はございません。

【加盟団体案内の情報提供のお願い】

現在までに、転勤等で本県に来られた方やこれからバドミントンを始めるまたは久しぶりに
バドミントンがしたいなどの問い合わせでどこかバドミントンができるクラブはありませんか？
という方がたまに事務局に来ています。
事務局では加盟団体様の情報を提供したいのですが、まだ全クラブの活動状況を把握できて
いないというのが現状です。
各クラブ毎に「クラブ員募集」や「ビジター歓迎」もしくは「部外者出入禁止」などいろいろ事情が
あると思います。
情報提供（HP掲載）していただけるクラブは上記「お知らせメール配信登録アドレス」へ掲載
可能な情報をご入力の上送信してください。
掲載できる情報は以下の通りです。

①クラブ名（略称）
②代表者
③連絡先（TELまたはメールまたはその双方）
④主な活動場所
⑤主な活動日
⑥部員募集の有無
⑦ビジター参加の可否
⑧簡単なクラブ紹介（写真の添付も可）
⑨クラブホームページの有無（ありの場合はURL）

上記情報で希望するものだけで結構ですので情報提供をお願いします。

何も情報提供がない場合は①クラブ名のみ掲載させていただきます。

情報に変更がある場合は随時更新しますのでメールにてお知らせください。

http://www.tochigi-msbf.com

栃木県社会人クラブバドミントン連盟ホームページについて

info@tochigi-msbf.com

栃木県社会人クラブバドミントン連盟ホームページURL

お知らせメール配信希望登録アドレス



第１章 総　則

（名称）
第１条 本連盟は、栃木県社会人クラブバドミントン連盟（以下、本連盟）と称する。　
（事務所）
第２条 本連盟の事務所は、栃木県内におく。

第２章 目的と事業

（目的）
第３条 本連盟は、県内におけるバドミントン競技の普及と発展を図るとともに、併せて加盟団体の

親睦を図ることを目的とする。

（事業）
第４条　本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。       

① 競技会の開催
② 各種競技会への参加及び開催への協力
③ 競技力向上のための選手強化
④ 審判・指導者の技術向上及び有資格者の拡大
⑤ その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

第３章 組織及び登録

（組織）
第５条 本連盟は、登録した団体をもって組織する。

（登録）
第６条 本連盟に登録し加盟した団体は、年度当初に別に定める様式により登録を申込むものとする。

2 本連盟に登録し加盟した団体は、総会で決定された金額を毎年４月末までに納入しなければ
ならない。

第４章 役　員

（役員）
第７条　本連盟に次の役員をおく。

① 会　　長 １名
② 副 会 長 若干名
③ 理 事 長 １名
④ 副理事長 若干名
⑤ 常任理事 若干名

（事務局長・執行部部長）
⑥ 理事 若干名

（執行部副部長）
⑦ 監　　事 ２名

（任務）
第８条 会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、総会の議決に基づき、本連盟の業務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
5 常任理事は、常任理事会を組織し、総会及び常任理事会の議決に基づき、本連盟の業務を

執行する。
6 監事は、本連盟の業務の執行を監査する。なお、業務の執行または財務の状況について

不備が判明した場合、これを常任理事会及び総会に報告し改善を求める。

（役員の選出及び決定）
第９条 役員は、理事会にて選出し、総会にて決定する。

（任期）
第10条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

第５章 会　議

栃木県社会人クラブバドミントン連盟規約



（会議）
第11条 本連盟の会議は、総会及び理事会とする。

（総会）
第12条 総会は、毎年１回、会長が招集し開催する。但し、理事会が必要を認めた時は、臨時に

開催することができる。
2 総会の構成員は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事及び各加盟団体の

代表者とし、議事は出席者の過半数をもって決する。
3 総会は、次のことを審議又は議決する。

① 事業及び収支決算報告の承認に関する事項
② 事業計画及び予算編成に関する事項
③ 役員の選任に関する事項
④ 規約に関する事項
⑤ その他理事会において総会に付することを適当と認めた事項

（常任理事会及び理事会）
第13条 常任理事会及び理事会は、必要に応じて理事長が召集し開催する。

2 常任理事会の構成員は、理事長、副理事長、常任理事、監事とし、議事は出席者の過半数をもって
決する。また、会長、副会長の出席が必要と認めた時は、この会に同席できることとする。

3 理事会の構成員は、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事とし、議事は出席者の過半数をもっ
て決する。また、会長、副会長の出席が必要と認めた時は、この会に同席できることとする。

第６章 執行部

（執行部）
第14条 本連盟の業務執行のために次の各部を設ける。

① 事務局 会議等の案内、準備、各種登録、会計、議事に関する記録、報告等
② 競技審判部 公認審判員の管理、審判講習会の案内、準備、運営、記録、報告等
③ 大会運営部 大会の案内、準備、運営、記録、報告等
④ 指導強化部 練習会及び講習会の案内、準備、運営、記録、報告等

（執行部の構成）
第15条 執行部は、常任理事会より推薦を受け会長の承認を得た者をもって構成する。

2 前条の各部に次の執行役員をおく。
① 部　長（常任理事） １名 （必要とする資格を有する者）
② 副部長（理事） 若干名
③ 部　員 数名

第７章 会　計

（経費）
第16条 本連盟の会計は、次に掲げるもので支弁する。

① 登録料
② 事業収支
③ 補助金
④ その他

（会計年度）
第17条 本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第８章 補　則

（雑則）
第18条 その他、本連盟に必要な事項は、理事会にて決定する。

附則１ この規約は、1990(平2)年４月１日から施行する。
附則２ この規約は、2002(平14)年４月１日から施行する。
附則３ この規約は、2006(平18)年４月１日から施行する。
附則４ この規約は、2008(平20)年４月１日から施行する。
附則５ この規約は、2009(平21)年４月１日から施行する。



（目的）
第１条 本連盟の円滑なる業務遂行に必要な支出の基準を明確にすること目的とする。

（適用範囲）
第２条 この確認書は、本連盟の業務遂行に関することに適用する。

（収入）
第３条 本連盟の業務遂行に必要とする収入項目は次のとおりとする。

① 連盟加盟登録料 ② 補助金
③ 各種行事参加料 ④ その他

（支出）
第４条 本連盟の業務遂行に必要とする支出項目は、次のとおりとする。

① 各加盟団体への登録料・分担金 ② 大会運営費
③ 指導強化費 ④ 審判講習等（研修費）
⑤ 事務費 ⑥ 通信費
⑦ 会議費 ⑧ 役員手当
⑨ 出張旅費 ⑩ 慶弔費
⑪ 交際費 ⑫ 激励金
⑬ その他

（金額の範囲）

第５条 本連盟の役員及び業務遂行に伴う前条の支出及び手当等の金額は、次のとおりとする。

No

1 会長・副会長（役員手当）

2 理事長・事務局長（役員手当）

3

活動経費

業務日当 業務内容により事業責任者判断

案内通知(大会要項等)作成

案内通知発送

体育館使用打ち合わせ

事業(大会)の取りまとめ 社会人リーグ戦は\3,000

大会プログラム作成

代表者会議出席

理事会・総会（総会は理事に限る）

３時間を過ぎた時に追加

6 出張旅費（宿泊費）

２日目は\4,000

以降１日につき+\1,000

県外大会の取りまとめ 報告書作成等含む

関東・全国社ク大会

関東シニア大会

全日本シニア大会

9 慶弔費

10 交際費

11 その他（外部派遣講師謝礼金） 交通費・食事代・宿泊費は別途

12 その他（体育館年間使用調整会議）

13 その他（登録一覧作成）

14 その他（議事録作成） 理事会・総会
全国大会出場団体及び個人

15 激励金

※１大会につき

※1 この確認書は2014(平26)年４月１日から施行する。
※2 この確認書に記載されてない内容は、理事会にて決定する。

栃木県社会人クラブバドミントン連盟各種経費に関する確認書

項　　目 金　　額 備　考

￥5,000（年間）

5
一律￥1,000（1人）

一律￥1,000（延長）

￥10,000（年間）

4

￥2,000以内

￥1000（一活動）

￥500（一活動）

￥1,000（一回）

￥1,000（一活動）

￥1,000（一活動）

￥1,000（一活動）

実費にて精算

副理事長・執行部部長（役員手当） ￥3,000（年間）

7 全国/関東社ク連会議への出張手当 ￥3,000（1日）

8
￥5,000（一大会）

￥7,000（一大会）

￥10,000（一大会）

※本連盟に登録済みで全国・関東
社会人クラブ連盟主催大会・全日
本社会人大会・全日本シニア大
会・日本スポーツマスターズ・全
日本総合に参加する団体・選手
　　　　　　　　　　（要申請）

￥10,000（団体戦）
￥3,000（個人戦）

都度理事会で決定

都度担当者判断

都度理事会で決定

一律￥2,000（1回）

￥3,000（年間）

一律￥500（1議事録）


