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第１号議案 令和３年度事業報告 

第２号議案 令和３年度決算報告並びに監査報告 

第３号議案 令和４年度事業計画(案) 

第４号議案 令和４年度予算(案) 
 
 

4. 加盟団体の事業報告及び事業計画 
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第１号議案

会　場 摘　　要

令和3年 4月～7月
東京2020オリンピック
チケット販売事業

-
無観客開催の決定により
チケット料金払い戻し

4月22日 (木) 第1回理事会　
総合体育館
研修室

定期総会議案、体育賞
被表彰者の選考

5月 9日 (日) 定期総会・体育賞授与式　 書面議決

6月 6日 (日) 総 体力測定会　 総合体育館 協力事業

7月 6日 (火) オ
東京2020オリンピック
聖火リレー

みらい通り 協力事業

7月13日 (火) 東
第53回入間東部地区駅伝競走大会
総会・第1回実行委員会

ふじみ野市 実施の検討

8月17日 (火) 東
第53回入間東部地区駅伝競走大会
第2回実行委員会

ふじみ野市 中止の決定

10月19日 (火) 第2回常任理事会
総合体育館
会議室２

事業の実施可否等、体
育賞規定の一部改正

11月 4日 (木) 第3回常任理事会
総合体育館
会議室２

事業の実施方法等

11月16日 (火) 第2回理事会
総合体育館
研修室

事業の実施方法等、体
育賞規定の一部改正

11月21日 (日) 総 体力測定会 総合体育館 協力事業

令和4年 1月21日 (金) 第4回常任理事会
総合体育館
会議室２

来年度以降の町民体育
祭の実施方法等

2月 3日 (木) 第3回理事会
総合体育館
研修室

来年度以降の町民体育
祭の実施方法等

3月～4月
第29回ヘルシー三芳
ふるさとウォーキング大会

上富地域の周回
コース

3/1～4/28の期間内で自
由参加での実施

令和３年度　事業報告

日　程 事　　業　　名

 1



【主な中止事業】

会　場 摘　　要

6月 3日 (木) 第１回常任理事会　
総合体育館
会議室２

中止

10月10日 (日) 第62回町民体育祭 運動公園グラウンド 中止

令和4年 1月16日 (日) 第42回三芳町新春ロードレース大会 役場周回コース 中止

2月13日 (日) 東 第53回入間東部地区駅伝競走大会 ふじみ野市担当 中止

三芳町体育協会

会長　島 田 喜 昭

　　  上記のとおり報告いたします。

　　　　　令和４年５月２２日

日　程 事　　業　　名

※「総」は総合体育館、「東」は入間東部地区体育協会連絡協議会、「オ」はMIYOSHIｵﾘﾝﾋﾟｱｰﾄﾞ推進課の主催事業
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第３号議案

会　場 摘　　要

令和4年 4月 7日 (木) 第1回常任理事会　
総合体育館
会議室2

4月19日 (火) 第1回理事会
総合体育館
研修室

5月15日 (日) 総 体力測定会 総合体育館 協力事業

5月22日 (日) 定期総会・体育賞授与式　
総合体育館
研修室･会議室

6月 2日 (木) 第2回常任理事会　
総合体育館
会議室２

6月14日 (火) 第2回理事会
総合体育館
研修室

7月 5日 (火)
第63回町民体育祭
第1回実行委員会

総合体育館
研修室

7月22日 (金) NHKラジオ体操 運動公園グラウンド 協力事業

8月23日 (火)
第63回町民体育祭
第2回実行委員会

総合体育館
研修室

9月 3日 (土) みよしまつり模擬店参加　 運動公園グラウンド 予備日9/4(日)

9月 6日 (火)
第63回町民体育祭
正副リーダー説明会

総合体育館
研修室

9月27日 (火)
第63回町民体育祭
第3回実行委員会

総合体育館
研修室

10月9日 (日) 第63回町民体育祭 運動公園グラウンド 予備日なし

10月19日 (水) 第3回常任理事会
総合体育館
会議室２

10月25日 (火)
第63回町民体育祭
第4回実行委員会

総合体育館
研修室

11月10日 (木) 第4回常任理事会
総合体育館
会議室２

11月22日 (火) 第3回理事会
総合体育館
研修室

令和４年度　事業計画 （案）

日　程 事　　業　　名
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会　場 摘　　要

令和5年 1月12日 (木)
第43回三芳町新春ロードレース大会
役員・スタッフ説明会

総合体育館
研修室

1月15日 (日) 第43回三芳町新春ロードレース大会 役場周回コース

1月26日 (木) 第5回常任理事会
総合体育館
会議室２

2月 7日 (火) 第4回理事会
総合体育館
研修室

2月  日 (　) 東 駅伝大会スタッフ説明会 ふじみ野市

2月12日 (日) 東 第54回入間東部地区駅伝競走大会 ふじみ野市担当

3月 2日 (木) 第6回常任理事会
総合体育館
会議室２

3月　日 (日)
第30回ヘルシー三芳
ふるさとウォーキング大会

役場スタート・ゴール

三芳町体育協会

会長　島 田 喜 昭

日　程 事　　業　　名

　　  上記のとおり提案いたします。

　　　　　令和４年５月２２日

※「総」は総合体育館　「東」は入間東部地区体育協会連絡協議会
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第４号議案

（単位：円）

予算額 前年度予算額 増減 備　　　考 前年度決算額

158,208 158,647 ▲ 439 前年度繰越金 158,647

2,416,000 2,416,000 0 2,416,000

 1)町補助金 2,319,000 2,319,000 0 2,319,000

 2)県ｽﾎﾟ協補助金 97,000 97,000 0 県スポーツ協会加盟補助金 97,000

95,000 95,000 0 年会費（19団体×5,000円） 95,000

30,000 50,000 ▲ 20,000 30,000

294,792 363,253 ▲ 68,461 161,609

 1)預金利子 92 53 39 預金利子 9

 2)諸事業参加費 160,000 240,000 ▲ 80,000
ウォーキング大会
ロードレース大会 0

 3)スポ少登録料 91,000 80,000 11,000 ５団体 114,600

 4)雑入 43,700 43,200 500 ロードレース大会協賛金 47,000

0 0 0 0

 1)基金 0 0 0 0

 2)積立金 0 0 0 0

2,994,000 3,082,900 ▲ 88,900 2,861,256

令和４年度　予算（案）

合  計

 １　繰越金

 ２　補助金

収入の部         

項　　目

 ３　会費

 ４　賛助会費

 ５　諸収入

 ６　繰入金
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（単位：円）

予算額 前年度予算額 増減 備　　考 前年度決算額

330,000 330,000 0 172,029

 1)会議費 50,000 50,000 0 総会、会議用諸経費 4,052

 2)事務費 65,000 65,000 0 消耗品等 43,183

 3)通信費 65,000 65,000 0 切手代、振込手数料等 73,344

 4)旅費 10,000 10,000 0 高速道路代・電車賃等 0

 5)表彰費 80,000 80,000 0 体育賞記念品代 46,450

 6)渉外費 60,000 60,000 0 諸支出金 5,000

1,462,000 1,570,000 ▲ 108,000 920,570

 1)部活動費 40,000 40,000 0 4専門部×10,000円 40,000

 2)普及啓発費 120,000 240,000 ▲ 120,000 折込チラシ委託費 0

 3)団体育成費 240,000 240,000 0 16団体×15,000円 240,000

 4)諸事業費 950,000 950,000 0
3団体×15,000円
ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会、ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 535,070

 5)設備費 20,000 20,000 0 備品購入等 0

 6)スポ少登録料 92,000 80,000 12,000
団体登録91,000円
役職員登録1,000円 105,500

1,069,400 1,055,000 14,400 1,053,449

 1)県スポーツ協会 48,000 48,000 0
加盟団体分担金、
賠償責任保険制度負担金 46,449

 2)入間東部体協連協 61,400 47,000 14,400 負担金 47,000

 3)加盟団体助成金 960,000 960,000 0 16団体×60,000円 960,000

100,000 100,000 0 100,000

 1)基金 50,000 50,000 0 運営準備基金 50,000

 2)積立金 50,000 50,000 0 記念事業等積立金 50,000

32,600 27,900 4,700 0

2,994,000 3,082,900 ▲ 88,900 2,246,048

円

円

円

支出の部                                                            　

項　　目

2,994,000

2,994,000

0

 １　総 務 費

 ２　事 業 費

 ３　負担金及び助成金

 ４　基金及び積立金

 ５　予備費

合  計

収入の部合計

支出の部合計

差引合計
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（単位：円）

項目 前年度末累計額  繰出額 繰入予定額 預金利息 本年度末予定額

基金 1,824,724 0 50,000 0 1,874,724

積立金 2,112,166 0 50,000 0 2,162,166

予算に伴う基金及び積立金状況                                                              

　上記のとおり提案いたします。(ただし、各項目とも流用できるものとする。）

                三芳町体育協会　

                会長　島 田 喜 昭

　　　　　令和４年５月２２日
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備　考 備　考

林　伊佐雄 町長 山田　あつ子 バレーボール連盟

小松　伸介 議会議長 前田　早苗 スキー連盟

古川　慶子 教育長 吉村　幸雄 卓球連盟

鈴木　孝児 元会長 石田　豊旗 ソフトボール連盟

吉野　浩之 前会長 倉田　繁 剣道連盟

田川　一義 中体連会長 鈴木　圀臣 ハイキングクラブ

廣井　賢司 小体連会長 加藤　憲男 弓道連盟

髙野　守久 ゴルフ連盟

島田　喜昭 学識経験者 有賀　正行 グラウンドゴルフ連盟

森田　昌也 学識経験者 安田　福輝 柔道連盟

濱中　市子 インディアカ連盟 塩野　正巳 老人クラブ連合会体育部

中村　勉 学識経験者 森田　圭祐 ４Ｈクラブ

早津　隆雄 野球連盟 渡辺　秀行 青少年相談員協議会

大澤　淑子 ソフトテニス連盟 吉沢　誠 ペタンク部

下平　和宏 少年野球連盟 荒木　勲 スポーツウェルネス吹矢部

岡野　司 テニス協会 祖父江　元太郎 空手道連盟

松本　正 少年サッカー連盟 西内　一夫 区長会

手塚　利美 バドミントン部 松本　薫 元顧問

冨永　眞由美 学識経験者 濱中　市子 副会長

中村　孝 学識経験者（スポーツ推進委員） 冨永　眞由美 常任理事

高橋　章次 文化・スポーツ推進課長

三田村　宗剛 文化・スポーツ推進課主幹

〇 鶴丸　裕人 文化・スポーツ推進課

事務局

顧問

電話：049-258-0019(内線432)  FAX：049-293-9755

メール：miyoshi.sportsAS@gmail.com

理事

幹事

監事

会計

 ○印は新役員       

文化・スポーツ推進課  文化・スポーツ担当

常任理事

会長

副会長

理事長

令和３・４年度 三芳町体育協会役員名簿

任期：令和３年４月１日～令和５年３月３１日

役職 氏　名氏　名 役職
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

2月27日 定期総会及び第109回大会主将会議 三芳町総合体育館

 3月14日～ 5月16日 第109回大会 運動公園グラウンド 全6日間(25チ－ム)

3月14日 第34回県民総合スポーツ大会軟式野球入間東予選会 運動公園グラウンド

福永健司杯第44回軟式野球大会入間東予選会 運動公園グラウンド

3月28日 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2021入間東予選会 運動公園グラウンド

4月4日 第65回高松宮賜杯軟式野球大会入間東予選 富士見市運動公園グラウンド

5月2日 第41回高円宮賜杯学童軟式野球大会入間東予選会 運動公園グラウンド

6月5日 第110回大会主将会議 三芳町総合体育館

 6月20日～ 8月1日 第110回大会 運動公園グラウンド 全6日間(25チ－ム)

6月27日 第64回県下選抜軟式野球大会入間東予選会 富士見市運動公園グラウンド

第44回東日本軟式野球入間東予選会 富士見市運動公園グラウンド

7月25日 第23回日ﾊﾑ旗関東学童新人入間東予選会 富士見市運動公園グラウンド

10月30日 第29回町長杯・2021年度館長杯主将会議 三芳町総合体育館

11月21日～ 11月28日 第29回町長杯大会 運動公園グラウンド 全2日間(8チ－ム)

2021年度館長杯大会 運動公園グラウンド 全2日間(8チ－ム)

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月～3月 連盟練習会 三芳町運動公園テニスコート 連盟会員・ビジター

4月～6月 春季ソフトテニス教室 三芳町運動公園テニスコート 全10回　129名　コーチ114名

4月 春期東入間ソフトテニス大会 富士見市運動公園テニスコート 中止

5月5日 東入間中学生大会 三芳町運動公園テニスコート 中止

7月10日 連盟親善大会 三芳町運動公園テニスコート 中止（コート不良）

8月下旬 夏季強化合宿 群馬県片品村 中止

9月～11月 秋季ソフトテニス教室 三芳町運動公園テニスコート 全6回　76名　コーチ66名

9月12日 秋季東入間ソフトテニス大会 富士見市運動公園テニスコート 中止

11月14日 DUNLOP CUP埼玉県クラブリーグ　男子の部 秩父ミューズパーク 9部残留

11月23日 三芳町ソフトテニスオープン大会 三芳町運動公園テニスコート 中止

12月11日 連盟親善大会 三芳町運動公園テニスコート 男子11名　女子4名

令和4年

2月12日 役員会 藤久保公民館 男女9名

3月 金門旗大会 川越運動公園 中止

3月12日 総会 藤久保公民館 男女11名

令和３年度　加盟団体事業報告

（収入額 1,152,932円　　26団体　会員数 390名）野 球 連 盟   会長 田村 昭太郎

ソフトテニス連盟　　　会長 大澤　淑子 （収入額 517,672円　　1団体　会員数 23名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

3月14日 令和3年度総会 藤久保公民館 13時30分～15時00分

4月12日 第99回９人制大会代表者会議 藤久保公民館 中止

4月18日 第99回９人制大会 総合体育館 中止

4月26日 第17回６人制代表者会議 藤久保公民館 中止

5月9日 第17回６人制大会 総合体育館 中止

5月12日 第66回二市一町大会代表者会議 藤久保公民館 中止

6月13日 第66回二市一町大会 三芳町 中止

9月1日 四十路大会代表者会議 三芳町 中止

10月3日 四十路大会 三芳町 中止

10月25日 第100回９人制大会代表者会議 藤久保公民館学習室 中止

10月31日 第100回９人制大会 総合体育館 中止

11月8日 第42回オープン６人制大会代表者会議 藤久保公民館学習室 中止

11月14日 第43回オープン６人制大会 総合体育館 中止

令和4年

未定 西部地区大会 所沢市 中止

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

12月25日 9ブロックスキー講習会 万座温泉スキー場 参加者1名

令和4年

2月12日、13日 スキー教室 岩鞍スキー場 新型コロナの影響により中止

2月26日 ジュニアスキー教室 片品高原ｽｷｰ場 新型コロナの影響により中止

卓 球 連 盟　　　会長 吉村　幸雄
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月25日 第9回ミックスダブルス大会 三芳町総合体育館 中止

6月20日 町民卓球大会 三芳町総合体育館 中止

7月3日、10日 卓球教室 三芳町総合体育館 中止

8月29日 淑徳大学交流会 三芳町総合体育館 中止

10月 町民体育大会 運動公園 中止

10月16日 北永井児童館卓球教室 北永井児童館 中止

10月24日 第16回三芳町オープン大会 三芳町総合体育館 中止

11月20日 竹間沢児童館卓球教室 竹間沢児童館 中止

令和4年

1月23日 第33回中学生大会 三芳町総合体育館 中止

3月 総会 藤久保公民館 中止

（収入額 281,110円　　3団体　会員数 31名）バレーボール連盟　　　会長 谷川　周子

（収入額 1,128,876円　　4団体　会員数 39名）スキー連盟　　　会長 小林　寿史

（収入額 280,745円　　5団体　会員数 71名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

3月16日 第25回富士見市親善学童野球大会 富士見市 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

3月20日 第84回埼玉南部春季大会 和光市 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

4月4日 第84回町長杯争奪三芳町少年野球春季ﾘｰｸﾞ戦大会 自然の森グラウンド

5月 チャリティボーリング大会（三芳町・ふじみ野市） 埼玉スポーツセンター 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

5月1日 第65回東入間学童野球春季大会 富士見市

5月2日 高円宮賜杯大会入間東予選会 三芳町総合運動公園

5月8日 三芳町子どもフェスティバル 三芳町総合運動公園 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

5月16日 第38回埼玉南部ジュニア大会 富士見市 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

5月22日 高円宮賜杯埼玉県大会 熊谷市さくら運動公園野球場

5月23日 第41回よみうり杯争奪西武沿線少年野球大会 所沢市

5月30日 第47回埼玉西部地区夏季大会 坂戸市

6月20日 第43回くりくり少年野球選手権大会予選 富士見市諏訪小学校

6月20日 第8回松本旗争奪少年野球大会 ふじみ野市

7月11日 第7回自然の森ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園開設記念大会 自然の森グラウンド

7月25日 日ハム杯入間東予選（5年） 富士見市

9月11日 埼玉西武ライオンズ野球教室 三芳町総合運動公園 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

9月20日 第12回東武鉄道杯少年野球大会本戦 朝霞中央公園野球場

9月25日 みよしまつり出店 三芳町総合運動公園 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

9月27日
第32回東入間学童野球新人戦大会
第15回東入間学童野球低学年大会

三芳町総合運動公園 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

10月 チャリティボーリング大会（東入間学童連盟） 埼玉スポーツセンター 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

10月 第16回つるせよさこい祭り出店 鶴瀬駅西口通り 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

10月16日 第43回鈴木杯争奪少年野球大会 坂戸市

10月17日 第85回埼玉南部少年野球秋季大会 志木市 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

10月23日 第66回東入間学童野球秋季大会 ふじみ野市

11月 三芳町産業祭出店 三芳町 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

11月 第10回飯能信用金庫理事長杯争奪少年野球大会 飯能市 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

11月3日 第47回埼玉西部地区秋季選抜大会 坂戸市

11月3日 第14回東武鉄道杯少年野球大会→交流戦大会 鶴馬島市

11月6日 第85回読売センター杯三芳町少年野球秋季大会 自然の森グラウンド

11月20日 第12回石毛旗”ヒーロー杯”争奪少年野球大会 所沢市

11月23日 第7回生涯現役野球大会 三芳町総合運動公園 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

11月27日 第25回6地区親善選抜少年野球大会 川越市

12月4日 第18回北岡杯争奪少年野球大会 ふじみ野市

12月12日 第32回三芳町卒業記念大会 自然の森グラウンド

12月18日 自然の森ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園グラウンド整備 自然の森グラウンド

令和4年

1月 第9回6年生ドリームマッチ大会 富士見市 不参加

1月 三芳町少年野球連盟審判講習会 自然の森グラウンド 新型コロナウイルス感染症拡大により延期

1月15日 自然の森ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園グラウンド整備 自然の森グラウンド

1月16日 第28回三芳町新人戦大会 自然の森グラウンド

2月 東入間少年野球連盟審判講習会 自然の森グラウンド 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

2月 第2回三芳町ティボール大会 自然の森グラウンド 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

2月 三芳町少年野球連盟新年会 ひで蔵 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

2月 6年生送る会 自然の森グラウンド 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

2月 西部地区少年野球連盟審判講習会 坂戸市 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

2月6日 第32回風の子駅伝大会 びん沼自然公園 新型コロナウイルス感染症拡大により中止

2月27日 令和3年度　総会 中央公民館 書面決議

少年野球連盟　　　会長 荒野　隆浩 （収入額 1,244,404円　　4団体　会員数 100名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月10日 総会 三芳町総合体育館 30名

4月18日、25日 春季一般大会 運動公園グラウンド 150名（予備日含め3日）

6月6日、13日 夏季一般大会 運動公園グラウンド 150名（予備日含め3日）

9月5日、12日 町長杯ソフトボール大会 運動公園グラウンド コロナのため中止

10月17日、24日 秋季一般大会（ZERO杯） 運動公園グラウンド 150名（予備日含め3日）

11月14日 二市一町親善ソフトボール大会 富士見市 コロナのため中止

令和4年

2月13日、2月20日 第6回アストリード杯新春オープンソフトボール大会 運動公園グラウンド コロナのため中止

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月11日 総会 藤久保公民館

4月18日 合同稽古会 三芳町総合体育館武道場 29名

三芳町審判講習会 三芳町総合体育館武道場 15名

5月9日 合同稽古会 唐沢小学校体育館 31名

6月13日 合同稽古会 唐沢小学校体育館 28名

7月18日 合同稽古会 唐沢小学校体育館 33名

8月22日 三芳町級審査会 三芳町総合体育館武道場 22名

9月19日 合同稽古会 唐沢小学校体育館

10月10日 合同稽古会 唐沢小学校体育館 33名

11月28日 合同稽古会 唐沢小学校体育館 28名

12月5日 第25回三芳町けやきカップ親善交流剣道大会 三芳町総合体育館 52名

令和4年

1月8日 三芳町剣連初稽古会 三芳町総合体育館武道場 41名

1月9日 東入間剣連初稽古会 富士見市民体育館 75名

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月21日 総会 三芳町 書面決議

5月13日 第91回連盟競技会 平成倶楽部 30名参加

7月5日、6日 埼玉県ゴルフ選手権大会 飯能ゴルフ倶楽部 男女各1名

8月2日 第35回埼玉県市町村対抗ゴルフ選手権大会予選 高坂カントリー俱楽部 男子6名、女子2名

9月28日 第8回町民ゴルフ大会 清澄ゴルフ俱楽部 中止

11月11日 第92回連盟競技会 熊谷ゴルフ倶楽部 25名参加

令和4年

3月17日 第93回連盟競技会 清澄ゴルフ俱楽部 25名参加

ソフトボール連盟　　　会長 窪田　榮夫 （収入額 664,961円　　11団体　会員数 260名）

（収入額 1,131,622円　　1団体　会員数 24名）

（収入額 892,568円　　1団体　会員数 85名）ゴルフ連盟　　　会長 細沼　英一

剣 道 連 盟　　　会長 伊藤　博
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和３年

４月４日 第３２回団体戦 運動公園・竹間沢コート 新型コロナ感染拡大で中止

４月２４日 第３８回テニス教室 運動公園コート ２５名参加　（全８回）

５月１６日 第６８回前期シングルス大会 運動公園・竹間沢コート ９１名参加

6月１０日 第４７回前期フラワーカップレディース大会 運動公園コート １６組（３２名)参加

6月１２日 埼玉県西部地区シングルス大会 男子：新座市、女子：富士見市男子：２名　女子：０名参加

6月13日 第６９回前期ダブルス大会 運動公園・竹間沢コート ７１組（１４２名）参加

6月26日 埼玉県西部地区ベテラン大会 男子：ふじみ野市、女子：飯能市男子：１組　女子：０組参加

９月１１日～ 第３５回ジュニア・シニア教室 運動公園コート ２９名参加　（全８回）

9月２３日 第３回テニスの日の集い 運動公園コート ４０名参加

10月２日 埼玉県西部地区ダブルス大会 男子：三芳町、女子：志木市男子：３組　女子：３組参加

10月３日 第６９回後期シングルス大会 運動公園・竹間沢コート ７９名参加

10月７日 第４８回後期フラワーカップレディース大会 運動公園コート １２組（２４名）参加

10月２４日 第７０回後期ダブルス大会 運動公園・竹間沢コート ５８組（１１６名）参加

11月20日 埼玉県都市対抗西部地区大会 川越市 不参加

11月2６日 第３７回チャリティーミックス大会 運動公園コート ３２組（６４名）参加

令和４年

2月20日 第３６回協会祭 運動公園コート 新型コロナ感染拡大で中止

3月６日 入間東部地区大会 ふじみ野市 新型コロナ感染拡大で中止

3月２６日 総会 総合体育館 書面審議に変更

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月4日 第1回連盟射会 三芳町弓道場 24人

5月8日～6月27日 初心者弓道教室（全10回） 三芳町弓道場 受講生10人、指導員他14名

5月9日 第2回連盟射会 三芳町弓道場 20人

6月27日 第3回連盟射会 三芳町弓道場 21人

7月18日 第4回連盟射会 三芳町弓道場 18人

8月15日 第5回連盟射会 三芳町弓道場 19人

9月5日 第6回連盟射会 三芳町弓道場 コロナの為中止

10月3日 40周年記念第26回三芳町弓道大会（第7回連盟射会） 三芳町弓道場 連盟員のみで開催:27人

11月21日 第8回連盟射会 三芳町弓道場 18人

12月12日 連盟納射会（第9回連盟射会） 三芳町弓道場 23人

令和4年

1月10日 連盟新年射会（第10回連盟射会） 三芳町弓道場 22人

2月20日 第11回連盟射会 三芳町弓道場 記録会20人

3月20日 第12回連盟射会 三芳町弓道場 記録会19人

（収入額 1,690,000円　　26団体　会員数 430名）

弓 道 連 盟　　　会長 加藤　憲男 （収入額 1,479,557円　　1団体　会員数 47名）

テニス協会　　　会長 岡野　司
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月18日 西武秩父駅から琴平丘陵 中止（コロナ）

4月25日 塩船観音から飯能岩井観音 中止（コロナ）

5月9日 八髙線児玉駅散策 中止（コロナ）

5月23日 上野原駅から八重山と能岳 中止（コロナ）

6月6日 親鼻駅から美の山 中止（コロナ）

6月20日 正丸峠から伊豆が岳 中止（コロナ）

9月5日 高麗駅から日和田山と物見山 中止（コロナ）

9月26日 軍畑駅から青梅丘陵 中止（コロナ）

10月3日 寄居駅から鐘撞堂山 中止（コロナ）

10月17日 人里バス停から浅間嶺 中止（コロナ）

10月31日 鉢型城跡から日本（やまと）の里 参加人員　27名

11月14日 東武竹沢駅から官の倉山と石尊山 参加人員　24名

11月28日 古里駅から鳩ノ巣渓谷 参加人員　23名

12月5日 箱根ヶ崎駅から六道山と野山北公園 参加人員　17名

12月19日 市川の歴史と近代文学の道 参加人員　24名

令和4年

1月9日 越生七福神めぐり 参加人員　28名

1月23日 北柏駅から布施弁天 中止（コロナ）

2月13日 武州寄居十二支めぐり 中止（コロナ）

3月6日 越生駅から大高取山 中止（コロナ）

3月20日 小川町駅から仙元山とカタクリの里 中止（コロナ）

計　　　事業回数6 参加人員　　143名

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月18日 入間郡市柔道連盟総会 入間市武道場

6月20日 埼玉県学年別少年柔道大会 県立武道館 中止

7月21日 入間郡市柔道大会 所沢武道場

9月19日 富士見市柔道大会 富士見市体育館 中止

令和4年

3月6日 三芳町柔道大会 三芳町総合体育館 中止

3月20日 所沢市柔道大会 所沢武道場 中止

3月27日 朝霞市柔道大会 朝霞市武道場 中止

（収入額 125,500円　　1団体　会員数 24名）柔 道 連 盟　　　会長 安田　福輝

ハイキングクラブ　　　会長 寺島　邦雄 （収入額 634,281円　　1団体　会員数 40名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

5月2日 第18回埼玉県レディス、第11回男子大会 桶川市サンアリーナ コロナ感染拡大のため中止

5月9日 埼玉県協会総会 さいたま市ソニックシティー

5月16日 西部地域審判講習会 ふじみ野市総合体育館 コロナ感染拡大のため中止

6月6日 審判員認定講習会 幸手市アスカル幸手 コロナ感染拡大のため中止

7月18日 第34回三芳町親睦交流大会 三芳町総合体育館 利用規則を遵守して小規模開催

7月25日 第23回埼玉県シニア大会 桶川市サンアリーナ コロナ感染拡大のため中止

第16回全国トーナメント大会 船橋市運動公園体育館 コロナ感染拡大のため中止

8月8日 第34回埼玉県中央大会 蓮田市パルシー コロナ感染拡大のため中止

9月19日 全国リクレーション大会 福島県 コロナ感染拡大のため中止

10月31日 県レク大会inおけがわ 桶川市サンアリーナ

11月7日 第44回関東甲信越ブロック大会 所沢市市民体育館 コロナ感染拡大のため中止

11月21日 第16回全日本シニアインディアカ大会 小田原市小田原アリーナ コロナ感染拡大のため中止

11月28日 第26回さくら草大会 坂戸市市民総合体育館 コロナ感染拡大のため中止

12月12日 第14回三芳町親睦ひまわり大会 三芳町総合体育館 利用規則を遵守して小規模開催

令和4年

2月6日 第41回埼玉県協会インディアカ大会 桶川市サンアリーナ コロナ感染拡大のため中止

3月27日 第35回三芳町親睦交流大会 三芳町総合体育館 利用規則を遵守して小規模開催

3月27日 総会 三芳町総合体育館

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月17日 東入間地区トレセン開校式 研修室 コロナ対策中止

5月16日 埼玉県４種リーグ 藤久保小 コロナ対策中止

5月23日 埼玉県4種リーグ 藤久保小 コロナ対策中止

5月29日 東入間トレセン練習会 運動公園 コロナ対策中止

6月26日 東入間トレセン練習会 運動公園 コロナ対策中止

8月28日 東入間トレセン練習会 運動公園 コロナ対策中止

10月30日 東入間トレセン練習会 運動公園 コロナ対策中止

11月27日 西部地区兼東入間地区トレセン選考会 運動公園 コロナ対策中止

12月4日 西部地区兼東入間地区トレセン選考会 運動公園 コロナ対策中止

令和4年

3月5日 送別交流会 運動公園 コロナ対策中止

3月12日 送別交流会 運動公園 コロナ対策中止

（収入額 520,076円　　2団体　会員数 100名）少年サッカー連盟　　　会長 松本　正

インディアカ連盟　　　会長 玄蕃　義章 （収入額 279,535円　　2団体　会員数 28名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月10日 総会 藤久保公民館 中止

7月3日 第27回町長杯グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド 中止

10月30日 ゆうちょ杯グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド 中止

12月4日 第28回町長杯グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド 中止

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

5月7日 総会 ふれあいセンター 中止

10月14日 秋季グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド 中止

令和4年

3月17日 春季グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド 中止

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月28日 定例会 紅龍

5月20日 直売会 えい豚前

6月11日 管理圃場除草作業 藤久保休耕地

6月29日 定例会 香林坊

7月10日 管理圃場除草作業 藤久保休耕地

7月15日 直売会 えい豚前

8月31日 管理圃場除草作業 藤久保休耕地

10月27日 管理圃場除草作業 藤久保休耕地

10月29日 定例会 紅龍

11月5日 三役会議 紅龍

11月18日 直売会 えい豚前

11月29日 定例会 とんでん

令和4年

1月12日 プロジェクト発表会 狭山市市民会館

1月25日 三役会議 紅龍

2月26日 管理圃場除草作業 藤久保休耕地

3月12日 協働まちづくりフェア 藤久保公民館

3月22日 会計監査及び役員引継ぎ 魚民

3月29日 定例会 紅龍

４Ｈクラブ　　　会長 鈴木　啓介

（収入額 75,000円　　9団体　会員数 110名）グラウンドゴルフ連盟　　　会長 有賀　正行

（収入額 1,249,451円　　1団体　会員数 11名）

老人クラブ連合会体育部　　会長 秋坂　豊 （収入額 21,810円　　11団体　会員数 740名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月 定期総会 藤久保公民館ホール コロナの影響により6月書面決議

5月 子どもフェスティバル 総合運動公園グラウンド コロナの影響により中止

8月7日~8日 チャレンジアドベンチャー2021 秩父市大滝つちうちキャンプ場 コロナの影響により中止

11月 子どもドッジボール大会 総合運動公園グラウンド コロナの影響により中止

12月 冬のおたのしみ会 藤久保公民館ホール コロナの影響により中止

令和4年

３月 青少年相談員・ジュニアボランティアリーダリーダースキルアップ研修会（モルック） 藤久保公民館ホール 講師：スポーツ推進員

※定例会を10/24、1/9に実施

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月4日 マスタ－ズ県予選 久喜市 ４名

４月10日、11日 西埼玉連合会総会 尾瀬戸倉 ８名

5月23日 ふじみ野市オープン大会 ふじみ野市 中止

6月18日 全国社会人クラブ個人戦 愛知県豊田市 中止

全日本シニア県予選 久喜市 中止

8月1日 西埼玉年齢別大会 坂戸市 中止

9月12日 川越ミックス大会 川越市 中止

9月20日 坂戸ミックスオープン大会 坂戸市 中止

9月23日 西埼玉オープン大会 三芳町総合体育館 中止

10月24日 川越会長杯 川越市 中止

11月3日 西埼玉ミックス大会 ふじみ野市 中止

11月19日 全日本シニア大会 福岡県北九州市 中止

令和4年

1月9日 西埼玉団体戦 志木市 中止

1月16日 富士見市民大会 富士見市 中止

3月13日 三芳町民大会 三芳町総合体育館 中止

3月20日 入間東部地区大会 ふじみ野市 中止

青少年相談員協議会　　　会長 渡辺　秀行 （収入額 790,149円　　1団体　会員数 44名）

バドミントン部　　　会長 手塚　利美 （収入額 10,000円　　3団体　会員数 50名）　
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スポーツウェルネス吹矢部　　　会長 荒木　勲
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

4月14日 総会 中央公民館 全員

4月15日 和光大会 和光市民体育館 中止

5月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

6月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

6月21日 上尾大会 上尾市民総合体育館

6月24日 支部大会（29回） 総合体育館武道場 中止

7月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

8月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

9月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

9月19日 第31回埼玉大会 熊谷ドーム 1名

9月30日 支部大会（30回） 総合体育館武道場 中止

10月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

10月14日 和光大会 和光市民体育館 中止

10月24日 西埼玉地区大会 川越体育館 1名

11月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

11月24日 全国大会 墨田総合体育館 1名

11月25日 全日本オープン大会 墨田総合体育館

12月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

12月22日 支部大会（29回） 総合体育館武道場 全員

令和4年

1月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

2月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

3月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

3月24日 支部大会（30回） 総合体育館武道場 全員

3月25日 第32回埼玉大会 サイデン化学アリーナ 中止

（収入額 378,703円　　1団体　会員数 42名）　
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ペタンク部　　　会長 吉沢　誠
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

未定 第33回ねんりんピック埼玉予選会 熊谷市

4月25日 総会 上尾市

5月16日 定期総会 三芳町

5月15日、16日 国際ペタンク日本代表二次選考会 長野県 中止

5月22日、23日 第35回日本ペタンク選手権大会予選会 深谷市

6月20日 第33回彩の国さいたまオープンぺタンク大会 深谷市 中止

8月8日 埼玉県連盟ペタンク部会対抗大会 川本 中止

9月25日、26日 第20回東日本ペタンク選手権大会 石川県 中止

10月9日、10日 第35回日本選手権大会 富山県 中止

10月24日 第3回埼玉県シングルス選手権大会 深谷市 中止

10月31日～11月3日 第33回ねんりんピック 岐阜県 中止

12月5日 第12回コバトン交流会大会 深谷市 中止

令和4年

1月23日 第12回フェデレーションカップ大会 越生町 中止

2月27日 第13回埼玉県ペタンク連盟･クラブ･協会対抗戦 深谷市 中止

3月13日 第14回さくら草杯ペタンク大会 深谷市 中止

空手道連盟　　　会長 西内　一夫
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和3年

4月11日 第1回審判員講習会（組手） 埼玉県立武道館

4月25日 第1回強化練習 ふじみ野市第二運動公園

5月1日、2日 第34回県民総合体育大会空手道競技 深谷市総合公園体育館(ビッグタートル)

第53回埼玉県空手道選手権大会 深谷市総合公園体育館(ビッグタートル)

第12回彩の国杯　埼玉県ジュニア空手道選手権大会 深谷市総合公園体育館(ビッグタートル)

5月16日 第53回埼玉県空手道選手権大会（マスターズ部門） 埼玉県立武道館

7月4日 第10回関東大会少年少女空手道選手権大会 山梨県：小瀬武道館

7月18日 第11回関東スポーツマスターズ空手道競技大会 群馬県：ぐんま武道館

8月9日 富士見市市民スポーツ大会　空手道の部 富士見市総合体育館

9月11日～13日 日本スポーツマスターズ空手道競技大会2021 岡山県岡山市

11月3日 第47回日本空手道道場会選手権大会 三芳町総合体育館 中止

11月21日 第44回富士見市健康増進スポーツ大会　空手道の部 富士見市総合体育館

12月12日 第49回全日本空手道選手権大会 日本武道館

12月19日 第2回琉球古武道講習会 三芳町総合体育館

第3回埼玉県中学生空手道冬季大会 埼玉県立武道館

令和4年

2月23日 第3回審判員講習会（形） 埼玉県立武道館

2月27日 第2回練習会（組手） 三芳町総合体育館

3月20日 第4回審判員講習会（組手） 埼玉県立武道館

（収入額 125,000円　　2団体　会員数 100名）

（収入額 266,911円　　1団体　会員数 5名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

3月5日 定期総会及び第111回大会主将会議 三芳町総合体育館

 3月20日～ 5月29日 第111回大会 運動公園グラウンド 全6日間(25チ－ム)

3月20日 福永健司杯第45回軟式野球大会入間東予選会 運動公園グラウンド

第35回県民総合スポーツ大会軟式野球入間東予選会 富士見市運動公園グラウンド

第66回高松宮賜杯軟式野球大会入間東予選会 富士見市運動公園グラウンド

3月27日 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022入間東予選会 運動公園グラウンド

5月1日 第42回高円宮賜杯学童軟式野球大会入間東予選会 運動公園グラウンド

6月4日 第112回大会主将会議 三芳町総合体育館

 6月19日～ 8月28日 第112回大会 運動公園グラウンド 全6日間(25チ－ム)

6月26日 第65回県下選抜軟式野球大会入間東予選会 富士見市運動公園グラウンド

第45回東日本軟式野球大会入間東予選会 富士見市運動公園グラウンド

7月24日 ノーブルホームカップ第24回関東学童秋季大会入間東予選会 運動公園グラウンド

10月29日 第30回町長杯・2022年度館長杯主将会議 三芳町総合体育館

11月20日～ 12月11日 第30回町長杯大会 運動公園グラウンド 全2日間(8チ－ム)

2022年度館長杯大会 運動公園グラウンド 全2日間(8チ－ム)

月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月～3月 連盟練習会 三芳町運動公園テニスコート 連盟会員・ビジター

4月～6月 春季ソフトテニス教室 三芳町運動公園テニスコート 全13回

4月 春期東入間ソフトテニス大会 富士見市運動公園テニスコート 団体戦　4団体

5月5日 東入間中学生大会 三芳町運動公園テニスコート 210名

7月9日 連盟親善大会 三芳町運動公園テニスコート 20名

8月下旬 夏季強化合宿 群馬県片品村 2泊3日

9月～11月 秋季ソフトテニス教室 三芳町運動公園テニスコート 全12回

9月19日 秋季東入間ソフトテニス大会 富士見市運動公園テニスコート 団体戦　4団体

10月16日 DUNLOP CUP埼玉県クラブリーグ　男子の部 秩父ミューズパーク 9部　団体戦

11月23日 三芳町ソフトテニスオープン大会 三芳町運動公園テニスコート 120人

12月10日 連盟親善大会 三芳町運動公園テニスコート 20人

令和5年

2月12日 役員会 藤久保公民館

3月 金門旗大会 川越運動公園 団体戦

3月12日 総会 藤久保公民館

令和４年度　加盟団体事業計画

野 球 連 盟　　　会長 田村　昭太郎 （予算額 1,150,000円　　25団体　会員数 380名）

ソフトテニス連盟　　　会長 大澤　淑子 （予算額 544,314円　　1団体　会員数 23名）
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月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

3月20日 令和4年度総会 藤久保公民館 13時30分～15時00分

4月11日 第99回９人制大会代表者会議 藤久保公民館 19時30分～20時30分

4月17日 第99回９人制大会 総合体育館 8時45分～17時00分

5月2日 第17回６人制代表者会議 藤久保公民館 19時30分～20時30分

5月8日 第17回６人制大会 総合体育館 8時45分～17時00分

5月 第66回二市一町大会代表者会議 富士見市 19時30分～20時30分

6月 第66回二市一町大会 富士見市 8時45分～17時00分

9月 四十路大会代表者会議 富士見市 19時30分～20時30分

10月 四十路大会 富士見市 8時45分～17時00分

10月17日 第100回９人制大会代表者会議 藤久保公民館学習室 19時30分～20時30分

10月23日 第100回９人制大会 総合体育館 8時45分～17時00分

11月7日 第42回オープン６人制大会代表者会議 藤久保公民館学習室 19時30分～20時30分

11月13日 第43回オープン６人制大会 総合体育館 8時45分～17時00分

令和5年

スキー連盟　　　会長 小林　寿史
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

12月24日、25日 9ブロックスキー講習会 万座温泉スキー場 参加者数名

令和5年

2月11日、12日 スキー教室 岩鞍スキー場 定員30名

2月25日 ジュニアスキー教室 片品高原ｽｷｰ場 定員30名

卓 球 連 盟　　　会長 吉村　幸雄
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月24日 第10回ミックスダブルス大会 三芳町総合体育館 中止

6月19日 町民卓球大会 三芳町総合体育館 参加予定人数130人

7月9日、16日 卓球教室 三芳町総合体育館 参加予定人数30人×2回

8月28日 淑徳大学交流会 三芳町総合体育館

10月 町民体育大会 運動公園

10月30日 第17回三芳町オープン大会 三芳町総合体育館 参加予定人数70組300人

11月 北永井児童館卓球教室 北永井児童館

11月 竹間沢児童館卓球教室 竹間沢児童館

令和5年

1月22日 第34回中学生大会 三芳町総合体育館 参加予定人数300人

3月 総会 藤久保公民館

バレーボール連盟　　　会長 谷川　周子 （予算額 369,821円　　2団体　会員数 24名）

（予算額 2,401,977円　　4団体　会員数 39名）

（予算額 1,008,300円　　5団体　会員数 70名）
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少年野球連盟　　　会長 荒野　隆治
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

日程未定 第1回志木市・三芳町少年野球リーグ戦大会 志木市・三芳町

3月20日 第24回富士見市親善学童野球大会 富士見市

3月21日 第86回埼玉南部春季大会 朝霞市

4月 第85回町長杯争奪三芳町少年野球春季ﾘｰｸﾞ戦大会 自然の森グラウンド

4月 第67回東入間学童野球春季大会 富士見市

4月23日 坂戸交流大会 坂戸市

4月24日 埼玉西武ライオンズ応援デー ベルーナドーム

5月 チャリティボーリング大会（三芳町・ふじみ野市） 埼玉スポーツセンター

5月1日 高円宮賜杯大会入間東予選会 三芳町総合運動公園

5月7日 三芳町子どもフェスティバル 三芳町総合運動公園

5月15日 第39回埼玉南部ジュニア大会 新座市

5月21日 第42回よみうり杯争奪西武沿線少年野球大会 開会式なし

5月29日 第48回埼玉西部地区夏季大会 川越市初雁球場

6月 第9回松本旗争奪少年野球大会 ふじみ野市

7月 第15回東武鉄道杯少年野球大会予選 自然の森グラウンド

7月 日ハム杯入間東予選（5年） 富士見市第2運動公園

7月 自然の森ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園グラウンド整備 自然の森グラウンド

7月10日 第8回自然の森ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園開設記念大会 自然の森グラウンド

日程未定 埼玉西武ライオンズ野球教室 三芳町総合運動公園

9月 みよしまつり出店 三芳町総合運動公園

9月 第68回東入間学童野球秋季大会 ふじみ野市

9月 チャリティボーリング大会（東入間学童連盟） 埼玉スポーツセンター

9月 第15回東武鉄道杯少年野球大会本戦 朝霞市

9月 第86回読売センター杯三芳町少年野球秋季大会 自然の森グラウンド

9月25日 第44回鈴木杯争奪少年野球大会 坂戸市

10月 第33回東入間学童野球新人戦大会 三芳町

10月 第17回つるせよさこい祭り出店 鶴瀬駅西口通り

10月16日 第87回埼玉南部秋季大会 三芳町

11月 第29回三芳町新人戦大会 三芳町

11月 三芳町産業祭出店 三芳町

11月 第33回三芳町卒業記念大会 自然の森グラウンド

11月 第13回石毛旗”ヒーロー杯”争奪少年野球大会 所沢市

11月 第11回飯能信用金庫理事長杯争奪少年野球大会 飯能市

11月3日 第48回埼玉西部地区秋季選抜大会 坂戸市

11月23日 第8回生涯現役野球大会 三芳町

11月26日 第26回6地区親善選抜少年野球大会 坂戸市

12月 第19回北岡杯争奪少年野球大会 ふじみ野市

12月 自然の森ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園グラウンド整備 自然の森グラウンド

令和5年

1月 東入間少年野球連盟審判講習会 未定

1月 第10回6年生ドリームマッチ大会 富士見市

1月 三芳町少年野球連盟審判講習会 自然の森グラウンド

1月 三芳町少年野球連盟新年会 未定

1月 自然の森ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ公園グラウンド整備 自然の森グラウンド

2月 第33回風の子駅伝大会 びん沼自然公園

2月 6年生送る会 自然の森グラウンド

2月 西部地区・埼玉南部少年野球連盟審判講習会 坂戸市・和光市

2月 令和4年度　総会 三芳町

（予算額 891,285円　　4団体　会員数 100名）

25



ソフトボール連盟　　　会長 黒澤　栄一
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月9日 総会 三芳町総合体育館 30名

4月18日、24日 春季一般大会 運動公園グラウンド 150名（予備日含め3日）

6月5日、12日 夏季一般大会 運動公園グラウンド 150名（予備日含め3日）

9月11日、18日 町長杯ソフトボール大会 運動公園グラウンド 150名（予備日含め3日）

10月23日、25日 秋季一般大会（ZERO杯） 運動公園グラウンド 150名（予備日含め3日）

11月13日 二市一町親善ソフトボール大会 富士見市 100名（1日）

令和5年

2月12日、19日 第6回アストリード杯新春オープンソフトボール大会 運動公園グラウンド 200名（予備日含め3日）

剣 道 連 盟　　　会長 伊藤　博
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月10日 総会 藤久保公民館

4月10日 合同稽古会 三芳町総合体育館武道場

三芳町審判講習会 三芳町総合体育館武道場

5月15日 第54回三芳町剣道大会 唐沢小学校体育館

6月19日 合同稽古会 唐沢小学校体育館

7月17日 合同稽古会 唐沢小学校体育館

8月21日 三芳町級審査会 三芳町総合体育館武道場

9月18日 合同稽古会 唐沢小学校体育館

10月16日 合同稽古会 唐沢小学校体育館

11月20日 合同稽古会 唐沢小学校体育館

令和5年

1月7日 東入間剣連初稽古会 三芳町総合体育館

1月8日 三芳町剣連初稽古会 三芳町総合体育館武道場

ゴルフ連盟　　　会長 細沼　英一
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月22日 総会 三芳町 書面決議

5月12日 第94回連盟競技会 JGMおごせGC

5月30日 第36回埼玉県市町村対抗ゴルフ選手権大会予選 高坂カントリー俱楽部 男子6名、女子2名

7月4日、5日 埼玉県ゴルフ選手権大会 飯能ゴルフ倶楽部 男女各1名

9月27日 第9回町民ゴルフ大会 武蔵丘ゴルフクラブ

11月9日 第95回連盟競技会 こだまゴルフ倶楽部

令和5年

3月16日 第96回連盟競技会 高坂ゴルフ倶楽部

（予算額 1,566,194円　　11団体　会員数 200名）

（予算額 1,200,000円　　1団体　会員数 23名）

（予算額 1,686,005円　　1団体　会員数 85名）
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テニス協会　　　会長 岡野　司
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和４年度

4月２日 第３９回テニス教室 運動公園コート 定員３０名　全８回

４月３日 第３３回団体戦 運動公園・竹間沢コート 新型コロナ感染拡大で中止

5月１５日 第７０回前期シングルス大会 運動公園・竹間沢コート ９０名参加予定

6月４日 埼玉県西部地区シングルス大会 男子：入間市、女子：坂戸市男女各２名参加予定

6月９日 第４９回前期フラワーカップレディース大会 運動公園コート ２０組（４０名）参加予定

6月12日 第７１回前期ダブルス大会 運動公園・竹間沢コート ９０組（１８０名）参加予定

6月18日 埼玉県西部地区ベテラン大会 男子：和光市、女子：狭山市男女各２組参加予定

９月１０日～ 第３６回ジュニア・シニ教室 運動公園コート ｼﾆｱ２０名・ｼﾞｭﾆｱ12名全８回

9月23日 第４回テニスの日の集い 運動公園コート 50名参加予定

9月2５日 第７１回後期シングルス大会 運動公園・竹間沢コート ９0名参加予定

10月１日 埼玉県西部地区ダブルス大会 男子：朝霞市、女子：日高市男子３組、女子：２組参加予定

10月６日 第５０回後期フラワーカップレディース大会 運動公園コート 20組（40名）参加予定

10月16日 第7２回後期ダブルス大会 運動公園・竹間沢コート ９0組（1８0名）参加予定

11月19日 埼玉県都市対抗西部地区大会 所沢市

11月２０日 第3８回チャリティーミックスダブルス大会 運動公園・竹間沢コート ５0組（１０0名）参加予定

令和５年

2月26日 第3７回協会祭 運動公園コート 20組（40名）参加予定

3月12日 入間東部地区大会 ふじみ野市 二市一町親善大会

3月２５日 定期総会 総合体育館（３F会議室）

弓 道 連 盟　　　会長 加藤　憲男
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月24日 第1回連盟射会 三芳町弓道場 25人

5月8日～6月26日 初心者弓道教室（全10回） 三芳町弓道場 10人

5月8日 第2回連盟射会 三芳町弓道場 25人

6月26日 第3回連盟射会 三芳町弓道場 25人

7月3日 第4回連盟射会 三芳町弓道場 25人

8月21日 第5回連盟射会 三芳町弓道場 25人

9月25日 第6回連盟射会 三芳町弓道場 25人

10月16日 三芳町弓道連盟記念大会（第7回連盟射会） 三芳町弓道場 30人

11月20日 第8回連盟射会 三芳町弓道場 25人

12月11日 連盟納射会（第9回連盟射会） 三芳町弓道場 25人

令和5年

1月9日 連盟新年射会（第10回連盟射会） 三芳町弓道場 25人

2月19日 第11回連盟射会 三芳町弓道場 25人

3月19日 第12回連盟射会 三芳町弓道場 25人

（予算額 2,110,000円　　26団体　会員数 420名）

（予算額 1,273,997円　　1団体　会員数 47名）
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ハイキングクラブ　　　会長 寺島　邦雄
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月10日 軍畑駅から青梅丘陵

4月17日 西武秩父駅から琴平丘陵

4月24日 塩船観音から飯能駅

5月8日 西吾野駅から関八州見晴台

5月22日 正丸峠から伊豆が岳

6月5日 上野原駅から能岳と八重山

6月19日 越生駅から大高取山空アジサイ山公園

7月24日 大嵐入口から足和田山（バス）

9月4日 親鼻駅から美の山

9月18日 Å 武蔵横手駅から物見山・宿谷の滝・スカリ山

B　武蔵横手駅から物見山・日和田山

10月2日 相模湖駅から石老山

10月16日 奥多摩駅から本に田山

10月30日 波久礼駅から虎之岡城跡と陳見山

11月13日 人里バス停から浅間嶺

11月27日 武蔵嵐山駅から大平山と嵐山渓谷

12月4日 東川口駅から川口安行駅の里

12月18日 深谷駅からレンガの街

令和5年

1月8日 越生七福神めぐり

1月22日 東村山駅から多摩湖サイクルロードを歩く

2月5日 北柏駅から布施弁天

3月5日 明覚駅から弓立山

3月26日 三毳神社から三毳山（バス）

柔 道 連 盟　　　会長 安田　福輝
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月17日 入間郡市柔道連盟総会 入間市武道場

6月19日 埼玉県学年別少年柔道大会 県立武道館

7月18日 入間郡市柔道大会 所沢武道場

9月19日 富士見市柔道大会 富士見市体育館

令和5年

3月5日 三芳町柔道大会 三芳町総合体育館

3月19日 所沢市柔道大会 所沢武道場

3月26日 朝霞市柔道大会 朝霞市武道場

（予算額 617,069円　　1団体　会員数 37名）

（予算額 174,000円　　1団体　会員数 28名）
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インディアカ連盟　　　会長 玄蕃　義章
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月24日 審判講習会（西部地域） ふじみ野市総合体育館

5月8日 埼玉県協会総会 県民活動センター

5月15日 第19回埼玉県レディス、第12回男子大会 桶川市サンアリーナ

6月12日 審判員認定講習会 幸手市アスカル幸手

7月3日 第35回埼玉県中央大会 桶川市サンアリーナ

7月17日 第34回三芳町親睦交流大会 三芳町総合体育館

9月25日 第24回埼玉県シニア大会 秩父市文化体育センター

11月6日 第45回関東甲信越ブロック大会 所沢市市民体育館

11月13日 第42回埼玉県協会インディアカ大会 桶川市サンアリーナ

12月11日 第15回三芳町親睦ひまわり大会 三芳町総合体育館

令和5年

2月5日 第27回さくら草大会 坂戸市市民総合体育館

3月19日 第36回三芳町親睦交流大会 三芳町総合体育館

3月31日 総会 未定

少年サッカー連盟　　　会長 平井　昌史
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月16日 東入間地区トレセン開校式 研修室 50名予定

5月8日 埼玉県４種リーグ 藤久保小 120名予定

5月15日 埼玉県4種リーグ 藤久保小 120名予定

5月28日 東入間トレセン練習会 運動公園 50名予定

6月25日 東入間トレセン練習会 運動公園 50名予定

7月30日 東入間トレセン練習会 運動公園 50名予定

10月29日 東入間トレセン練習会 運動公園 50名予定

11月26日 西部地区兼東入間地区トレセン選考会 運動公園 100名予定

12月3日 西部地区兼東入間地区トレセン選考会 運動公園 100名予定

令和5年

3月4日 送別交流会 運動公園 180名予定

3月11日 送別交流会 運動公園 180名予定

（予算額 200,000円　　2団体　会員数 28名）

（予算額 665,076円　　2団体　会員数 100名）
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グラウンドゴルフ連盟　　　会長 有賀　正行
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月9日 総会 藤久保公民館

7月2日 第27回町長杯グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド

10月22日 ゆうちょ杯グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド

12月3日 第28回町長杯グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド

老人クラブ連合会体育部　　会長 矢島　繁太郎
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

5月12日 総会 ふれあいセンター

10月13日 秋季グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド

令和5年

3月16日 春季グラウンドゴルフ大会 運動公園グラウンド

４Ｈクラブ　　　会長 森田　圭祐
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

5月 ちびっこ農園食育指導

6月 直売会

7月 直売会

8月 直売会、新会員歓迎会、体育協会チャリティーボウリング大会

9月 産業祭用大根種まき

10月 世界一のいも掘りまつり、町民体育祭

11月 直売会、産業祭

12月 忘年会

令和5年

1月 新年会、プロジェクト発表会、三芳町ロードレース大会走路員

2月 冬季研修旅行、入間東部駅伝大会走路員

3月 ちびっこ農園食育指導、新入会員勧誘、役員引継ぎ、送別会

青少年相談員協議会　　　会長 渡辺　秀行
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

5月 子どもフェスティバル 総合運動公園グラウンド コロナの影響により中止

5月 定期総会 藤久保公民館ホール

8月7日~8日 チャレンジアドベンチャー2022 秩父市大滝つちうちキャンプ場

11月 子どもドッジボール大会の代替事業 総合運動公園グラウンド

12月 冬のおたのしみ会 藤久保公民館ホール

令和5年

３月 青少年相談員交流会またはジュニアリーダースキルアップ研修会 藤久保公民館ホール

※定例会を毎月1っ回実施予定

（予算額 108,000円　　9団体　会員数 110名）

（予算額 320,000円　　11団体　会員数 689名）

（予算額 1,323,490円　　1団体　会員数 12名）

（予算額 908,499円　　1団体　会員数 28名）
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バドミントン部　　　会長 手塚　利美
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月3日 マスタ－ズ県予選 三芳町

４月9日、10日 西埼玉連合会総会 尾瀬戸倉

5月17日 レディス審判講習会 三芳町

6月12日 県社会人クラブ春季大会 三芳町

6月18日 全国社会人クラブ個人戦 富山県髙岡市

8月28日 西埼玉年齢別大会 坂戸市

9月23日 西埼玉オープン大会 三芳町総合体育館

10月16日 県社会人クラブ秋季大会 三芳町

10月24日 川越会長杯 川越市

11月3日 西埼玉ミックス大会 ふじみ野市

11月18日 全日本シニア大会 高知県

令和5年

1月8日 西埼玉団体戦 志木市

1月22日 富士見市民大会 富士見市

3月5日 三芳町民大会 三芳町総合体育館

スポーツウェルネス吹矢部　　　会長 荒木　勲
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

4月 総会 藤久保公民館 全員

4月 和光大会 和光市民体育館 中止

5月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

6月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

6月21日 上尾大会 上尾市民総合体育館 8名

6月24日 支部大会（31回） 総合体育館武道場 全員

7月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

8月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

9月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

9月19日 第31回埼玉大会 熊谷ドーム 5名

9月30日 支部大会（32回） 総合体育館武道場 全員

10月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

10月14日 和光大会 和光市民体育館 10名

10月24日 西埼玉地区大会 川越体育館 10名

11月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

11月24日 全国大会 墨田総合体育館 有志

11月25日 全日本オープン大会 墨田総合体育館 有志

12月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

12月23日 支部大会（33回） 総合体育館武道場 全員

令和5年

1月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

2月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

3月 練習会（毎週水曜日） 竹間沢公民館　他 全員

3月24日 支部大会（34回） 総合体育館武道場 全員

3月25日 第32回埼玉大会 サイデン化学アリーナ 10名

（予算額 311,257円　　1団体　会員数 42名）　

（予算額 10,000円　　3団体　会員数 100名）　
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ペタンク部　　　会長 吉沢　誠
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

未定 第33回ねんりんピック埼玉予選会 熊谷市

4月24日 総会 上尾市

5月15日 定期総会 三芳町

5月21日、22日 第36回日本ペタンク選手権大会予選会 深谷市

6月26日 第34回彩の国さいたまオープンぺタンク大会 深谷市

8月7日 埼玉県連盟ペタンク部会対抗大会 川本

9月10日、11日 第22回東日本ペタンク選手権大会 熊谷市

10月15日、16日 第37回日本選手権大会 富山県

7月31日 第4回埼玉県シングルス選手権大会 深谷市

11月12日～11月13日 第34回ねんりんピック 神奈川県

12月12日 第16回コバトン交流会大会 深谷市

令和5年

1月22日 第13回フェデレーションカップ大会 深谷市

2月26日 第14回埼玉県ペタンク連盟･クラブ･協会対抗戦 深谷市

3月12日 第15回さくら草杯ペタンク大会 深谷市

空手道連盟　　　会長 西内　一夫
月　日 事　　業　　名 会　　場 摘　　要

令和4年

4月3日 第1回審判員講習会（組手） 埼玉県立武道館

4月17日 第1回強化講習会 ふじみ野市第二運動公園

4月24日 第2回強化講習会 ふじみ野市第二運動公園

4月29日～5月1日 第35回県民総合体育大会空手道競技 埼玉県立武道館

第54回埼玉県空手道選手権大会 埼玉県立武道館

第13回彩の国杯埼玉県ジュニア空手道選手権大会 埼玉県立武道館

6月頃 第1回公認級位審査会 未定

7月頃 第11回関東大会少年少女空手道選手権大会 未定

7月頃 第12回関東スポーツマスターズ空手道競技大会 未定

7月31日 富士見市市民スポーツ大会　空手道の部 富士見市総合体育館

8月10日～11日 第22回全日本少年少女空手道選手権大会 武蔵野の森総合スポーツプラザ

11月27日 第45回富士見市健康増進スポーツ大会　空手道の部 富士見市総合体育館

12月12日 第50回全日本空手道選手権大会 日本武道館

12月18日 第14回琉球古武道大会 三芳町総合体育館

12月18日 第4回埼玉県中学生空手道冬季大会 埼玉県立武道館

令和5年

2月頃 第2回公認級位審査会 未定

2月頃 第3回審判員講習会（形） 未定

2月26日 第46回埼玉綜武道大会 三芳町総合体育館

3月頃 第4回審判員講習会（組手） 未定

（予算額 125,000円　　2団体　会員数 100名）

（予算額 254,259円　　1団体　会員数 5名）
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三芳町体育協会会則 
 

          第１章  名称及び事務所 

第１条 本会は、三芳町体育協会と称する 

第２条 本会の事務所は、三芳町役場庁舎内におく。 

 

          第２章  目的及び事業 

第３条 本会は、体育、スポーツを普及させることによって、町民の体位、体力の向上を 

 図り、もって健康で明るい町の建設に寄与することを目的とする。 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 （１）体育、スポーツの普及及び指導 

 （２）体育、スポーツに関する研究調査 

 （３）各種体育、スポーツ大会、講習会の実施 

 （４）代表選手、役員の派遣及び功労者、優秀選手の表彰 

 （５）レクリェーションの振興 

 （６）体育、スポーツ団体との連絡、協調及び助成 

 （７）その他目的達成に必要な事業 

 

          第３章  組  織 

第５条 本会は、これに加盟する体育、スポーツ団体並びに目的に賛同する団体 

 及び個人をもって構成する。 

 

          第４章  役  員 

第６条 本会に次の役員を置く。 

  会  長 １ 名  副 会 長 ２ 名  理 事 長 １ 名 

  常任理事 若干名  理  事 若干名  監  事 ２ 名 

  会  計 ２ 名  幹  事 若干名  実行委員 若干名 

第７条 本会役員の選出は、次のとおりとする。 

 （１）会長、副会長は理事会で選出する。 

 （２）理事は、加盟団体及び専門部より各１名選出する。 

 （３）学識経験者を会長の推薦により、総会の承認を経て理事とすることがで 

   きる。 

 （４）常任理事は、理事より選出する。 

 （５）理事長は、常任理事より選出する。 

 （６）監事は、理事会で理事以外の者より選出し会長が委嘱する。 

 （７）会計は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

 （８）幹事は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

 （９）実行委員は、各行政区の推薦により会長が委嘱する。 
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第８条 本会の役員の任務は次のとおりとする。 

 （１）会長は本会を代表し、会務を総理する。 

 （２）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 

 （３）理事長は会長の命をうけ、理事会を掌理する。 

 （４）理事会は、予算、決算、事業計画、その他重要事項を審議、執行する。 

 （５）常任理事会は、本会の運営に関する企画、立案を行う。 

 （６）監事は、会計を監査する。 

 （７）会計は、本会の会計事務にあたる。 

 （８）幹事は、庶務にあたる。 

 （９）実行委員は、体育祭等の事業運営に対し、必要に応じ審議、執行する。 

第９条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。 

第 10条 本会の役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。また、補欠 

 による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

          第５章    会  議 

第 11条 会議は総会、理事会、常任理事会とする。 

２ 総会は本会の最高議決機関であって、毎年定期に行い、次の事項を審議、決 

 定する。ただし、会長が必要と認めた場合、臨時にこれを行う。 

 （１）事業報告、決算の承認 

 （２）事業計画、予算承認 

 （３）役員の承認 

 （４）会則の変更、承認 

 （５）事業実施、運営に関する事項 

 （６）その他重要事項 

３ 総会は会長、副会長、理事長、常任理事、理事、会計、幹事、加盟団体及び 

 専門部より各 1名で構成する。 

４ 理事会は会長、副会長、理事長、常任理事、理事、会計、幹事で構成する。 

５ 常任理事会は会長、副会長、理事長、常任理事、会計、幹事で構成する。 

６ 会議はすべて会長が招集し、その議長となる。 

第 12条 総会及び理事会は、２分の１以上の出席がなければ議決することがで 

 きない。 

２ 前項の場合において、あらかじめ委任状をもってその会議に付議される事項 

 について代理人を定めた場合は、出席とみなす。 

３ 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決す 

 る。 
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          第６章  会  計 

第 13条 本会の経費は、下記に掲げるもので支弁する。 

 （１）会     費 

 （２）賛 助 会 費 

 （３）補  助  金 

 （４）預 金 利 子 

 （５）寄  付  金 

 （６）繰  入  金 

 （７）諸  収  入 

第 14条 会費は、加盟団体ごとに年額５千円とする。 

２ 賛助会費は、法人一口一万円、個人一口三千円とする。 

第 15条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

          第７章  加 盟 団 体 

第 16条 本会に次の加盟団体を置く。 

 （１）野 球 連 盟 

 （２）ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 

 （３）バ レ ー ボ ー ル 連 盟 

 （４）ス キ ー 連 盟 

 （５）卓 球 連 盟 

 （６）少 年 野 球 連 盟 

 （７）ソ フ ト ボ ー ル 連 盟 

 （８）剣 道 連 盟 

 （９）テ ニ ス 協 会 

 （10）ハ イ キ ン グ ク ラ ブ 

 （11）弓 道 連 盟 

 （12）ゴ ル フ 連 盟 

 （13）イ ン デ ィ ア カ 連 盟 

 （14）少 年 サ ッ カ ー 連 盟 

 （15）グラウンドゴルフ連盟 

 （16）柔 道 連 盟 

 （17）老人クラブ連合会体育部 

 （18）４ Ｈ ク ラ ブ 

 （19）青少年相談員協議会 

第 17条 本会はスポーツ・レクリェーションの育成の為、次の専門部を置く。 

 （１）バ ド ミ ン ト ン 部 

 （２）ペ タ ン ク 部 

 （３）スポーツウエルネス吹矢部 

 （４）空 手 道 連 盟



 

36 

 

 

第 18条  専門部に部長、副部長を置き各々の事業を計画しこれを実施する。 

２ 部長は部員より選出し、会長が委嘱する。 

３  副部長は部長の推薦により会長が委嘱する。 

４  副部長は部長を補佐し、部長不在のときはこれに代わる。 

 

   附  則 

 この会則は、昭和３５年１１月３０日より施行する。 

 

昭和４５年 ５月 ２日 一部改正   昭和５０年 ６月２８日 一部改正 

昭和５８年 ５月２９日 一部改正   昭和６０年 ５月１９日 一部改正 

昭和６２年 ６月２０日 一部改正   平成 ２年 ５月２０日 一部改正 

平成 ３年 ６月２９日 一部改正   平成 ４年 ５月３１日 一部改正 

平成 ５年 ６月 ６日 一部改正   平成 ６年 ６月１２日 一部改正 

平成 ８年 ５月１９日 一部改正   平成 ９年 ６月２２日 一部改正 

平成１１年 ６月 ６日 一部改正   平成１２年 ６月１８日 一部改正 

平成１３年 ５月２０日 一部改正   平成１４年 ６月 ２日 一部改正 

平成１５年 ６月 １日 一部改正   平成１６年 ６月 ６日 一部改正 

平成１７年 ６月 ５日 一部改正   平成１８年 ６月 ４日 一部改正 

平成２１年 ５月３１日 一部改正   平成２２年 ５月２２日 一部改正 

平成２３年 ５月２１日 一部改正   平成２４年 ５月２０日 一部改正 

平成２６年 ５月１８日 一部改正   平成２７年 ５月１７日 一部改正 

平成２８年 ５月１５日 一部改正    平成３０年 ５月１３日 一部改正 

（平成３１年４月１日より施行する。） 

令和 元年 ５月１２日 一部改正      令和 ３年 ５月 ９日 一部改正   



（個人）

大会名

日　時

会　場

成　績

大会名

日　時

会　場

成　績

大会名

日　時

会　場

成　績

大会名

日　時

会　場

成　績

大会名

日　時

会　場

成　績

大会名

日　時

会　場

成　績

大会名

日　時

会　場

成　績

川野　博大
スウィンみよし

（水泳）

大島　泰河

第30回記念大会
JOCジュニアオリンピックハンドボール大会

令和３年１２月２２日～２６日

徳島県　アミノバリューホール

男子の部　第3位

第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

令和３年８月２１日～２６日

大阪府　東和薬品ラクタブドーム

男子200mバタフライ　第5位

兵庫県　グリーンアリーナ神戸

ホープス女子　第7位

大橋　弦樹
個人

（パラ水泳）

第38回日本パラ水泳選手権大会

令和３年１１月２０日～２１日

千葉県　千葉県国際総合水泳場

男子S7クラス50m自由形　第6位

大崎ジュニアクラブ
（ハンドボール）

【栄　　光　　賞】

令和３年度　三芳町体育協会体育賞　受賞者名簿（敬称略・順不同）

内村　弥路
藤久保中学校

（水泳）

令和3年度全国中学校体育大会
第61回全国中学校水泳競技大会

令和３年８月１７日～１９日

千葉県　千葉県国際総合水泳場

男子400m自由形　第8位

氏　名 所　属 功　績

K's GYM 横浜
（パワーリフティング）

第22回ジャパンクラシック
ベンチプレス選手権大会

令和３年６月５日～６日

北海道　江別市民体育館

一般女子57㎏　第1位、最優秀選手

石橋　茜

中島　紗希
三芳東中学校

（水泳）

令和3年度全国中学校体育大会
第61回全国中学校水泳競技大会

令和３年８月１７日～１９日

千葉県　千葉県国際総合水泳場

男子100mバタフライ　第8位

吉田　璃乃
トコチル
（卓球）

全農杯2021年全日本卓球選手権大会

令和３年７月２２日～２５日
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（個人）

【優　秀　選　手　賞】

少年野球連盟

2011年より三芳町少年野球連盟の審判部として活躍さ
れ、審判副部長、審判技術部長の要職を歴任し、後進
の審判員の技術力向上、また連盟の発展に多大な貢献
をした。

小学男子1・2年生の部　優勝

BloomPJT
（陸上）

大会名 第37回彩の国小学生クラブ交流大会

【功　　労　　賞】

氏　名 所　属 功　績

落合　秀雄

寺井　妃乃

佐藤　光琉
柔道連盟
（柔道）

成　績

成　績
男子200m 第4位、男子4×100mリレー 第3位
男子4×400mリレー 第5位

成　績 4年生女子80m 第2位

塩味　奏来
立教新座高校

（陸上）

大会名
令和3年度関東高等学校陸上競技大会
秩父宮賜杯第74回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会
北関東･南関東地区予選会

大会名 第39回入間郡市柔道選手権大会

氏　名 所　属 功　績

山崎　真寛
K&Mジュニア
（卓球）

大会名
全農杯2021年度全日本卓球選手権大会
埼玉県予選会兼関東ホープス卓球大会予選会

成　績 カブ男子　第1位

大会名
第25回関東女子ユース（U-18）サッカー選手
権大会

成　績 第3位

山本　結菜
1FC川越水上公園メニーナ

（サッカー）
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（団体）

鈴木　心温
JOYFITふじみ野
（ダンス）

大会名
ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2021 関東予選大会
第21回全日本チアダンス選手権大会・第19回全日本学生チアダンス選手
権大会

成　績 Pom部門中学生Medium編成　第6位

富田　光

成　績 大編成部門 第3位

氏　名 所　属 功　績

長なわ1分間とび　第2位

大会名
第34回県民総合スポーツ大会
第45回埼玉県なわとび選手権大会藤久保小学校

（なわとび）

団体名

成　績

藤久保小学校
4年3組A

藤久保小学校
4年3組B

男子　第3位

三芳中学校
野球部

三芳中学校
（野球）

成　績 優勝

長なわ1分間とび　第1位

藤久保小学校
（なわとび）

大会名
第34回県民総合スポーツ大会
第45回埼玉県なわとび選手権大会

成　績

みよし大崎ジュニア
みよし大崎ジュニア
（ハンドボール）

大会名 令和3年度埼玉県小学生ハンドボール大会

成　績

令和3年度学校総合体育大会入間東部大会大会名

所　属 功　績

内村　采里
南陵高校

（ダンス）

大会名
全国高等学校ダンスドリル選手権大会2021
関東大会

成　績 SONG/POM部門 Large編成 第2位

山村国際高校
（ダンス）

大会名
第11回全日本高等学校チームダンス選手権大会関
東予選

少年野球連盟
（野球）

大会名 西部地区大会

成　績 優勝
三芳ドリームズ

森下　加菜
山村国際高校
（ダンス）

大会名
第11回全日本高等学校チームダンス選手権大会関
東予選

成　績 大編成部門 第3位
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体 育 賞 表 彰 規 程 
 

（目 的） 

第１条 三芳町の体育及びスポーツの振興に貢献し、その功績顕著なもの及びスポーツ 

 界で優秀な成績を収めたものを三芳町体育協会が表彰する。 

 

（体育賞の種類） 

第２条 体育賞は次のとおりとする。 

 （１） 功労賞 

 （２） 優秀選手賞 

 （３） 栄光賞 

 

（被表彰者の資格と条件） 

第３条 体育賞の被表彰者の資格と条件は次の各号のとおりとする。 

 （１） 三芳町に在住・在学・在勤、あるいは町体育協会加盟団体に所属している個人ま

たはチームとする。 

 （２） 功労賞は、次の各項のいずれかに該当するもので、未だこの表彰を受けたこと 

   のないもの。 

    ａ 体育・スポーツの振興について功績が顕著であるもの。 

    ｂ 多年に亘り体育・スポーツ指導に精励し、著しく功績があり他の模範である 

     もの。 

    ｃ 多年に亘り加盟団体の発展に努力されたもの。 

    ｄ 地域社会における体育・スポーツの育成発展に寄与しているもの。 

    【注】多年とは、概ね 10年とする。 

 

 （３） 優秀選手賞は、一般及び学徒（小・中・高）の運動選手（またはチーム）で特 

   に優秀な技量を発揮して他の模範と認められるもので、その選考基準は次の各項 

   の一つに該当するものとする。 

    ａ 埼玉県大会において個人またはチーム（エントリーメンバーを含む）として 

     ３位までに入賞したもの。 

    【注】埼玉県大会とは、全県的規模をもって実施されるもので、町体育協会が 

       認めた大会をいう。 

    ｂ 地方ブロック大会以上の規模で、埼玉県大会に準ずる大会において個人また 

     はチーム（エントリーメンバーを含む）として優勝を収めたもの。 

    【注】埼玉県大会に準ずる大会とは、その大会が埼玉県内において最高の大会 

       であり、町体育協会が認めた大会をいう。 

    ｃ 入間郡大会において、個人またはチーム（エントリーメンバーを含む）として 

優勝を収めたもの。 

    ｄ 東部地区大会において、個人またはチーム（エントリーメンバーを含む）と 

     して優勝を収めたもの。 
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    ｅ その他、特に優秀な技量を発揮して他の模範となり、町体育協会が認めた個 

     人またはチーム（エントリーメンバーを含む）に対して行う。 

 （４） 栄光賞は、一般及び学徒（小・中・高）の運動選手（またはチーム）で、全国大 

   会において、個人またはチーム（エントリーメンバーを含む）として８位までに 

   入賞したもの。 

    【注】全国大会とは、全国的規模をもって実施されるもので、公益財団法人埼玉 

       県スポーツ協会が認めた大会をいう。 
 

（表彰の種目） 

第４条 表彰の種目は原則として町体育協会の加盟団体種目または町体育協会が認めた種 

目とする。 
 

（被表彰者の推薦） 

第５条 体育賞の該当者については、町体育協会加盟団体の長又は学校長が所定の用紙 

 に次の事項を記載し、大会要項並びに参加者名簿等を添えて町体育協会に推薦するもの 

とする。 

 １ 氏名 

 ２ 生年月日 

 ３ 住所 

 ４ 職業 

 ５ 所属団体 

 ６ 業績 

 ７ 推薦理由 
 

（被表彰者の選考） 

第６条 前条により推薦されたものについては、町体育協会の常任理事会で協議し、 

 理事会において決定するものとする。 
 

（表彰の時期） 

第７条 表彰は、町体育協会定期総会時に行う。 
 

（表彰の内容） 

第８条 表彰は賞状を授与して行う。ただし、記念品を加授することができる。 
 

（規定の変更） 

第９条 本規程の変更は、町体育協会理事会において、出席者の過半数の同意を得な 

 ければならない。 
 

（附則） 

 本規程は、昭和５０年６月２８日より施行する。 

 本規程は、昭和６３年３月１０日より施行する。 

 本規程は、平成２年５月１４日より施行する。 

 本規程は、平成７年５月３０日より施行する。 



42 

 

 本規程は、平成２８年４月２０日より施行する。 

 本規程は、平成３０年４月１日より施行する。 

本規程は、令和元年５月１３日より施行する。 

本規程は、令和３年１１月１６日より施行する。 

本規程は、令和４年２月３日より施行する。 



令和３年度 賛助会員

お蔭様で皆様のご支援により様々な事業を行っております。

今後とも末永くご支援くださいますようお願い申し上げます。

お名前を掲載させていただき、感謝の気持ちとさせていただきます。

【個人会員】（申込み順・敬称略）

下平　和宏 中村　勉 谷川　周子 濱中　市子

森田　昌也 岡野　司 早津　隆雄 長谷川　渉二

田村　昭太郎 冨永　眞由美
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