
平成30年度　岩手県スケート連盟総会

日　時　平成30年6月24日（日）10時00分より

会　場　盛岡タカヤアリーナ　第二会議室

＊平成29年度岩手県スケート連盟最優秀選手表彰　（熊谷　萌　選手）

次　　　第

開　　会

会長挨拶

議長選出

議　　題

1　報告事項

（1）部長会会議報告（スピード部長・フィギュア部長・普及部長）

（2）第73回国民体育大会結果報告

（3）その他

2　審議事項

（1）平成29年度各部事業報告並びに収支決算について

（2）平成30年度各部事業計画並びに予算について

（3）規約改正について

（4）役員選出について

3　その他

＊夏のイベントについて（あいす　ふえすてぼるin Summe r2）
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第73回国民体育大会冬季大会入賞者一覧

順位 �競　技 �種　別 �種　目 �入　賞　者i �得点 

1位 �鬱願藤懸 �成年男子 �ショートトラック 500m �村　竹　啓　恒（岩手県体育協会） �8 親閲躍醗 �成年女子 �スピード500m �曽　我　こなみ（ホテル東日本） �8 

鑑醒蘭蘭 �少年女子 �スピード500m �熊　谷　　　萌（盛岡工業高等学校） �8 

2位 � �少年女子 �スピード1，000m �熊　谷　　　萌（盛岡工業高等学校） �7 

3位 �醗醗　醗 �少年男子 �スピード2000m リレー �岩手選抜 �6 
米田　恵隆、佐藤　寛人、横沢　直太郎（盛岡工業高等学校）、 
山口　知己‾（盛岡第三高等学校） 

スキ「 �成年男子　B �コンバインド �永　井　陽　一（松尾中学校（教）） �6 

4位 �醸／－ �少年男子 �スピード1，000m �米　田　恵　隆（盛岡工業高等学校） �5 スキー �成年男子　A �‘コンバインド �芝　草　陽　祐（盛岡市スキー協会） �5 

スキー �成年男子　B �コンバイン‾ド �永　井　健　弘（盛岡市役所） �5 

5位 � �成年男子 �スピード1，500m �渡　部　知　也（（㈱シリウス） �4 

∴　∴」∴ �成年女子 �スピード1，500m �藤　森　美　希（八角病院） �4 

少年男子 �スピード500m �米　田　恵　隆（盛岡工業高等学校） �4 

少年男子 �スピード1，500m �横　沢　直太郎（盛岡工業高等学校） �4 

スキー �成年男子　A �コンバインド �三ケ田　泰　良（明治大学） �4 

スキー �成年女子　A �クロスカントリー �土　屋　正　恵（日本大学） � 

スキー �女　　　子 �リレー �岩手選抜 �4 滝沢　目薬、小田　綺花（盛岡南高等学校）、 
土屋　正恵（日本大学）、田中　ゆかり（東海大学） 

6位 �鑑醗曝醗 �成年男子 �スピード5，000m �渡　部　知　也（（㈱シリウス） �3 成年女子 �スピード3，000m �阿i部　真　衣（コスモ通信システム） �3 

スキー �成年男子　B �スペシャルジャンプ �永　井　健　弘（盛岡市役所） �3 

7位 �スキー �少年男子 �コンバインド �谷　地　　　宙（盛岡中央高等学校） �2 
スキー �成年男子 �リレー �岩手選抜 �2 遠藤宏弥（日本体育大学）、若松　翔（盛岡農業高等学校（職））、 

久保田　舜治（中央大学）、村田　勇人（中京大学） 

8位 �蘭闇醗 �少年男子 �スピード5，000m �紺　野　元　曙∴（盛岡工業高等学校） �1 

題闇閲醒 �少年女子 �スピード500m �星　野　帆乃華（盛岡農業高等学校） �l 

頻顕醸 �少年女子 �スピードら000m �星　野　帆乃華（盛岡農業高等学校） �1 

スキー �少年男子 �スペシャルジャンプ �高　橋　佳　佑（盛岡中央高等学校） �／蕊 

スキー �成年女子　A �クロスカントリー �田　中　ゆかり（東海大学） � 

スキー �少年男子 �リレー �岩手選抜 �l 田逸　　凌（盛岡南高等学校）、大堰　　徳（沢内中学校）、 
鈴木　塁（一戸中学校）、橋本　創（盛岡南高等学校） 

※得点の網掛け：入賞者が1県3名の場合、天皇杯得点は上位2名のみに

与えられるため、得点の繰上げ（繰下げ）が行われたもの

1



平成29年度事業報告
スピード部 

月 � �事業内容 �場　　　所 �備　　考 

4 � � � � 

26 �県体育協会加盟団体事務局長会議 �サンセール盛岡 �県民体等について 

5 �2 �役員会議 �アイスノンク � 

14 �H28年度会計監査 �アイスノンク � 

6 �3 �役員会議 �アイスノンク � 

16－18 �日本体育協会公認指導員講習会 �東京味の素トレーニング �3名参加：駿河・小林・夏日 

19 �H29年度目ス連登録 � � 

24 �理事会 �県体協会議室 � 
‾25 �王事 �霊：暮‾ � 

7 �l �夏のイベント打ち合わせ �アイスノンク � 

30 �夏のイベント打ち合わせ �アイスリンク � 

8 �8 �あいすふえすていぼるinSummer �アイスノンク � 

26 �jSF公認蓉部員登録担当者講習会 �東京岸記念館 �1名参加：駿河 

去 �異ピー悶酔眼中央をミキ一 �出腕 �4名義抽：・佐々木、土田、斎藤、触罫 

27 �H29年度目ス連定時評議委員会 �東京TPK品lllガン �1名参加：千葉評議員 

10 �9 �レフノエーセミナー �東京岸記念館 �4名参加：竹田・佐々木（幸）・上田・駿河 10 �スターターセミナー �帯広 �2名参加：鈴木・斉藤 

28 �伝達セミナー �県休脇会議室 �20名参加 

立「ガ〕イ通関轟役員龍ち会わ蛙i �盛岡。 �］暖冬豪放． 

11 �3 �県営スケート場OP � � 12 �第1回記録会 �県営スケート場 � 

18－19 �第42回岩手県スカントスケート競技選手権大会 �県営スケート場 �参加選手：成年女子l名・少年女子14名・少年男子17名 

19 �第2回記録会 �県営スケート場 � 

24－25 �201〝2018ジャパンかプスピードスケート競技会 �県営スケート場 �参加選手：女子55名・男子82名 

27 �第72回国民体育大会報告会 �サンセール盛岡 �3名参加：竹田、加藤、和野 

12 �2－3 �第67回岩手県高等学校スケート競技選手権大会 �県営スケート楊 �参加選手：女子9名・男子12名 第50回岩手県中学校スケート競技選手権大会 �県営スケート場 �参加選手：女子2名・男子8名 

9 �第3回記録会 �県営スケート揚 � 

16－17 �第70回岩手県民大会スケート（スピード）競技会 �県営スケート場 �参加選手：女子1名・男子2名 

尭11回少年種別スケートはピード）競技国体選手選考会 �ニ県営スケート揚 �参加選手：女子11名・男子15名 

17 �第23回岩手県小学校スピードスケート記録会 �県営スケート揚 � 

1 �7 �第4回記録会 �県営スケート揚 � 

13－14 �第33回岩手県選抜スピードスケート競技会 �県営スケート揚 �参加選手：女子8名・男子13名 

第54回岩手県高等学校新人スケート競技選手権大会 �県営スケート場 
、2 �許婚密閉間鴨鞄　だ二‾帯揚・一隅親睦 �関数ケ」増募 �”舶選手：小I牢～小輔男女：贈宕 

28－1 �第73回国体スケート競技会（山梨国体） �山梨　富士急HL他 �少年12名、成年11名、油－ト2名、監督3名 

2 �10日～11日 �平成29年度岩手県スケート競技選手権大会 第56回NHK盛岡放送局長杯スケート大会 �県営スケート揚 �参加選手：女子12名・男子16名 

3 �10 �H29年度東北ブロック指導員講習会 �アイスノンク �県ス連盟主催（普及部） 
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平成30年6月3日

フィギュア部

期　日 ��事業内容 �場　　所 �備　　考 
8月 �18人一20日 �Toセミナー �愛知：邦和 �久保田、安保、佐藤 

蝿 �9－⊥0日 �室判講習会鋲iセミナーj �真裏：浅釜 �、高塩（置〕ゝ久寝食安保ゝ 佐藤、村上、高橋（悠）、星 久保田 

17－18日 �審判講習会（アイスダンス） �大阪：府立体育館 

15へノ17日 �ロンパルティア杯 �イタリア �Sr男子：佐藤12位 

2主・ヘゼ4日i �20重フ東北具北海道フィギュア選手権大会 �新潟－：新港 �批女子：佐藤44臆 

10月 �21－22日 �第11回東日本学生選手権大会 �東京：東大和 �6緻クラス：太田原9位、工藤27位 

26－29日i �第43回東日本、第34回東日本ジュニア �山梨：甲府 �SM男子：佐藤2位 

11月‾ �5日 10－12日 �第7敬司渠民体育大会スケー鵬醐吏会 （兼）国体予選 平成29年度岩手県ジュニア競技大会 �盛岡÷アイスサンタ 盈岡：アイスノンク 大阪：中央体育館 �3名参加で28年度5名参舶‡ 24名参加（28年度23名参加） 

第50回岩手県・盛岡市中学校スケート大会 ��12名参加（28年度14名参加） 

第67回岩手県高校スケート選手権大会 ��5名参加（28年度7名参加） 

NHK杯 ��男子：佐藤11位 

11－12日 �第29回東北高校スケート選手権大会 �青森：八戸 �3名参加 

第39回東北中学校スケート競技会 ��9名参加 

12月 �2－3日 21～24日 �第73回国民体育大会フィギュア競技予選会 第86回全日本フィギュアスケート選手権大会 �千葉：アクアノンク 東京：調布i �成年女子：太田原23位、工藤24位 県別14位 男子：佐藤8位 

l風 �4－8日 14日 �築蝿全日本学生選手権大会 審判講習会（シンクロナイズド） �長野：軽井沢 群馬：前橋 �子：佑窮寂牲 6級女子：太田原10位 久保田、伊藤 

22∴）26日 �第67回全国高校スケート選手権大会 �山梨：‾甲府 �女子：‘佐藤134位 

2月 �3－6日 �第38回全国中学校スケート競技会 �長野：ビッグjW卜 �男子：加藤24位 

18日 �平成29年度岩手県スケート選手権大会 �盛岡：アイスノンク �計28名参加（OP参加2名含む） 

第56回NH峨盛岡放送局長杯スケート大会 第54回岩手県高校新人スケート大会 平成29牢痩岩手県ジユニ乃聞吏大会 ��（28年度計36名参加／OP3名含む） 

3月 �16－18日 �クープ・ド・プランタン �ルクセンブルク �SM男子：佐藤4位 

29日 �新人発掘合宿選考会 �宮城：仙台 �＼2名参加 

30－4／1日 �第46回北日本フィギュアスケート競技会 �官職：仙台 �15名参加 

5月 �27日 �全国フィギュア部長会 �東京 �久保田出席 

少年女子 �畠山綾子、佐藤朱鳥　　　　　　　　　　　　　1 

少年男子 �l 

成年女子 �太田原書菜、工藤真実 

成年男子 �佐藤洗彬 

※強化事業

延べ畿固魔抵

※）やジテスト

計8回開催、延べ90名受験
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平成29年度　　普及部事業報告

岩手県スケート連盟普及部

部　長　　長　澤　町　子

1．

2．

3．

4．

指導員派遣事業

○　事業件教・・・

○　延べ派遣回数・

・60件（前年度　　77件）

150回（前年度　160回）

内訳：幼稚園・小学校・大学・教職員スケート教室　…　…46回

ドラムスケーティング（スポ少）…　…　…　…42回

その他のスケート教室　…　…　…　…　…・62回

○　延べ参加人数・・・・・・・‥・・・・・・・・・・．4，675名

普及都主催事業

（1）大人の教室（カトレア会）　　　　0回　　受講者・・・延べ　0名

（2）基礎スケーティングバッジテスト　7回　　受験者・・・102名

研修事業

（1）東北ブロック指導員講習会　（岩手県　H30．3／10－3／11）

参加者…・14名

平成29年度指導員（準指導員）及び基礎スケーティングバッジテスト

合格者

平成29年度

合格者数

指導員・準指導員

指導員　　　　1名

準指導員　　　　0名

基礎スケーティングバッジテスト

A　級　　　21名

B　級　　　20名

C　級　　　61名

（前年度合格者数）

4
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平成29年度岩手県スケート連盟一級会計決算報告書

自平成29年4月1日一望平成30年3月31日

岩手崇スケート連亜

収入の龍

科　目 �今期予算額 �今糊決算額 �増　減 �備　　　　考 

前期繰縫合 �777，559 �777，559 �0 � 

登録料 �932．000 �965，000 �33，000 �H29登録者217名（2糧一9糧） 

亀担会 �920，000 �775，373 �－144，627 �日ス基（6‘8，373）、具慶体く87調的）、NHK・簡小学（40，000） 

大会派過賞 �3．520．000 �3－044，989 �－475，011 �国体〃東北大会連字、藍響、支機具派遣費 

果強化費補助金 �7，681，000 �7，505，100 �－175，900 �国体酸化着くスピード・フィギュア“ショート） 

広告料 �360，000 �320．000 �－40，000 �企葉協賛広告（15社） 

参加料 �210，000 �269，300 �59．300 �フィギュア73．300、スプリント64，000、 国体遇青17，000、撮小龍13，000、 果遭抜30，000．果連字権－NHK72，000 

大会余割合 �100．000 �100．000 �0 �ジャパンカップ第2職主筆料 

雑収入 �200．000 �262．739 �62．739 �養田金220．000“練責精義遁会〃奮付会・利息他 

合冊 �14．700．559 �14，020，060 �－680．499 � 

支出の部

科　目 �今期予算額 �今期決算額 �増　減 �備　　　考 

登録料 �932．000 �967，000 �35，000 �登録者218名（自ス連へ納付） 

負担金 �290．000 �315，360 �25．360 �国体（山梨・F予遇）、東北大食、目ス運、燥体協 

大会派遣費 �3，520．000 �3，132．150 �－387，850 �国体、東北大会遇手“豊富“支援員派遣費 

選手強化費 �7．681．000 �7，505，100 �－175，900 �論化合宿尊くスピード“ショート・フイギヤア） 

会議費 �50，000 �41，674 �－8，326 �会場使用料・他団体主催会議尊書加費他 

競技用消耗品質 �250．000 �237．310 �－12，690 �コピー機韓慎用料、ライセンス要精粗、重電賞状 

義及龍事業費 �20．000 �20，000 �0 �喜及龍年間事業費 

借損料 �35，000 �35．625 �625 �果民体フィギュアアイスリンク借り上げ料 

事務用品質 �36，000 �11，889 �－24，111 �パソコンインク、文具類他 

旅費 �633，000 �350，000 �－283，000 �セミナー℡機雷合筆派遣、果肉大食復員糠義信 

日当 �70．000 �75，000 �5．000 �撫民体競技優賞（スピード57，000°フィギュア18．000） 

通信連館責 �130，000 �117．846 �－12，154 �役員重賞轄料〃FAXl郵送料他 

食糧費 �200．000 �197．497 �－2，503 �各競技会弁当代“お茶代、納会番加費補助他 

雑費 �70，000 �54，337 �－15，663 �長季義手費トロフィー代・優具をガス代・複遣手鍬料・重曹責他 

予楕責 �783．559 �0 �－783，559 � 

繰趨金 �0 �959．272 �959，272 � 

合計 �14．700，559 �14，020．060 �－680，499 � 
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監　査　報　告　書

平成30年5月20日

岩手県スケート連盟
置　　●●○○　　　　　●　●　－－、　　　　●録．一　重一　　　　　重宣！○＿

芸長　竹は1　滴グLi鵬賢

監事潅羅∴有轡

宍戸　払子

平成29年度書手睦スケート連盟一壊会計の決算を下線項目について監査し

たところ、いずれも正当に処理されておりましたので報告致します。

艶春Ih飽田
〇m皇○○○○′1着●〇〇〇〇

監査の封象

監蚕の克法

監査の結果

記

…El試食0生霊日20日

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

普通預金通帳の収支残高・金銭出納簿の内容〃領収
重al確緩手昭合＿
－10●〇　〇〇〇〇°二〇二二‾1000　●●〇、　000●　ヽ′

預金収支残高の照合と金銭出納簿の内容が一致して

しており、証拠書類等も相違ないことを確認いたし

ました。
以上
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平成29年度岩手県スケート連盟特別会計決算報告書

自平成29年4月1日一重平成30年3月31日

岩手県スケート連控

収入の部

科　目 �今期予算額 �今期決算額 �増　減 �内　　　容 

前期繰越金 �1，800，081 �1，800，081 �0 � 

収　入 �1，100，000 �5．400，000 �4，300，000 �寄付金：企業6社，個人1名、普及都 

合　計 �2，900，081 �7，200，081 �4，300，000 � 

支出の部

科　目 �今期予算額 �今期決算額 �増　減 �内　　　容 

支　出 �1，000，000 �5，140，000 �4，140，000 �成年選手強化費 ・渡辺、阿部、村竹、佐藤 ・トレーナー派遣費 ●虚患スケート親臨的蘭書 

次期操越金 �1，900，081 �aO60，081 �160，000 � 

合　計 �2，900，081 �7，200，081 �4，300，000 � 
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監　査　報　告　書

平成30年5月20日

監事伍轟∴肇

岩壬県スケート連盟
A＿岳二，Ahはi　　雄と｝l∴∴因む
麟重義“　　l r細○○　　　′筆書■【ヽ　　亭l篤，

平成29年度岩手県スケート連盟特別会計の決算を下記項目について監査し

たところ、いずれも正当に処理されておりましたので報告致します。

監査の縞目

監査の対象

監査の方法

監査の結果

記

平成　30年5月20日

自平成29年4月　1日

至平成30年3月31日

普通預金通帳の収支残高・金銭出納簿の内容・領収

書の確認と照合。

預金収支残高の照合と金銭地紋簿の内容が一致して

しており、証拠書類等も相違ないことを確認いたし

ました。

以上

啓．イ
i l

尊ぶ譲

8



平成30年度事業計画
スピード部 

月 �1　日 �事業内容 ��場　　所 �備　　考 

4 � � �� � 
県体育協会加盟団体事務局長会義 �� � 

5 �i　Z0 �H29年度会計監査 ��アイスリンク � 

6 �10 �役員会議 ��盛岡市内 � 

17 �理事会 ��県体協 � 

20 �H30年度目ス連登録 �� � 

24 �総会 ��タカヤアリーナ � 

7 � �諷関守療病まで酬ぼる高TS雌m師博r揃告ぎ ��アイスリンク � 
あいすふえすていぼるinSummer打合せ ��アイスノンク � 

22 �あいすふえすていぼるinSummer ��アイスリンク � 

28 �第1回ショートトラック記録会 ��アイスノンク � 

8 � �（スピード審判 �員中央セミナー） �（福島） � 

9 � �ヱ（日ス連評議会） ��（東京† � （レフリエーセミナー） ��（東京） � 

29 �第2回ショートトラック記録会 ��アイスリンク � 

10 � �（スターターセミナー） ��（帯広） � 

11 � �県営スケート揚OP �� � 

中央伝達セミナー・競技初心者溝醤会 ��（盛岡） � 
18 �第1回記録会 ��県営スケート揚 � 

24－25 �第43回岩手県スブノントスケート競技選手権大会 ��県営スケート場 � 

25 �第2回記録会（県スブノントと並行） ��� 

12 �1－2 �第68回岩手県高等学校スケm卜競技選手権大会 ��県営スケート場 � 

義呈出醍話県中学絞黒古＋、ト競技澄ま権太会 ��� 
9 �第3回記録会 ��県営スケート揚 � 

15－16 �第71回岩手県民大会スケート（スピード）競技会 ��県営スケート場 � 
第12回少年穂別スケート（スピード）競技国体選手選考会 ��� 

16 �第24回岩手県小学校スピードスケート記録会 ��� 

1重患如毛色一 �第48回東北スケート競技選手権大会 ��一県営スター暢・・ � 発き臨茨抽轟技選手権大会－ ��� 
第40回東北中学校スケート大会 ��� 

1 �13へノ14 �第34回岩手県選抜スピードスケート競技会 ��県営スケート場 � 
第55回岩手県高等学校新人スケート競技選手権大会 ��� 

13 �第4回記録会 ��県営スケート揚 � 

20 �第44回盛岡市小学校スピードスケート記録会 ��県営スケート場 � 

2 �．∴8人JfO‘’ �廊閉労和代シカップ墳どこ下スケ⊥竿競技会帯織了 ��㌧県営ズケ∴‾＝卜場‘‘ � 16－17 �平成30年度岩手県スケート競技選手権大会 ��県営スケート場 � 
第57回NHK盛岡放送局長杯スケート大会 ��� 

3 � � �� � 

注：（）内は開催時期場所等未確定
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平成30年6月3日

平成30年度事業計酉
フィギュア部 

期　日 ��事業計画 �場　　所 �備　　考 
8月 �17へノ19日1 �TOセミナー �愛知：勢和 � 

●　＝ �1～2日 �審動議堅会鉦セミナー】 �大股∴庖立体竃鑑 � 

15－16日 �審判講習会（束セミナー） �東京：渋谷 

16－17日 �審判講習会（アイスダンス） �東京：渋谷 

21－24日 �2018東北・北海道フィギュア選手権大会 �北海道：月寒 

10日 �19へ・21日 �纂28回全日本ノービス選手権大会 �天聴：密海 � 

中旬予定 25－28日 �第70回県民体育大会スケート競技会 （兼）国体予選 平成29年度岩手県ジュニア競技大会 第5割雪害章票・盛岡市中学筏スケート大会 第67回岩手県高校スケート選手権大会 纂44回東日本、第35回東日本ジュニア �盛岡：アイスリンク 盛岡「アイスリンク 青森：八戸 

11月 �9－11日 �纂12回東日本学生選手権大会 �東京：東大和 �特別テスト同日開催予定 

中旬予定 ー23－25日 �第30国東ゴ据楼スケート選手権大会 第40回東北中学校スケート競技会 第86回全日本ジュニア選手権大会 �盛岡：アイスノンク 福岡 

12月 �8－9日 �第74回国民体育大会フィギュア競技予選会 �京都：アクアリーナ � 

20－25日 �第87回全日本フィギュアスケート選手権大会 �大阪：門真 

11月・ �4・－7日 �第91回全日本学生選手権大会 �栃木：日光 � 

13日 �審判講習会（シンクロナイズド） �京都 

24へ′27日 �第68回全国高校スケート選手権大会 �愛知：名古屋 

29－2／2日 �第74回国民体育大会スケート続投会 �北海道：釧路 

2月 �1－5日 �第39回全国中学校スケート競技会 �長野：ビッグ）時下 � 

中旬予定 �平成30年度岩手県スケート選手権大会 第57回NH峨堅固放送局長杯スケート大会 第55回岩手県高楼新人スケート大会 平成30年度岩手県ラユニ乃競技大会 �盛岡：アイスノンク 

3月 �2－3日 �第25回全日本シンクロナイズド選手権大会 �滋賀：大津 � 

第47回舶本フィギュアれ卜報会l �未定 

未定 �全国フィギュア部長会 �東京 � 
く強化儀機運手＞

少年女子 �佐藤朱鳥、高橋和花 

少年男子 �加藤海里 
成年女子 �太田原書菜、工藤真実、畠山桜子、壷井麗美 

成年男子 �佐藤沸彬 
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平成30年度事業計画（案）

辞県主催事業　　　　　　　　　　　　普及部 

期　日 �事　　業　　内　　容 �場　　所 

4月 ～ �東北ブロック指導員講習会開催（山形県） �各地区のスケート鴇 

指導員研修会 

基礎スケーティングバッジテスト 

大人の教室（カトレア） 

スポ少への派遣 

公益財団法人日本スケート連盟主催事業 

期　日 �事　　業　　内　　容 �場　　所 

11月 �日本スケート連盟主催スケート教室（11月10日～11日） �石鳥谷アイスアリーナ 

後援　岩手県スケート連盟 

業

事　　業　　内　　容

県営スケート場（巡回指導・日曜教室“氷上フェスティ高い

盛岡市体育協会

初心者スケート教室

花巻市体育協会

親子教室

盛岡市教育委員会

花巻市教育委員会

盛岡市内小学校・中学校〃高等学校体育授業

花巻市内小学校　体育授業

盛岡市内幼稚園。保育園

仙台大学　体育授業

スポーツ少年団

各地区のスケート揚
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平成30年度岩手県スケート連盟一般合冊予算書（案）

自平成30年4月1日一室平成31年3月31日

岩手集スケート連里

収入の部

科　目 �前期決算頼 �今期予算額 �増　減 �儀　　　　考 

前期繰縫合 �777．559 �959，272 �181．713 � 

登録料 �965．000 �959．000 �－6，000 �登録者218名（2龍一9種） 

負担金 �775．373 �777，000 �1，627 �日ス速く662．000）、東員体（87．000）、NHK“市小学（40000） 

大会派遣費 �3，044989 �3細046，000 �11，011 �自体置東北大食違手、豊富、支擁具派遣費 

県強化費補助金 �7，505，100 �7．392，000 �－113，100 �国体強化費（スピード置フィギュア“ショート） 

広告料 �320．000 �320，000 �0 �企業協賛広告（15社） 

参加料 �269．300 �270．008 �700 �フィギュア74．000、スプリント64．000、 国体選考17．000、黒小配13．000、 果選抜00，00＆果選手権－NHK72．餅肌 

大会余剰金 �100，000 �100，000 �0 �ジャパンカップ第4職主管料 

雑収入 �262．739 �263．000 �261 �奨励金〃旅費精算返金。寄付金〃利息他 

合計 �14．020．060 �14，086．272 �66、212 � 

支出の龍

科　目 �前期決算額 �今期予算額 �増　減 �儒　　　　者 

登録料 �1967，餌場 �掛0的 �－8，000‾ �登録者2鳩名く日ス運べ納付〉 

負担金 �315，360 �316，000 �640 �国体（スピートブイギヤア）、東北大食、日ス違、具体協 

大会派遣費 �3，132，150 �3．133．000 �850 �国体、東北大会選手“叢書。支援具派遣費 

選手強化費 �7，505，100 �7，392，000 �－113，100 �強化合宿等（スピード“ショート・ブイギヤア） 

会議費 �41，674 �42．伽 �‾326 �会場健珊‾・他団体主催会議筆書加義信1、 

競技用消耗品質 �237，310 �238．000 �690 �コピー機器使用料、ライセンス要拙、H｝ネット要噺、 

曹及部事業費 �20．000 �20，000 �0 �讐及部年間事祭具 

借損料 �35．625 �36．000 �375 �菜民体フィギュアアイスリンク借り上げ料 

事務用品質 �†1．889 �30，000‘ �1‾8，廿† �7●リシターインかコピー競“文具麺他、フイギヤア事義用品‘“ 

旅費 �350，000 �614，000 �264，000 �各部セミナー〃禦曹食筆派遣、集内大会役員精義他 

日当 �75，000 �80，000 �5，600 �県民体競技復職（スピード60．000“フィギュア20，000） 

通信連絡費 �117．846 �119．000 �1，154 �役員室〃事務局電話料他、郵送料他 

食糧費 �197．497 �216，000 �18，503 �各競技食弁当代・お茶代、組合参加費補助他 

雑費 �54，337 �60．000 �5，663 �書斎義手費トロフィー代・役職婁ガス代・義込手継料“重電義信 

予備費 �0 �831，272 �831，272 � 

繰縫合 �959，272 �0 �－959．272 � 

合計 �14．020，060 �14，086，272 �66．212 � 
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平成30年度岩手県スケート連盟特別会計予算（案）

自平成3唖月1日一重平成31年3月31日

岩手県スケート遮蟻

収入の部

科　目 �前期決算額 �今期予算額 �増　減 �内　　　容 

前期繰越金 �1，800，081 �為060，081 �260，000 � 

収　入 �5，400．000 �5，000，000 �－400，000 �寄付金：企業6社，個人1名、普及都 

合　計 �7，200，081 �7，060，081 �－140，000 � 

科　目 �前期決算額 �今期予算額 �増　減 �内　　　容 

支　出 �5，140，000 �5．000，000 �ー140，000 �・成年選手強化費 ・トレーナー派遣費 ・高校スケート部活動費補助 

次燭繰越金 �2，060，081 �2，060，081 �0 � 

合　計 �7，200，081 �7，060●081 �－140，000 � 
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岩手県スケート連盟役員（平成30年度～平成31年度）案

役　　　　　職 �氏　　　　　　　　　　名 

顧　　　　　問 �千葉　　哲 

会　　　　　長 �竹田　浩久 

副　　会　　長 �吉田　　勝　　春木　　潤　　　三上　郁子 

理　　事　　長 �上田　勝人 

副　理　事　長 �江刈内吾輩 

ピード部長 �佐々木幸雄 

スピード副部長 �駿河　信也 

フィギュア部長 �久保田雅子 

フィギュア副部長 �伊藤　純子 

普　及　部　長 �ー長淫　町子 

普及都副部長 �西　　幸子 

事　務　局　長 �高見　幸夫 

事務局次長 �小林由美子　　　池田晋一朗 

高橋真書子　　　中村美佐子 

理　　　　　事 �加藤ひとみ　　熊谷　元　　岩田　和幸 

鈴木　利英　　　植法　悦典　　　燕尾　佳子 

佐藤佳央理　　　久保　郁子　　　安保　　愛 

村上　弥優　　　平野　香綾　　　高橋　久司 

細越　　馨 

監　　　　　事 �佐藤　　有　　　西谷　成昭　　　宍戸　弘子 
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