
公益社団法人日本新体操連盟 

令和元年度第 1 回総会議事録 

 

１． 会議名： 令和元年度第 1 回総会 

２． 日時： 令和元年 6 月 14 日（金）14 時 00 分～14 時 30 分 

３． 場所： 東京都渋谷区代々木２丁目２−１  
「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 21 階天空」  

４． 構成員現在数： 21 名 

５． 出席代議員数： 18 名  
以下出席社員  
比企野 智子  (NOVA 新体操クラブ ) 
下野 里香  (SATTE 新体操クラブ ) 
三浦 有紀子  (PLANET) 
髙橋 美意子  (ＣＡＮＤＹ．Ｍ．ＲＧ ) 
長野 美智代  (Fierte) 
中村 恵  (Amelia) 
菊本 幸  (ヒューマンＲＧ ) 
飯島 千果  (ポップエンジェルＲＧ ) 
堤 祐子  (Twinkle Star RG) 
本江 睦  (マリン ) 
美谷島 知子  (フェアリーＲ．Ｇ．クラブ ) 
岡本 さおり  (アンジュ ) 
北川 礼子  (Ｓｔｅｌｌａ Ｒ☆Ｇ ) 
高橋 匡子  (京都たかはし新体操クラブ ) 
安井 初子  (RATU RG) 
松坂 佳子  (ヴェニエラ RG) 
安達 美佐  (西福岡新体操クラブ ) 
本田 美香  (Rin RG) 

６． 欠席代議員数： 3 名 

以下欠席社員 

松木 いつか  (北上新体操クラブ ) 
滝澤 廣美  (シェリーＲ .Ｇ ) 
河野 美香  (ＮＰＯクレスト ) 

７． 出席役員： 石﨑 朔子（副  会  長） 関田史保子（副  会  長） 池田真喜子（専務理事） 
  山﨑 浩子（常務理事） 渡辺 守成（常務理事） 熊谷 正儀（理  事） 
  崇島 慎一（理  事） 橋本 千波（理  事） 宮嶋 泰子（理  事） 
  村田 愛子（理  事） 守永 直人（理  事） 小島浩二郎（監  事） 
  以上 12 名 

８． 欠席役員： 二木 英徳（会  長） 秋山エリカ（理  事） 谷口 裕代（理  事） 
  谷原  誠（理  事）   
  以上 4 名 

９． 議案：  

 決議事項  

  第 1 号議案 平成 30 年度事業報告承認について（定款第 4,12 条関連事項） 

  第 2 号議案 平成 30 年度収支決算報告承認について（定款第 4,12 条関連事項） 

  第 3 号議案 令和元年・2 年度役員の件（定款第 3,5 章関連事項） 

  第 4 号議案 その他 

    

10． 議事の経過及び結果 

（１）議長選任 

二木会長が欠席となったため、石﨑朔子副会長が議長を務めることを議場に諮り、全

会一致で承認された。 



 

（２）議長による開会宣言 

議長を副会長石崎朔子が勤め、開会宣言を行った。 

（３）議事録署名人の選出 

定款第 18 条により、議長は議事録署名人を石崎朔子副会長、小島浩二郎監事、山﨑浩

子常務理事と熊谷正儀理事にする事を議場に諮り承認された。 

（４）定足数の確認 

定款第 17 条により総会出席者数 18 名であることが崇島理事より告げられ、議決定足

数を満たしている事が報告された。 

 

（５）議決事項 

第 1 号議案 平成 30 年度・事業報告承認について（定款第 4,12 条関連事項） 

議長は説明者として守永直人理事を指名し、守永理事は下記内容の説明を行った。 

 

１．平成 30 年度登録状況報告について 

平成 30 年度は 

加盟団体数 581 団体 

登録選手数 10,012 名 

愛好者数  31,139 名 

審判員数  1,197 名 

指導者数  1,436 名 

であった。前年度より微増となっている。 

 

２．「第 27 回全日本新体操クラブ選手権」について 

8 月 1 日から 3 日に「高崎アリーナ」にて開催した。 

参加者数は 209 クラブ 627 名の参加 

クラブ対抗はイオンが 9 大会連続 25 回目の優勝 

シニアは柴山選手、ジュニアは山田選手が初優勝した。 

 

東京オリンピックに向け、東京体育館が使えないため、高崎アリーナにて開催した。

地方開催のため参加者数の減少を覚悟していたが、予想より減少幅が少なかった。次

年度もパラリンピックの終了まで都内の体育館が使えないため、高崎アリーナでの開

催を予定している。 

本連盟では帯同審判員制度を設けているが、審判の申し込みが少なくなってきている。

制度に理解いただき協力を求めたい。 

 

３．「第 19 回日本新体操祭」 

例年イオンカップの開催中に行ってきた新体操祭であるが、会場の問題上クラブ選手

権の直後 8 月 4 日に高崎アリーナにて開催した。 

今回参加者数は 17 クラブ 368 名であった。前回大会より 1000 名ほど参加者が減少し

てしまった。現状を考慮し、2019 年度は休止とする。 

 

４．「第 19 回全日本新体操クラブ団体選手権」について 

8 月 23、24 日「髙﨑アリーナ」にて開催した。 

参加者は 185 クラブチーム 1236 名が参加した。 

競技はシニア、ジュニア、AGG と開催した。AGG はこの大会が取り扱い最後となるが、

2019 年度より新しく新体操徒手の部を始める。 

 

５．「イオンカップ 2018 世界新体操クラブ選手権」について 

大会は 9 月 28 日から 30 日にかけて「高崎アリーナ」にて開催した。 

世界選手権金銀メダリストのアヴェリナ姉妹が参加し入り、アヴェリナ姉妹を要する

ロシア・ガスプロムが 19 回連続 21 回目の優勝を飾った。 



日本のイオンは 4 位とメダルまであと一歩だった。 

 

６．「第 21 回全日本新体操チャイルド選手権」 

「第 18 回全日本新体操キッズコンテスト」について 

今回は 382 クラブ 873 名の参加者を集め、2 月 22 日から 24 日にかけて「高崎アリー

ナ」にて開催した。 

５・６年生の部で「安達新体操クラブ」の 田口選手が初優勝。 

３・４年生の部で「Y 新体操クラブ」の 平田選手が初優勝を成し遂げた。 

 

以上の説明の後、議長は質疑、意見等を求めたが発言は無かった。 

 

以上の後、第 1 号議案「平成 30 年度・事業報告承認」について全会一致可決された。 

 

 

第２号議案「平成 30 年度・収支決算報告」について（定款第 4,12 条関連事項） 

議長は説明者として池田真喜子専務理事を指名し、池田専務理事は下記内容の説明を行っ

た。 

 

１．収支決算 

資料には平成 30 年度の予算と実績を記載している。 

 

「日本新体操祭」について 

開催場所の影響もあり、参加者が 1000 名ほど減った。参加料収入、物販収入が減り、

予算より約 240 万減少の 61 万円の収入となった。 

 

「世界新体操クラブ選手権」について 

収入についてはスポンサー収入及び高崎財団からの助成金などもあり 2 億 7805 万

2437 円の収入があった。 

支出については、高崎開催による、宿泊交通費の増加、大会運営業者の委託費及び警

備等の大会スタッフ人件費の増加などにより、2 億 6958 万 8466 円の支出となった。 

 

「国内大会」について 

大会で参加者が減少した分がそのまま、収入減となった。また、全日本クラブ選手権

では大学生のテスト時期と重なった関係上、運営案内係の人件費が増え、予算に対し

約 240 万円の支出増となってしまった。2019 年度はそのようなことが無いため、支出

減を期待できる。 

 

以上により、平成 30 度事業活動収入合計は 3 億 4112 万 9553 円。事業費支出計が 3

億 2274 万 8968 円。管理費が 1758 万 5325 円。事業費支出と管理費を合わせ、3 億 4033

万 4293 円が 30 年度の支出合計となった 

30 年度収入から、支出を差し引き 79 万 5260 円が当期収支差額となった。 

 

前期繰越金 593 万 282 円に当期収支差額 79 万 5260 円を加え 672 万 5542 円が次期繰越

となった。 

 

２．貸借対照表、財産目録 

30 年度は流動資産が 731 万 9295 円。流動負債は預り金で 59 万 3753 円を計上。平成

31 年 3 月 31 日時点の正味財産は昨年度より、79 万 5260 円増加し、基本財産、資産等

含め 2834 万 9598 円となった。 

 

３．監事承認 

この決算内容は本連盟監事より、承認いただいていることを合わせて報告した。 



 

以上の説明の後、議長は質疑、意見等を求めたが発言は無かった。 

 

以上の後、第２号議案「平成 30 年度・収支決算報告承認」について全会一致可決された。 

 

 

第３号議案「令和元年・2 年度役員の件」について（定款第 3,5 章関連事項） 

議長は説明者として池田真喜子専務理事を指名し、池田専務理事は下記内容の説明を行っ

た。 

 

１．任期 

本連盟の理事及び代議員の人気は 1 期 2 年で改選となる。 

 

２．理事候補 

理事は現行の理事・監事に加え、富士通株式会社の藤原英則氏を理事に加えることを提

案する。 

藤原理事は富士通でスポーツイノベーション事業を担当し、現在テレビ・新聞で取り上

げられている体操の AI 採点システムの責任者として活躍されている。また、組織運営上外

部者の意見を取り入れることも重要で最適の人物である。 

 

理事 二木 英徳 (イオン株式会社・名誉相談役) 

理事 石崎 朔子 (日本女子体育大学・学長) 

理事 熊谷 正儀 (仙台ジュニア体育研究所・代表) 

理事 関田 史保子 (東京女子体育大学・名誉教授) 

理事 小菅 真喜子（旧姓：池田） (公益社団法人日本新体操連盟・事務総長) 

理事 山﨑 浩子 (公益財団法人日本オリンピック委員会・新体操強化本部長) 

理事 渡辺 守成 (イオンリテール株式会社イオン新体操クラブ・代表) 

理事 望月 エリカ（旧姓：秋山） (東京女子体育大学・教授) 

理事 崇島 慎一 (共同通信社・運動部次長) 

理事 谷口 裕代 (コスモスＲＧ・代表) 

理事 谷原 誠 (みらい総合法律事務所・弁護士) 

理事 橋本 千波 (ＰＥＧＡＳＵS・代表) 

理事 藤原 英則 (富士通株式会社・第二スポーツビジネス統括部・統括部長) 

理事 宮嶋 泰子 (テレビ朝日・スポーツコメンテーター) 

理事 坂本 愛子（旧姓：村田） (イオンリテール株式会社イオン新体操クラブ・コーチ) 

理事 守永 直人 (公益社団法人日本新体操連盟・職員) 

監事 小島 浩二郎 (税理士法人晴海パートナーズ・代表社員) 

 

また、令和元年 2 年の代議員は以下の通り。 

 

菊池 佳奈子  (北上新体操クラブ ) 
比企野 智子  (NOVA 新体操クラブ ) 
下野 里香  (SATTE 新体操クラブ ) 
三浦 有紀子  (PLANET) 
髙橋 美意子  (ＣＡＮＤＹ．Ｍ．ＲＧ ) 
長野 美智代  (Fierte) 
中村 恵  (Amelia) 
滝澤 廣美  (シェリーＲ .Ｇ ) 
菊本 幸  (ヒューマンＲＧ ) 
飯島 千果  (ポップエンジェルＲＧ ) 
堤 祐子  (Twinkle Star RG) 
本江 睦  (マリン ) 



河野 美香  (ＮＰＯクレスト ) 
美谷島 知子  (フェアリーＲ．Ｇ．クラブ ) 
岡本 さおり  (アンジュ ) 
北川 礼子  (Ｓｔｅｌｌａ Ｒ☆Ｇ ) 
高橋 匡子  (京都たかはし新体操クラブ ) 
安井 初子  (RATU RG) 
松坂 佳子  (ヴェニエラ RG) 
安達 美佐  (西福岡新体操クラブ ) 
本田 美香  (Rin RG) 
 

以上の説明の後、議長は質疑、意見等を求めたが発言は無かった。 

 

以上の後、第３号議案「令和元年・2 年度役員の件」について全会一致可決された。 

 

 

第４号議案「その他」について 

議長は議場にその他議案の提出を諮ったが、提案、報告はなかった。 

 

（５）閉会宣言 

議長は他に質問、意見がないのを確認し総会の終了を宣した。 

 

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事、監事及び指名議事録署名人は次

に記名押印する。 

 
 
令和元年 6 月 14 日 

 

公益社団法人 日本新体操連盟 令和元年度第 1 回総会   

 

 

議事録署名人（議  長）  石 﨑  朔 子   

 

 

議事録署名人（出席監事）  小 島  浩二郎   

 

 

議事録署名人（指名）  山 﨑  浩 子   

 

 

議事録署名人（指名）  熊 谷  正 儀   

 


