
　平素は東海大学菅生高等学校サッカー部　OB会の皆様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
毎年6月に本会の総会を開催しておりますが、昨今の新型コロナウイルス感染症が拡大し、その対応を協議
した結果、皆様の安全を考慮し中止とさせて頂く事に決定しましたので、お知らせいたします。
　尚、役員会では事業及び予算関係について承認を頂き、役員は引き続き一年間延長することになりました。
来年6月には役員改選を含め総会が開催できることを願っております。
経験の無い状況に対し多々ご意見があるとは思いますが、ご理解の程、宜しくお願い致します。
　*詳細総会資料は郵送の他、当HPのOB会専用ページにて閲覧をお願い致します。

令和元年度

東海大学菅生高等学校サッカー部　OB会

令和元年度　東海大学菅生高等学校サッカー部　OB会　総会開催中止の連絡

活動報告書
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令和元年

6月22日 後援会・OB会合同総会　13名参加 於　日野

7月20日 合宿激励会 　5名参加 於　立川

12月7日 後援会役員忘年会　2名参加 於　日野

12月1日 後援会忘年会　2名参加 於　日野

令和2年

1月4日 初蹴り　及び　０B会新年会　16名参加 於　学校・立川

1月11日 後援会新年会　9名参加 於　日野

1月25日 父母会　総会・新年会　4名参加 於　学校・立川

その他後援会との行事や各大会、リーグ戦の応援観戦

以　上

令和元年度活動報告
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◎2019年度　第15回　Ｔ3リーグ　Bブロック5位　（3勝3敗3分）　

4月3日 第1節 ◯ 2-1 成立学園B

4月21日 第2節 ● 0-1 暁星

5月5日 第3節 ◯ 3-0 関東第一B

7月14日 第4節 ● 0-2 多摩大目黒

8月3日 第5節 ● 3-6 駿台学園

8月29日 第6節 △ 1-1 駒沢大高C

9月8日 第7節 ◯ 2-1 日本学園

9月16日 第8節 △ 1-1 かえつ有明

10月6日 第9節 △ 1-1 日大豊山

1月6日 順位決定戦 ◯ 1-1 都･日野台

PK 3-2

【Ｔ3　ABブロック総合11位】　次年度同Aブロック

※Bチーム以下

　第8地区ユースリーグ　Bチーム：1部リーグ　5位　　Cチーム：2部リーグB　2位

　U-16ジョガドーリスリーグ　2部リーグB　8位　

　第4回　U-16彩都リーグ　8位

令和元年度戦績報告　①
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◎平成31年度　関東高校サッカー大会東京都大会

4月7日 1回戦　 ● 1-2 国士館

◎平成31年度 高校総合体育大会 東京都大会西支部予選

4月28日 2回戦 ◯ 2-1 都・日野台

5月2日 決勝 ◯ 2-1 明星学園

◎平成31年度 高校総合体育大会 東京都大会

5月12日 1次1回戦 ◯ 2-1 目白研心

5月19日 1次決勝 ◯ 1-0 創価

5月26日 2次1回戦 ● 1-2 東海大高輪台

◎第98回 全国高等学校サッカー選手権大会 東京都大会　2次予選　Aブロック

10月14日 2次1回戦 ◯ 2-0 都・鷲宮

10月20日 2次2回戦 ● 2-3 修徳

ベスト16

令和元年度戦績報告　②
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項　　目 予算額（円） 決算額（円）

繰越金 ①30年度繰越金 146,118 146,118

項　　目 予算額（円） 決算額（円）

収　　入

年会費 210,000 129,500

雑収入 0 18,813

②合　　　　計 210,000 148,313

項　　目 予算額（円） 決算額（円）

支　　出 夏合宿補助金 100,000 100,000

大会差し入れ 50,000 0

事務 ・通信費 20,000 1,040

HP使用・更新費 30,000 11,000

会議費 30,000 0

初蹴り・懇親会補助 50,000 0

その他 10,000 0

準備・積立金 123,278 0

以下余白

③合　　　計 413,278 112,040

①＋②－③
令和2年度への繰越金

¥182,391

         　 上記の通り報告致します。

会計 ：　前田　裕希

　　　　　　監査の結果、上記の収支は正当である事を認めます。

会長 ：　小田切　隆幸

副会長 ：　熊谷　繁

副会長 ：　加藤　武史

会計監査 ：　入村　洋一郎

監督、選手差入れ

¥112,040

③
総　支　出　額

摘　　　要

摘　　　要

摘　　　要

令和元年度収支決算報告書

①
繰　越　金

②
総　収　入　額

¥146,118 ¥148,313

寄付

28名
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活動方針及び活動内容

1.　サッカー部及びOB会の諸活動に対しバックアップを行う

2.　試合の応援参加をはかる

3.　会員相互の連携を図り、活動を推進する

4.　総会、懇親会、交流会の開催

5.　会費等の微収

6.　OBの現況報告等

7.　その他

以上

令和2年度活動計画（案）
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項　　目 金額（円） 摘　　　要

収　　入 令和元年度より繰越 182,391

年　会　費 210,000 予定額　会員70名　×　\3,000　＝　\210,000

雑　収　入 0

合　　　　計 392,391

項　　目 予算額（円） 摘　　　要

支　　出 夏合宿補助金 100,000 監督、選手差入れ

大会差し入れ 50,000

事務 ・通信費 20,000 総会開催、試合予定・結果連絡等の切手、ハガキ代

HP使用・更新費 30,000

会議費 30,000

初蹴り・懇親会補助 50,000 総会・初蹴り・新年会の補助

その他 10,000

準備 ・積立金 102,391

以下余白

合　　　計 392,391

令和2年度予算（案）
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名誉顧問 手塚　弘利 東海大学菅生高等学校サッカー部監督

顧問 小森　伸一 東海大学菅生高等学校サッカー部コーチ

顧問 加藤　雅弘 東海大学菅生高等学校サッカー部後援会会長

会長 小田切　隆幸 3期卒業生

副会長 熊谷　繁 5期卒業生

副会長 加藤　武史 6期卒業生

副会長 梶山　宗義 12期卒業生

幹事 窪　勇 3期卒業生

会計 前田　裕希 11期卒業生

会計監査 入村　洋一郎 東海大学菅生高等学校サッカー部後援会会計監査役

広報 加藤　尚芳 13期卒業生

広報 佐々木　淳 16期卒業生

広報 中島　智淳 17期卒業生

事務局 藤原　利文 東海大学菅生高等学校中等部サッカー部監督　5期卒業生

令和2年度役員名簿
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