
令和４年度 事業計画 

 

日程 事業 会場 備考 

７月 31 日 (日) 
第 18 回北信越ブロックバウンドテニス選手権大会 

石川県予選 

金沢市総合体育

館 
主催：石川県 BT 協会 

８月 ７日 (日) 第 74 回石川県民体育大会 
川北町総合体育

館 

主催：石川県他 

主管：石川県 BT 協会 

10 月 
８日 

９日 

(土) 

(日) 
第 40 回全日本バウンドテニス選手権大会※ 東京体育館 主催：日本 BT 協会 

10 月 15 日 

16 日 

(土) 

(日) 
第 25 回日本バウンドテニスゴールド 茨城大会 

龍ヶ崎市総合体育館た

つのこアリーナ 

主催：日本 BT 協会 

主管：茨城県 BT 協会 

11 月 3 日 (木) 
令和４年度石川県バウンドテニス選手権大会 

第５回石川県バウンドテニスジュニア選手権大会 

いしかわ総合ス

ポーツセンター 
主催：石川県 BT 協会 

11 月 23 日 (水) 
第 31 回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大

会 バウンドテニス大会 

いしかわ総合ス

ポーツセンター 

主催：石川県 

主管：石川県 BT 協会 

11 月 27 日 (日) 
第 18 回北信越ブロックバウンドテニス選手権大会 

第６回北信越ブロックバウンドテニスジュニア選手権大会 

滑川市総合体育

センター 

主催：日本 BT 協会 

主管：石川県 BT 協会 

12 月 ４日 (日) 令和４年度公認資格認定試験 
金沢市総合体育

館 
主催：石川県 BT 協会 

２月 12 日 (日) 令和４年度レベルアップ講習会 場所未定 主催：石川県 BT 協会指導部 

３月 ５日 (日) 第 26 回石川県バウンドテニスチーム別大会 
野々市市スポー

ツセンター 

主催：石川県 BT 協会 

主管：野々市市 BT 協会 

３月 21 日 (火) 
第 41 回全日本バウンドテニス選手権大会 石川県予

選 

いしかわ総合ス

ポーツセンター 
主催：石川県 BT 協会 

３月 26 日 (日) 令和４年度総会 
金沢市総合体育

館 
主催：石川県 BT 協会 

（補足） 

○新型コロナウイルス感染症の収束時期が不明のため、第２四半期以降の事業内容としており、また、感染拡

大防止等のため、令和４年度についても、一部事業を縮小して実施しますので御了承願います。 

・百万石バウンドテニス大会の中止 

○新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により、事業を中止・延期・入替等する場合もありますので御了承願 

います。 

 

【共催事業】 

日程 事業 会場 備考 

10 月 29 日 

30 日 

(土) 

(日) 
第８回野々市バウンドテニス交流大会 

野々市市スポー

ツセンター 
主催：野々市市 BT 協会 

  



第３号議案 

 

令和４年度 予算（案） 

 

○一般会計（単位：円） 

収入の部 支出の部 

項目 金額 項目 金額 

前年度繰越金 692,932 派遣費 100,000 

登録料 160,000 普及費 30,000 

事業収入 700,000 通信費 50,000 

事業運営協力金 120,000 会議費 50,000 

後援費（日本 BT 協会） 100,000 慶弔費 20,000 

活動費（石川県スポーツ協会） 100,000 事業支出 700,000 

本部助成金（新規登録料） 8,800 加盟負担金 200,000 

本部助成金（更新登録料） 169,400 雑費 100,000 

その他 38,868 消耗品費 30,000 

  備品購入積立金 50,000 

  記念事業準備積立金 50,000 

  本部助成金（新規本部へ） 2,200 

  本部助成金（更新本部へ） 72,600 

  次年度繰越金 635,200 

合計 2,090,000 合計 2,090,000 

 

○備品購入積立金 

収入の部 支出の部 

項目 金額 項目 金額 

前年度繰越金 395,452 次年度繰越金 445,452 

積立金 50,000   

合計 445,452 合計 445,452 

 

○記念事業準備積立金 

収入の部 支出の部 

項目 金額 項目 金額 

前年度繰越金 150,000 次年度繰越金 200,000 

積立金 50,000   

合計 200,000 合計 200,000 

 

  



第４号議案 

令和４年度 役員（案） 

役職 氏名 勤務先（所属） 

顧問 

馳   浩 石川県知事 

村山  卓 金沢市長 

小島 文治 元白山市議会議員 

名誉会長 安達  前 前金沢市議会議員 

会長 吉田   修 石川県議会議員（野々市市協会会長） 

副会長 

小林  誠 前金沢市議会議員 

本多 悦夫 ㈱ヤクルト北陸 代表取締役 

佐藤  進 白山市バウンドテニス協会 

参与 

太田 臣宣 石川県議会議員 

杉林  敏 野々市市議会議員（野々市市協会副会長） 

谷  健一 白山市議会議員 

理事長 佐藤  進（兼任） 白山市バウンドテニス協会 

副理事長 

飯田  実 かほく市バウンドテニス協会 

鍜治 勝之 金沢市バウンドテニス協会 

堀  孝治 宝達志水町バウンドテニス協会 

事務局長 西谷  学 野々市市バウンドテニス協会 

事務局次長 

村上 泰一 野々市市バウンドテニス協会 

宮村 浩一 金沢市バウンドテニス協会 

木村 愛（会計専任） 金沢市バウンドテニス協会 

常任理事 

平野  学 金沢市バウンドテニス協会 

生垣  治 金沢市バウンドテニス協会 

高井 一郎 かほく市バウンドテニス協会 

藤田和喜雄 津幡町バウンドテニス協会 

高畠 淑子 野々市市バウンドテニス協会 

平山美和子 野々市市バウンドテニス協会 

中川 栄子 白山市バウンドテニス協会 

屋宜 愛子 白山市バウンドテニス協会 

堀 千惠子 宝達志水町バウンドテニス協会 

滝川 拓明 スクーデリア川北 

理事 

越農 博夫 金沢市バウンドテニス協会 

越農 芳子 金沢市バウンドテニス協会 

小判美津世 かほく市バウンドテニス協会 

東本 栄三 津幡町バウンドテニス協会 

嶋田 絵美 野々市市バウンドテニス協会 

水島  毅 野々市市バウンドテニス協会 

青木 勝彦 白山市バウンドテニス協会 

徳田由喜子 白山市バウンドテニス協会 

越野 貴成 宝達志水町バウンドテニス協会 

原田 光夫 スクーデリア川北 

監事 
塚原 久美 白山市バウンドテニス協会 

平野 景子 白山市バウンドテニス協会 

 

 

 

 



■金沢市バウンドテニス協会 

<令和４年度役員名簿>  <所属クラブ部長> 

役職名 氏名 備考  所属クラブ 氏名 

顧問 村山  卓 金沢市長  金沢サンダーバード 宮村 浩一 

相談役 安達  前 前金沢市議会議員  小坂バウンドテニスクラブ 小坂 紀之 

会長 松村 理治 金沢市議会議員  四十万バウンドテニスクラブ 越農 芳子 

副会長 平野  学   長田バウンドテニスクラブ 池島 幸子 

理事長 生垣  治     

副理事長 宮村 浩一     

事務局長 奥谷 博考     

事務局次長 木村    愛     

理事 小坂 紀之     

〃 越農 芳子     

〃 越農 博夫     

〃 池島 幸子     

 

 

 

■かほく市バウンドテニス協会 

<令和４年度役員名簿>  <所属クラブ部長> 

役職名 氏名 備考  所属クラブ 氏名 

会長 杉本 正一   七塚ワイワイスポーツクラブ 杉本  茂 

副会長 中川 康平     

〃 畑中 道代     

理事長 高橋  巧     

副理事長 高井 一郎     

事務局長 寺嶋 立弥     

 

■津幡町バウンドテニス協会 

<令和４年度役員名簿>  <所属クラブ部長> 

役職名 氏名 備考  所属クラブ 氏名 

代表 藤田和喜雄   ＢＴつばた 藤田和喜雄 

 

■野々市市バウンドテニス協会 

<令和４年度役員名簿>  <所属クラブ部長> 

役職名 氏名 備考  所属クラブ 氏名 

顧問 粟  貴章 野々市市長  野々市バウンドテニスクラブ 早川 文代 

〃 大久保邦彦 野々市市教育長    

〃 宮川   渉 野々市市体協会長    

会長 吉田  修 石川県議会議員    

副会長 杉林  敏 野々市市議会議員    

常任理事 上田 彰江 （野々市市体協）    

理事 嶋田 絵美 （競技強化委員）    

副理事 杉林 郁美 （事務担当）    

会計 久田さゆり     

県協会窓口 今井みどり     

 



■白山市バウンドテニス協会 

<令和４年度役員名簿>  <所属クラブ部長> 

役職名 氏名 備考  所属クラブ 氏名 

会長 徳田  守   サタデーズ 金田万由美 

理事長 畑中 豊明   獅子吼ＢＴＣ 平野 景子 

副理事長 河内 早苗   シリウス 徳田由喜子 

〃 加藤 俊光   フェニックス松任 山下 祐生 

理 事 山下 祐生   山島ＢＴＣ 増岡 哲生 

〃 塚原 久美     

〃 本道 雅代     

〃 日鷹 愼一     

〃 中川 栄子     

事務局 河内 早苗     

〃 加藤 俊光     

〃 塚原 久美     

〃 本道 雅代 (県協会窓口）    

 

■宝達志水町バウンドテニス協会 

<令和４年度役員名簿>  <所属クラブ部長> 

役職名 氏名 備考  所属クラブ 氏名 

会長 堀  孝治   宝達ＳＵＮ２ 堀 千惠子 

副会長 一家  剛     

理事長 堀 千惠子     

副理事長 勘田 秀昭     

事務局長 堀 千惠子     

事務局次長 川崎砂枝子     

 

■スクーデリア川北 

<令和４年度役員名簿>  <所属クラブ部長> 

役職名 氏名 備考  所属クラブ 氏名 

会長 原田 光夫   スクーデリア川北 原田 光夫 

副会長 喜多 政尚     

事務局長 原田 光夫     

常任理事 滝川 拓明 

 

 

    

理事 原田 光夫     

※役員等については予定であり、各支部の総会で正式決定します。 


