
 

平成 22 年度㈳全国高等専門学校体育協会事業報告・収支決算 

 

Ⅰ 事業概要 

 

１ 事 業 名      第４５回全国高等専門学校体育大会 

２ 開催期日       平成２２年８月１１日（木）～平成２３年１月９日（日） 

３  担当地区  東海北陸地区 

４ 担 当 校      富山高等専門学校 

５ 競技種目、競技日程、開催校、競技会場 

         別紙１のとおり 

６ 参 加 校  国公私立高等専門学校 ５７校６２ｷｬﾝﾊﾟｽ 

７ 選 手 数  約 2,980 名 

８ 文部大臣杯授賞校 

        陸上競技       鈴鹿高専 

        ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・男子   松江高専 

                ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・女子      鈴鹿高専 

        バレーボール・男子  松江高専 

                バレーボール・女子    佐世保高専 

        ソフトテニス      鹿児島高専 

        卓  球       徳山高専 

        柔  道       岐阜高専 

        剣  道       鈴鹿高専 

        野  球       近畿大学高専 

        サッカー       近畿大学高専 

        ハンドボール     金沢高専 

        テ ニ ス       福井高専 

        バドミントン     香川高専(高松ｷｬﾝﾊﾟｽ) 

        水  泳       神戸市立高専 

        ラグビーフットボール 仙台高専（名取ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

 

９ 事故の有無   事故者なし 

10 実施要項   別紙 2 のとおり 



担当校：富山高等専門学校

競   技   日   程 開     催     校 競   技   会   場

平成２２年 富山県総合運動公園陸上競技場

８月１１日（水）～１２日（木）  富山高等専門学校

平成２２年 岐阜メモリアルセンターで愛ドーム

８月２１日（土）～２２日（日）  岐阜工業高等専門学校 及びふれ愛ドーム

平成２２年 岐阜メモリアルセンターで愛ドーム

８月２１日（土）～２２日（日）  岐阜工業高等専門学校 及びふれ愛ドーム

平成２２年 三重県営サンアリーナ

８月２１日（土）～２２日（日）  鳥羽商船高等専門学校

平成２２年 三重県営サンアリーナ

８月２１日（土）～２２日（日）  鳥羽商船高等専門学校

平成２２年 高岡スポーツコア高岡市テニスコート

８月２４日（火）～２５日（水）  富山高等専門学校

平成２２年 福井県営体育館

８月２１日（土）～２２日（日）  福井工業高等専門学校

平成２２年 アルビス小杉総合体育センター

　　８月２０日（金）  富山高等専門学校

平成２２年 福井県立武道館

　　８月２２日（日）  福井工業高等専門学校

平成２２年 石川県立野球場

８月２０日（金）～２１日（土）  石川工業高等専門学校 金沢市民野球場

津幡運動公園野球場　

平成２２年 豊田市運動公園球技場

８月２１日（土）～２４日（火）  豊田工業高等専門学校 豊田市運動公園陸上競技場

愛知県口論義運動公園蹴球場

平成２３年 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

１月４日（火）、１月５日（水）  神戸市立工業高等専門学校

１月７日（金）、１月９日（日)

平成２２年 いしかわ総合スポーツセンター

８月１８日（水）～１９日（木）  金沢工業高等専門学校

平成２２年 石川県西部緑地公園テニスコート　

８月２０日（金）～２２日（日）  石川工業高等専門学校

平成２２年 鈴鹿市立体育館

８月２１日（土）～２２日（日）  鈴鹿工業高等専門学校

平成２２年 静岡県富士水泳場

　　　８月２２日（日）  沼津工業高等専門学校 水   泳

男子

女子

 ラグビーフットボール

 ハンドボール

 テニス

 バドミントン

 サッカー

 柔   道

 剣   道

第　４５　回　全 国 高 等 専 門 学 校 体 育 大 会
競技種目 ・ 競技日程 ・ 開催校 ・ 競技会場一覧表　

競   技   種   目

 陸上競技

 硬式野球

 バスケットボール

女子

男子

 卓   球

 ソフトテニス

 バレーボール

　別紙　１



  

別紙２

 

第45回（平成22年度）全国高等専門学校体育大会実施要項 

                                                                                  

 

１．開催趣旨 

全国高等専門学校体育大会は，高等専門学校教育の一環として，学生に広くスポーツ実践の機会

を与え，技術の向上とスポーツ精神の高揚を図り，心身ともに健康な学生を育成するとともに高専

相互の親睦を図ることを目的として開催する。 

 

２．主  催 

社団法人 全国高等専門学校体育協会 

財団法人 日本陸上競技連盟 

財団法人 日本バスケットボール協会 

財団法人 日本バレーボール協会 

財団法人 日本サッカー協会 

財団法人 日本ラグビーフットボール協会 

財団法人 日本ハンドボール協会 

財団法人 日本テニス協会 

財団法人 日本バドミントン協会 

 

 

３．主  管 

（社）全国高等専門学校体育協会陸上競技専門部，（社）全国高等専門学校体育協会バスケットボ

ール競技専門部，（社）全国高等専門学校体育協会バレーボール競技専門部，（社）全国高等専門

学校体育協会ソフトテニス競技専門部，（社）全国高等専門学校体育協会卓球競技専門部，（社）

全国高等専門学校体育協会柔道競技専門部，（社）全国高等専門学校体育協会剣道競技専門部，

（社）全国高等専門学校体育協会野球競技専門部，（社）全国高等専門学校体育協会サッカー競技

専門部，（社）全国高等専門学校体育協会ラグビーフットボール競技専門部，（社）全国高等専

門学校体育協会ハンドボール競技専門部，（社）全国高等専門学校体育協会テニス競技専門部，

（社）全国高等専門学校体育協会バドミントン競技専門部，（社）全国高等専門学校体育協会水泳

競技専門部，全国高等専門学校サッカー連盟，関西ラグビーフットボール協会 

 

富山陸上競技協会，岐阜県バスケットボール協会，三重県バレーボール協会，富山県ソフトテニ

ス連盟，福井県卓球協会，富山県柔道連盟，福井県剣道連盟，愛知県サッカー協会，豊田市サッ

カー協会，兵庫県ラグビーフットボール協会，石川県ハンドボール協会，石川県テニス協会，金沢

市テニス協会，三重県バドミントン協会，静岡県水泳連盟 

 

 

４．後  援  

文部科学省 

（財）日本体育協会，（財）日本ソフトテニス連盟，（財）日本卓球協会，（財）全日本柔道連盟 

（財）全日本剣道連盟，（財）日本水泳連盟 

富山県，石川県，福井県，岐阜県，静岡県，三重県 

富山県教育委員会，石川県教育委員会，福井県教育委員会，岐阜県教育委員会，静岡県教育委員

会，三重県教育委員会，兵庫県教育委員会 

富山市，射水市，高岡市，金沢市，福井市，岐阜市，富士市，沼津市，鈴鹿市，伊勢市，鳥羽市，

津幡町 

富山市教育委員会，射水市教育委員会，高岡市教育委員会，金沢市教育委員会，福井市教育委員会，

岐阜市教育委員会，富士市教育委員会，沼津市教育委員会，鈴鹿市教育委員会，伊勢市教育委員会，

鳥羽市教育委員会，神戸市教育委員会，津幡町教育委員会 



  

（財）富山県体育協会，（財）石川県体育協会，（財）福井県体育協会，（財）岐阜県体育協会， 

（財）静岡県体育協会，（財）三重県体育協会 

（財）富山市体育協会，(財)射水市体育協会，(財)高岡市体育協会，金沢市体育協会，(社)福井市

体育協会，岐阜市体育協会，富士市体育協会，(NPO)沼津市体育協会，（NPO）鈴鹿市体育協会，伊

勢市体育協会，鳥羽市体育協会，津幡町体育協会 

 

伊勢市バレーボール協会，鳥羽市バレーボール協会，高岡市ソフトテニス連盟，石川県野球協会，

金沢市野球協会，石川県高等学校野球連盟，鈴鹿市バドミントン協会，沼津水泳連盟，伊豆駿河湾

游泳協会 

 

朝日新聞社，毎日新聞社，読売新聞社，産經新聞社，日本経済新聞社，日刊工業新聞社，日本工

業新聞新社，共同通信社，文教ニュース社，ＮＨＫ，北日本新聞社，富山新聞社，北陸中日新聞，

静岡新聞社・静岡放送，沼津朝日新聞社，中日新聞社，伊勢新聞社，テレビ静岡，あさひテレビ，

静岡第一テレビ，福井新聞社，FBC福井放送，福井テレビ，北日本放送，富山テレビ，チューリッ

プテレビ，岐阜新聞・岐阜放送，三重テレビ放送，ケーブルネット鈴鹿，アイティービー 

 

 

５．担当地区  東海北陸地区 

 

 

６．担 当 校  富山高等専門学校（射水キャンパス） 

 

 

７．開 催 校 

富山高等専門学校，石川工業高等専門学校，福井工業高等専門学校，岐阜工業高等専門学校 

沼津工業高等専門学校，豊田工業高等専門学校，鳥羽商船高等専門学校，鈴鹿工業高等専門学校 

金沢工業高等専門学校，神戸市立工業高等専門学校 

 

 

８．大会期日 

               平成２２年８月１１日（水）～２５日（水） 

               平成２３年１月４日（火）・５日（水）・７日（金）・９日（日） 

               （冬季は，ラグビーフットボール競技のみ） 

 

 

９．競技種目・競技日程・競技開催校・競技会場  一覧表のとおり 

 

 

10．事務局 

    第45回全国高等専門学校体育大会事務局を，富山高等専門学校（射水キャンパス）内に置く。 

    各種目ごとの事務局は該当競技開催校に置く。 

 

 

11．競技方法  各種目別競技実施要項による。 

 

 

12．参加資格及び参加人数 

    全国高等専門学校体育大会開催規則(制定 平成６年３月２９日総会)及び各種目別競技実施要項 

  による。 

 

13．表  彰 

    全国高等専門学校体育大会開催規則(制定 平成６年３月２９日総会)及び各種目別競技実施要項 



  

 による。 

 

14．参加申込方法  各種目別競技実施要項又は各種目ごとに定めた方法による。 

 

 

15．競技の組合せ  各種目別競技実施要項又は各種目ごとに定めた方法による。 

 

 

16．選手の変更   各種目別競技実施要項又は各種目ごとに定めた方法による。 

 

17．開会式及び閉会式 

 (1) 総合開会式は実施しない。 

 (2) 種目別開会式及び閉会式については，各種目別競技実施要項又は各種目ごとに定めた方法によ 

  る。 

 

 

18．打合せのための時間 

    各種目別競技実施要項又は各種目ごとに定めた方法による。 

 

 

19．分担金及び参加料 

 (1) 分担金 

分担金は，１校当たり225,000円とし，別途，社団法人全国高等専門学校体育協会事務局から

請求書が送付されるので，それにより社団法人全国高等専門学校体育協会事務局に納付する。 

 (2) 参加料 

ア．団体戦は，各種目別競技実施要項記載の金額とする。１チーム当たりの金額は，「1,800円×

最大登録選手数」により積算する。（ただし，ラグビーフットボールは,１チーム当たり32,500

円とする。） 

イ．個人戦は，選手１人当たり1,800円とする。 

ウ．団体戦に参加した選手が個人戦に参加する場合は，重複して参加料を徴収しない。 

エ．納付は，各種目別競技実施要項又は各種目ごとに定めた方法による。なお，既納の参加料は

返還しない。 

 

 

20．宿  舎  宿舎の斡旋を希望する学校には，競技開催校で斡旋する。 

 

 

21．個人情報の取扱い 

  (１）競技結果について，個人名などをホームページ，報道等に公表して欲しくない者は，学校 

   を通して競技開催校事務局に申し出てください。事前に申し出のない場合は，公表します。 

 （２）「独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律」に基づき，大会参加申込書等に 

   より取得した個人情報は，大会運営，結果公表等の目的以外には使用いたしません。 

 

 

22．そ の 他 

 (1) 選手の競技中の事故については，主催者側で応急処置を施すが，その後の処置は当該校で行う 

  こと。 

 (2) 選手は，必ず健康保険証又はそれに代わるものを持参すること。 

 (3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター所定の用紙を各学校で持参すること。 



別　紙

開催地区：東海・北陸

担  当  校：富山高等専門学校（射水キャンパス）

優勝校
参　加
選手数

開催校 実施期日 実施場所 備　　　考

陸上競技 鈴鹿
475
(69)

富山 22.8.11～12 富山市 (共催) (財)日本陸上競技連盟

男子 松江 144

女子 鈴鹿 81

男子 松江 143

女子 佐世保 85

ソフトテニス 鹿児島
148
(32)

富山 22.8.24～25 高岡市 (後援) (財)日本ソフトテニス連盟

卓　　球 徳山
139
(34)

福井 22.8.21～22 福井市 (後援) (財)日本卓球協会

柔　　道 岐阜
141
(26)

富山 22.8.20 射水市 (後援)(財)全日本柔道連盟

剣　　道 鈴鹿
117
(25)

福井 22.8.22 福井市 (後援) (財)全日本剣道連盟

硬式野球 近畿大学 155 石川 21.8.20～21 金沢市
河北郡津幡町

サッカー 近畿大学 272 豊田 22.8.21～24
豊田市
日進市

(共催) (財)日本サッカー協会

ラグビー
フットボール

仙台（名取） 236 神戸市立 23.1.4･5･7･9 神戸市 (主催)(財）日本ラグビーフットボール協会

ハンドボール 金沢 223 金沢 22.8.18～19 金沢市 (共催) (財)日本ハンドボール協会

テ ニ ス 福井
124
(37)

石川 22.8.20～22 金沢市 (共催) (財)日本テニス協会

バドミントン 香川（高松）
193
(84)

鈴鹿 22.8.21～22 鈴鹿市 (共催) (財)日本バドミントン協会

水　　泳 神戸市立
298
(50)

沼津 22.8.22 富士市 (後援) (財)日本水泳連盟

(　　)書きは内数で女子参加選手数

伊勢市 (共催) (財)日本バレーボール協会バレーボール

第４５回全国高等専門学校体育大会事業報告書

競技種目

岐阜 22.8.21～22 岐阜市 (共催) (財)日本バスケットボール協会
バスケット
ボール

鳥羽商船 22.8.21～22



　収　支　計　算　書　
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考

Ⅰ　収入の部

　１　基本財産運用収入 10,000 10,921 921

　　　　基本財産利息収入 10,000 10,921 921

　２　会費等収入 19,585,000 19,683,600 98,600

　　　　正会員会費収入 372,000 372,000 0

　　　　分担金収入 13,950,000 13,950,000 0

　　　　競技参加料収入 5,263,000 5,361,600 98,600

　３　事業収入 0 0 0

　　　　広告料等 0 0 0

　４　補助金収入 1,590,000 2,558,000 968,000

　　　　地方自治体補助金 0 763,000 763,000

　　　　競技団体等補助金 1,590,000 1,795,000 205,000

　５　寄付金収入 200,000 1,286,860 1,086,860

　　　　協賛金 200,000 1,286,860 1,086,860

　６　その他 1,000 1,169 169

　　　　雑収入 1,000 1,169 169

　　　当期収入合計(A) 21,386,000 23,540,550 2,154,550

　　　前期繰越収支差額 1,796,000 2,023,201 227,201

　　　収入合計(B) 23,182,000 25,563,751 2,381,751

Ⅱ　支出の部

　１　事業費 21,003,000 23,156,885 2,153,885

　　　　諸謝金 2,943,000 3,334,600 391,600

　　　　旅費交通費 1,678,000 1,270,955 △ 407,045

　　　　褒章費 2,208,000 2,406,007 198,007

　　　　競技用品費 1,963,000 1,914,594 △ 48,406

　　　　管理用品費 1,174,000 3,422,759 2,248,759

　　　　印刷製本費 2,323,000 1,971,726 △ 351,274

　　　　運搬費 1,299,000 1,877,999 578,999

　　　　借料及び損料 3,756,000 2,061,117 △ 1,694,883

　　　　役務費 893,000 741,654 △ 151,346

　　　　通信費 412,000 169,902 △ 242,098

　　　　会議費 1,450,000 2,774,854 1,324,854

　　　　保険料 904,000 1,210,718 306,718

　２　管理費 165,000 150,846 △ 14,154

　　　　事務委託費 35,000 30,900 △ 4,100

　　　　会議費 45,000 39,110 △ 5,890

　　　　旅費交通費 0 0 0

　　　　通信運搬費 35,000 29,590 △ 5,410

　　　　消耗品費 35,000 44,746 9,746

　　　　雑費 15,000 6,500 △ 8,500

　　　当期支出合計(C) 21,168,000 23,307,731 2,139,731

　　　当期収支差額(A)－(C) 218,000 232,819 14,819

　　　次期繰越収支差額(B)－(C) 2,014,000 2,256,020 242,020



　正味財産増減計算書　
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

科 目

Ⅰ　増加の部

　１　資産増加額

　　　　当期収支差額 232,819 232,819

　２　負債減少額

0 0

　　　　　増加額合計 232,819

Ⅱ　減少の部

　１　資産減少額

0 0

　２　負債増加額

0 0

　　　　　減少額合計 0

　　当期正味財産増加額 232,819

　　前期繰越正味財産額 5,023,201

　　期末正味財産合計額 5,256,020

金 額



　貸　借　対　照　表　
平成２３年３月３１日現在

科 目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　　現金預金 2,256,020

　　　　　流動資産合計 2,256,020

　２　固定資産

　　　　基本財産

　　　　　定期預金 3,000,000

　　　　　基本財産合計 3,000,000

         固定資産合計 3,000,000

         資産合計 5,256,020

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債 0

　　　　　流動負債合計 0

　２　固定負債 0

　　　　　固定負債合計 0

　　　　　減少額合計 0

Ⅲ　正味財産の部 0

　　　正味財産 5,256,020

　　　（うち基本金） (3,000,000)

　　　（うち当期正味財産増加額） (232,819)

　　　　　負債及び正味財産合計 5,256,020

金 額



　財　　産　　目　　録　
平成２３年３月３１日現在

科 目

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　　　現金預金 2,256,020

　　　　　現金　　　現金手許有高 23,596

　　　　　普通預金　りそな銀行　虎ノ門支店 1,832,424

　　　　　普通預金　常陽銀行ひたちなか支店 400,000

　　　　　流動資産合計 2,256,020

　２　固定資産

　　　　基本財産

　　　　　定期預金　りそな銀行　虎ノ門支店 3,000,000

　　　　　基本財産合計 3,000,000

         固定資産合計 3,000,000

         資産合計 5,256,020

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債 0

　　　　　流動負債合計 0

　２　固定負債 0

　　　　　固定負債合計 0

　　　　　減少額合計 0

Ⅲ　正味財産の部 0

　　　正味財産 5,256,020

　　　（うち基本金） (3,000,000)

　　　（うち当期正味財産増加額） (232,819)

　　　　　負債及び正味財産合計 5,256,020

金 額




