
学習院水桜会2021年度総会議事録（オンライン）

日時：2021年4月18日（日）15時～16時

出席：渡邉（勝），内田（暖），正野，草地，辻井，関根，汐見，須原，吉田，永尾，内田（圭），矢島，小池，

　　　阿部，柏木，野原，橋本，脇野，細越，山内，渡邉（マ）

　　　現役 競泳部門：田中，＊石川，＊奥平

水球部門：池田，内野，＊関口 ＊ 水桜会MG 27名（敬称略）

第一号議案 2020年度収支決算報告 承認

(2020年2月1日～2021年1月31日)　　12ｶ月間

収入の部

科目 2019年度実績 2020年度実績 増減

前期繰越金 972,620 688,588 -284,032

年会費 1,330,375 2,041,206 710,831

懇親会 292,000 0 -292,000

その他 33,012 16,010 -17,002

合計 2,628,007 2,745,804 117,797

支出の部

科目 2019年度実績 2020年度実績 増減

現役支援金 959,576 914,210 -45,366

懇親会 381,311 0 -381,311

運営費 45,497 25,558 -19,939

通信印刷費 236,036 189,367 -46,669

その他　部会助成金 96,999 0 -96,999

定期預金 200,000 200,000 0

サポーターズクラブ 20,000 20,000 0

次期繰越金 688,588 1,396,669 708,081

合計 2,628,007 2,745,804 117,797

※参考

財産目録（現金、預貯金） (2021年1月31日現在)

区分 預託先 金額 前年比

現金 みずほ銀行九段支店 1,396,669 708,081

定期預金 みずほ銀行九段支店 1,620,000 200,000

合計 3,016,669 908,081

・年会費納入者数は2019年度の243人に対し235人と微減も、年会費値上げにより年会費収入大幅増。

　名簿登録数を母数にすると会費納入率は水球34％（94/279人）、競泳39％（114/292人）、

　男子部・女子部は9％（26/286人）。

・新型コロナの影響で2019年度は懇親会を開催できず。

・監督・コーチ支援金として、水球・競泳に各20万円を支払い。学生との懇親/ミーティング、

　交通費などに使用。競泳は未使用金額あり、返金受領済。

・夏のDMをハガキにしたため、通信印刷費が前年比減。

・水桜会理事会をオンライン開催したことにより、運営費が前年比減。
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第二号議案 2021年度収支予算案　　 承認

(2021年2月1日～2022年1月31日)　　12ｶ月間

収入の部

科目 2020年度実績 2021年度予算 増減

前期繰越金 688,588 1,396,669 708,081

年会費 2,041,206 2,210,000 168,794

懇親会 0 30,000 30,000

その他 16,010 0 -16,010

合計 2,745,804 3,636,669 890,865

支出の部

科目 2020年度実績 2021年度予算 増減

現役支援金 914,210 1,700,000 785,790

懇親会 0 85,000 85,000

運営費 25,558 30,000 4,442

通信印刷費 189,367 200,000 10,633

その他　部会助成金 0 90,000 90,000

定期預金 200,000 200,000 0

サポーターズクラブ 20,000 20,000 0

次期繰越金 1,396,669 1,311,669 -85,000

合計 2,745,804 3,636,669 890,865

・定期預金は昨年度同様20万円とする。

・サポーターズクラブは最終年度の支払い。2万円×5年（2017年度～2021年度）。来年度以降も継続予定。

・2020年度から年会費値上げ。年会費は、各部会にて設定した目標額を予算として設定。

・監督・コーチ支援金は2019年度・2020年度は各20万円だったが、年会費収入増等を受け、各30万円に増額。

・新型コロナ対策として、現役支援用資金を50万円確保。現役支援金予算の一部とする。拠出内容は都度判断。

・2021年度の総会後懇親会は、新型コロナの影響で中止確定済。五部対抗は現時点では未定のため予算化。

・部会費は各部会からの予算申請に基づき計上。女子部部会は部会理事会等で3万円、

　大学部会・男子部部会はスタッフ支援・打ち合わせ補助等で各3万円を予算化。
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第三号議案 理事・役員人事 （敬称略） 承認

（１）会長，副会長，事務局長は留任

（２）その他理事は留任

（３）新任理事　花島 惇・脇野 紘・橋本 和樹・山内 皓貴・細越 賢

役職 氏名 卒年 役職 氏名 卒年

理事・会長 内田　暖 S45高 理事

理事・会長副会長 正野　敬子 S50大 理事 矢島　嗣朗 H07大

理事・副会長 草地　直樹 S59大 理事 山本　伸哉 H11大

理事・会計 小池　純子 H12大 理事 阿部　稔彦 H18大

理事・会計監査 関根　玲子 S53大 理事 藤川　いつき H18大

理事・会計監査 福岡　大祐 H24大 理事 上村　杏理 H22大

理事・事務局長 渡邉　マリ S48女高 理事 澄谷　航 H24大

理事 橋場　優 S47大 理事 茂木　良成 H24大

理事 松村　友久 S47大 理事 野原　華子 H26大

理事 今泉　有人 S43高 理事 井上　瑛 H27大

理事 永田　有平 S52大 理事 柏木　良太 H27大

理事 青木　成夫 S49高 理事 瀧田　哲也 H27大

理事 石川　正孝 S55大 理事 野田　夏希 H28大

理事 清水　学 S61大 理事 花島　惇 H28大

理事 汐見　真樹子 S63大 理事 山根　稔立 H31大

理事 須原　麻理 S63大 理事 脇野　紘 R1大

理事 永尾　嘉紹 H01大 理事 橋本　和樹 R1大

理事 理事 山内　 R1大

理事 理事 細越　賢 R2大

理事

新理事
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山本　玲子

須田　啓介

H01大

H07大

H07大

内田　圭 H05大

山中　健司

皓貴



水桜会新会員情報（就職・進学情報）2021年3月卒業

競泳部門

氏　　名 学部・学科 就職先・進学先

文学部日本語日本文学科 国分グループ本社(株)

文学部英語英米文化学科 株式会社松屋

法学部政治学科 SMBC日興証券

法学部法学科 一建設株式会社

理学部数学科 東京貿易マシナリー株式会社

法学部法学科 日本年金機構

法学部法学科 新生銀行

理学部数学科 株式会社プロシップ

(学習院女子大学)国際文化交流学部日本文化学科 株式会社新生銀行

理学部生命科学科 株式会社ニチイ学館

経済学部経済学科 千葉銀行

法学部法学科 信越化学工業株式会社

三菱UFJ銀行

国際社会科学部国際社会科学科 学究社

理学部化学科 学習院大学大学院(自然科学研究科化学専攻)

水球部門

氏　　名 学部・学科 就職先

法学部政治学科 三谷商事株式会社

経済学部経済学科 東京消防庁

国際社会科学部国際社会科学科 日本通運株式会社

法学部政治学科 株式会社関電工

国際社会科学部国際社会科学科 凸版印刷株式会社

経済学部経営学科 エス・エー・エス株式会社

経済学部経営学科 株式会社ジッピープロダクション

経済学部経営学科 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ
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国際社会科学部国際社会科学科

持田　瑛祐

小坂　碧

藤林　拓海

佐々木　勇吉顕

髙岡　大我

中嶋　澪菜

傳田　友希奈

新谷　優也

水谷　桃子

福永　彩美

田口　奈々子

今泉　湧

北山　夏凪

須佐　志穂

松平　忠慶

渡辺　裕大

飯田　雄太

織田　知弥

牧志　治樹

児玉　侑理加

佐藤　友理奈

杉本　晴香

細越 賢



現役情報   

※現役役職情報 2021年4月時点・学年は4月時点のもの

競泳部門　

総監督

監督 青木　弘興 S51高

コーチ 清水　学(ヘッドコーチ) S61大 村田　陽甫 H26大

コーチ 柏木　良太 H27大 井上　瑛 H27大

コーチ H27大 H27大

コーチ 竹田　悠馬 H28大 H28大

コーチ 関口　修二 H29大 佐々木　陽平 H29大

コーチ 中内　弘 H29大

主将 田中　明音 4年

副将 関澤　陽生路 4年 高橋　志苑 3年

主務 浅倉　しいな 4年

副務 石川　茉宝 3年

会計 藤澤　くれあ 3年

MG(エントリー) 門脇　歩未 3年

学連 門脇　歩未 3年

水桜会マネージャー 石川　茉宝 3年 2年

学連・会計補佐 国原　琴音 2年

プール管理委員 3年

プール管理委員 2年

水球部門　

総監督

監督 S51大

コーチ H07大 H30大

コーチ R02大

主将 4年

副将 3年

主務 4年

副務 3年

会計 3年

学連 4年

水桜会マネージャー 4年

プール管理委員長 4年

プール管理委員 2年
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林　　成胡

髙橋　志苑

利根川　明希人

辻井　敏博

淺見　祐作

細越　賢

池田　修介

扇田　陽太郎

内野　未宇

村山　ももな

村山　ももな

藪　　美沙子

関口　莉菜

池田　修介

土方　瑞貴

村越　浩平

黒澤　祟弘

その他

＊ 桜友会旗

学習院桜友会設立100周年を機に「桜友会旗」を桜友会より寄与される

＊「水桜会だより」デジタル化推進  80歳以上の会員の方々へは、従来通りの紙媒体の「水桜会だ

より」を送付し、今後も送付希望か

  否かのアンケート実施(対象者120名 返信31名)

＊ 桜友会インフォメーション作成（担当：内田圭子）

  桜友会インフォメーションサイトに水桜会・水泳部の宣伝を兼ねた記事を掲載、5月 連休明けを

目処に記事作成

＊ 学内施設9月末日まで貸出禁止により、五部対抗開催は難しい

＊附属戦は開催予定だが、応援なしでの開催

以   上

堤　　創汰

沖　　政友

奥平　楓


