
2023年4月8日

・日時 2023年4月8日（土）18:00～（Zoom開催）

　　　ZoomミーティングID：831 2678 3212        パスコード：341251

・出席 水桜会会員

第一号議案

2022年度収支決算報告(2022年2月1日～2023年1月31日)　　12ｶ月間

収入の部

科目 2021年度実績 2022年度実績 増減

前期繰越金 1,396,669 2,243,904 847,235

年会費 2,229,477 2,018,470 -211,007

懇親会 0 0 0

その他 15 20 5

合計 3,626,161 4,262,394 636,233

支出の部

科目 2021年度実績 2022年度実績 増減

現役支援金 934,710 1,220,000 285,290

懇親会 0 10,518 10,518

運営費 32,065 309,028 276,963

通信印刷費 165,482 129,328 -36,154

その他　部会助成金 30,000 30,000 0

定期預金 200,000 200,000 0

サポーターズクラブ 20,000 0 -20,000

次期繰越金 2,243,904 2,363,520 119,616

合計 3,626,161 4,262,394 636,233

※参考

財産目録（現金、預貯金） (2023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 2,363,520 119,616

定期預金 みずほ銀行九段支店 2,220,906 200,082

合計 4,584,426 319,698

※昨年度の総会資料掲出金額に誤りあり。今期も予算通り20万円を入金し、上記残高の通り。

学習院水桜会　2023年度総会資料

※
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・年会費納入者数は2021年度の231人に対し221人と減少。

　昨年度は、過去分を一括入金の会員がいたため、今期は金額が大きく減少。

・五部対抗開催。会費なしのため、収入なし。ドリンク等の支出のみ。

・22年度から監督への謝礼金として水球・競泳の両監督に各30万円を拠出。

・女子部部会費は、附属戦・成城戦の運用補助で3万円利用。

・新型コロナの影響で、水桜会での卒業生慰労会を未開催の代（R1～R3卒）

　へ水桜会オリジナルのセームを作成し贈呈。30万円を運営費から拠出。

第二号議案

2023年度収支予算案(2023年2月1日～2024年1月31日)　　12ｶ月間

収入の部

科目 2022年度実績 2023年度予算 増減

前期繰越金 2,243,904 2,363,520 119,616

年会費 2,018,470 2,210,000 191,530

懇親会 0 30,000 30,000

その他 20 0 -20

合計 4,262,394 4,603,520 341,126

支出の部

科目 2022年度実績 2023年度予算 増減

現役支援金 1,220,000 1,720,000 500,000

懇親会 10,518 85,000 74,482

運営費 309,028 30,000 -279,028

通信印刷費 129,328 150,000 20,672

その他　部会助成金 30,000 90,000 60,000

定期預金 200,000 200,000 0

サポーターズクラブ 0 20,000 20,000

次期繰越金 2,363,520 2,308,520 -55,000

合計 4,262,394 4,603,520 341,126

・年会費は、各部会にて設定した目標額を予算として設定。

・監督への謝礼金として、水球・競泳各30万円。

・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。

・新型コロナの影響で2023年度の総会もオンライン開催のため、総会後の懇親会

　なし。五部対抗は未定のため、五部対抗分のみ予算化。

・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・男子部部会はコーチ支援等で各3万円を予算化。

・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21年度で仕組みが終了。後続の仕組みは未定。

　予算は措置しておき、後継の仕組みが完成次第、参加予定。
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第三号議案

理事・役員人事

（１）会長，正野副会長，事務局長は留任

（２）松村友久理事退任

（３）その他理事留任

役職 氏名 卒年 役職 氏名 卒年

理事・会長 内田　暖 S45高 理事 矢島　嗣朗 H07大

理事・副会長 正野　敬子 S50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 内田　圭子 H05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 今泉　有仁 S43高 理事 野原　華子 H26大

理事 永田　有平 S52大 理事 井上　瑛 H27大

理事 青木　成夫 S49高 理事 柏木　良太 H27大

理事 石川　正孝 S55大 理事 瀧田　哲也 H27大

理事 草地　直樹 S59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 R01大

理事 永尾　嘉紹 H01大 理事 橋本　和樹 R01大

理事 山本　玲子 H01大 理事 山内　皓貴 R01大

理事 須田　啓介 H07大 理事 細越　賢 R02大

理事 山中　健司 H07大

水桜会新会員情報（2023年3月卒業） 新会員就職先一覧

競泳部門(6名) 水球部門(4名)

氏　　名 氏　　名

古森  龍太郎 扇田  陽太郎

荘司  かれん 村山  ももな

石川  茉宝 宮﨑   颯人

藤澤  くれあ 植田  大樹

門脇  歩未

植木  俊成

日本年金機構

東北大学大学院医学部医学系研究科

進　　路　　先

株式会社ニトリホールディングス

株式会社モリモト

株式会社日清製粉グループ本社

四国化工機株式会社

清水建設株式会社

白銅株式会社

中央労働金庫
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現役情報   ※現役役職情報 2023年2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 堤 創汰 H27大

コーチ 林 成胡 H27大 沖 政友 H28大

コーチ 竹田 悠馬 H28大 佐々木 陽平 H29大

コーチ 関口 修二 H29大 石山 佳樹 H30大

コーチ 西山 麟太郎 H31大

主将 菅原 啓 4年

副将 名波 颯一朗 4年

主務 奥平 楓 4年

副務 財前 華美 3年

会計 広瀬 あかり 3年

MG(エントリー) 服部 美羽 3年

学連 服部 美羽 3年 一瀬 薫乃 2年

水桜会マネージャー 広瀬 あかり 3年 石井 華 2年

プール管理委員 利根川 明希人 4年

水球部門　

総監督 -

監督 辻井 敏博 S51大

コーチ 横田 大輔

コーチ 内田 暖 S45高 石川 正孝 S55大

コーチ 細越 賢 R02大 渡辺 裕大 R02大

主将 星 怜央 4年

副将 興津 倫太郎 3年

主務 立花 宗睦 4年

副務 岩瀬 統 3年

会計 高津 玲菜 2年

学連 島崎 玲 3年 中村 明日香 2年

水桜会マネージャー 山田 祥恵 3年

プール管理委員長 辻 亮太郎 3年

山田 祥恵 3年

高津 玲菜 2年 笹沢 勇介 2年
プール管理委員
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