
G.F2022父母会 表紙

令和４年度チーム父母会説明会 グリーンファイターズ

令和4年2月13日（日 ）

　次　　第

　　1.　開会の言葉

　　2.　代表・監督挨拶

　　3.　令和４年度指導者の紹介 資料-A

　　4.　令和４年度父母役員紹介 資料-B

　　5.　令和2年度父母代表挨拶

　　6.　父母自己紹介　

　　7.　議題

(1)　令和３年度事業報告 資料-C

(2)　令和２年度決算報告 資料-D

　　　質疑及び承認

(3)　令和４年度事業計画について 資料-E,F

　　　質疑及び承認

(4)　G・ファイターズの決まりとお願い 資料-G

※コロナウイルス感染拡大により、本年は書面による

　父母説明会と致します。趣旨お汲みおきの上ご了願います。



G.F2022父母会 資料-A

チーム役名 連盟役 氏名 背番号 担当 住所 電話

相談役 伊藤　一夫 さいたま市南区鹿手袋 4-33-1 048-861-7626

代　表 永沼　和夫 さいたま市桜区西堀 4-7-1-325 048-864-5954

常任理事

運営副委員長

常任理事

施設管理部長

ヘッド 常任理事 主審・記録

コーチ 記録部副部長 広報・グランド

ジュニア 常任理事

責任者 運営部副部長

コーチ 塁　審 芹沢謙太郎 70 さいたま市南区別所 7-2-1-1909 048-628-8393

コーチ 高橋　洋人 71 さいたま市浦和区岸町3-1-23-3 048-822-8418

コーチ 小谷　哲也 72 さいたま市浦和区高砂 3-3-10-804 048-826-6692

コーチ 主審・記録 徳田　吉範 73 さいたま市南区別所 7-2-1-2012 050-5837-6023

コーチ 塁　審 岸　　充治 74 さいたま市南区南浦和 2-28-4-301 090-2201-9444

コーチ 塁　審 岩本　直樹 75 さいたま市浦和区岸町 5-15-22-104 090-6460-0127

常任理事

写真部副部長

コーチ 記　録 佐藤　真也 81 さいたま市浦和区岸町 6-12-12-203 048-838-8522

コーチ 塁　審 福本　大輔 83 さいたま市浦和区岸町 6-14-9 048-837-8521

コーチ 写真担当 上村　　勉 89 さいたま市浦和区神明 2-14-3-703 090-5550-8676

コーチ 主　審 多田　　良 91 さいたま市南区白幡 3-8-17-903 048-796-7894

コーチ 塁　審 涌井　　学 92 さいたま市浦和区岸町 5-8-30-306 090-4661-8960

コーチ 塁　審 星　　真広 93 さいたま市南区曲本 3-5-12-4 048-677-8317

コーチ 塁　審 赤羽根伸一 94 さいたま市南区曲本 2-12-9 048-837-7487

コーチ 瀬田　克浩 95 さいたま市浦和区岸町 5-8-10-B102 048-627-5330

コーチ 加藤　　佑 98 さいたま市浦和区岸町 7-7-23-603 090-2768-2924

コーチ補佐 塁　審 山形　一成 さいたま市南区別所 7-2-1-403 048-838-7313

コーチ補佐 岡田　康宏 さいたま市浦和区岸町 7-2-7 080-2255-0756

コーチ補佐 堂内　正吾 さいたま市南区沼影 1-11-2 C-1303 090-1453-3553

コーチ補佐 谷　　瑜 さいたま市南区沼影 5-10-22-205 048-606-8535

コーチ補佐 阪本　直也 さいたま市南区岸町5-8-14-5 048-711-3366

マネージャー 小島　　晟 さいたま市南区鹿手袋 5-9-37 048-862-0773

80

大久保　智 29

令和４年度指導者登録名簿　　　　　　　グリーンファイターズ

山田千代吉 87 さいたま市南区大田窪 2244-79 048-886-7378副代表

048-839-2454さいたま市南区四谷 2-1-19

顧　問

さいたま市南区別所 1-11-16 048-637-0252

青木　直敬 048-829-2776さいたま市浦和区常盤 1-5-22-504

048-672-0238監　督 永沼　雅敏 30 上尾市向山 2-1-11

28

小石原　進

さいたま市桜区田島 3-5-10 048-679-8855

コーチ 79

都鳥　正靖

（１）



G.F2022父母会 資料-B

係 母 選手名 学　校 備　考

　父母代表 安東 樹希 高砂

　会計・副代表 大須賀 咲弥 田島

　合宿 岩本 弥士 岸

　グランド(岸） 森本 壮一郎 岸

　グランド(大里） 瀬田 浩都 岸

　備品・ユニフォーム 涌井 勇人 岸

　運動会・レク 森本 就 岸

係 母 選手名 学　校 備　考

　5年父母代表 多田 修志 南浦和

　会計 安岡 悠 西浦和

　合宿 上村 奏太 高砂

　グランド（岸） 加藤 諒 岸

　グランド（大里） 近藤 史 別所

　備品・ユニフォーム 白川 忠叡 岸

　運動会・レク 田口 朔滉 高砂

　　5　年　父　母　役　員

　　6　年　父　母　役　員

令和 ４年度父母役員　　　　　　　　　　　　グリーンファイターズ

（２）



G.F2022父母会 資料-C

日　　程 行　　事 場　所・結　果

1 1月10日 調神社参拝マラソン 中止

2 2月7日 連盟総会 中止（総会資料配布にて代替）

3 2月14日 チーム父母説明会 中止（資料配布にて代替）

4 3月7日 マラソン大会 中止

5 3月28日～5月2日 前期リーグ戦 2勝4敗1分　総合6位

6 5月9日～16日 コミクリカップ 10-11 FBC　1回戦敗退

7 5月23日～6月6日 ヤクルト大会 中止

8 6月13日～20日 ニチガス杯争奪戦 準優勝

9 7月4日～18日 埼玉新聞杯争奪戦 4-24 イーグレット　2回戦敗退

10 7月31日～8月1日 夏　合　宿 （通い合宿）

11 8月22日～10月17日 後期リーグ戦 3勝5敗　総合6位

12 10月24日～31日 理事長杯争奪戦 1-17 志木JBC　1回戦敗退

13 11月3日～7日 新人戦大会（三和タジマ杯） 3-7 FBC　1回戦敗退

14 11月14日～21日 会長杯争奪戦 1-8 志木JBC　1回戦敗退

15 12月5日 総合閉会式 市営浦和球場

16 12月12日 親子レク・卒団生お別れ会 大里小グランド

17 12月19日 送別練習 大里小グランド

令和３年度事業報告　　　　　　　　グリーンファイターズ

（３）



G.F2022父母会 資料-D

令和 3 年 12 月

令和３年度グリーンファイターズ会計報告

１．  令和 2 年度より繰越金  292,033 円

２．  収入の部

費目 金額（円）
繰越金 292,033
団費（入会金等含む） 772,000
雑収入（合宿費精算残金、預金利息等） 1,980

合計 1,066,013

３．  支出の部

費目 金額（円）
備品（ボール、ラインカー、スコアブック、T  ボール用 具、石灰、

メンバー表、キャッチャー防具、卒団記念不足額等）

84,518

連盟（連盟会費、連盟関係補助等） 108,300
交際費（慶弔関連、お礼等） 38,018
車（自動車税、保険、駐車場代、ガソリン代） 122,426
飲食（麦茶、コーヒー、練習試合差し入れ等） 23,982
スポーツ保険 67,690
グランド使用料 44,524
運動会 0
卒団式・納会・親子レク 132,861
雑費（HP 関連、開放委員会協力金、除菌用品、紙コップ、コピー代 74,028

合計 696,347

４．  令和 3 年度繰越金

   残金 369,666 円は次年度(令和 4 年度)へ繰り越します。

  369,666 円

上記の通り、報告いたします。                  令和 3 年度  会計    赤羽根  弘美

                       父母代表    内田  睦美

令和 3 年度帳簿・書類について、監査の結果、相違ありません。

上記内容を承認いたします。                    令和 4 年度  会計    大須賀  いづみ

                                                                           父母代表    安東  絵美

（４）



G.F2022父母会 資料-E

行　　事 日　　程 場　　所 備　　考

1  連名役員会議 1月22日(土） 浦和コミセン

2  役員・監督・理事会議 1月29日（土） 浦和コミセン

3  連盟総会 2月6日(日） 専用グランド 書面総会

2月11日(祝）

予備日2月13日（祝）

5 　グランド整備 3月23日(日） 専用グランド

6  審判・記録講習会 2月27日(日） 専用グランド

7  総合開会式 3月6日(日） 専用グランド

3月6日（日）～3月13日（日）

予備日3月19日（土）

3月20日(日）～4月29日（祝）

予備日（毎週土曜日、1/5）

10  母子Tボール大会 5月3日(祝） 専用グランド

11  連盟運動会 5月15日(日） 三ツ池グランド

12  ヤクルト野球教室 5月21日(土） 別所小学校

　開会式　5月22日（日）

　5月22日（日）～6月5日（日）

　予備日　6月12日（日）6月19日(日）

　6月19日（日）～6月26日(日）

予備日7月2日(土）

　7月3日（日）～7月17日（日）

予備日　7月18日（祝）24日(日）

8月21日（日）～10月16日（日）

予備日　（毎週土曜日）

17  母子Tボール大会 10月10日(祝） 専用グランド

　理事長杯 10月23日（日）～10月30日（日）

　（ジュニア） 予備日11月5日（土）

　三和タジマ杯 11月3日（祝 ）～10月6日（祝）

　（新人戦） 予備日11月12日（土）

11月13日(日）～11月20日（日）

予備日11月23日（祝）

21 　総合閉会式 12月4日（日） さいたま市浦和球場

22 　連盟納会 12月4日（日） 　さいたま共済会館

　※5月5日（祭）「こどもの日」のため連盟行事休日です。（他連盟主催の大会出場の場合もあり。）

　　尚、各チーム1日が｢学校運動会」のため休日となります。

　※太線で囲んだ行事は父母の協力が必要です。

　サンケイスポーツ大会
　会長杯争奪戦

4 秋ヶ瀬マラソンコース

8 　コミクリカップ 専用グランド

18

19

専用グランド

20

専用グランド

専用グランド

専用グランド

 蔵北杯(7/5～)

　
 戸田道満ジュニア大会
 川口近隣市大会・東武大会

　坂戸鈴木杯

　戸田道満大会

戸田市営球場
連盟専用球場

16

15

専用グランド

専用グランド

　ニチガス杯14

13

令和４年度連盟事業計画　　　　　　　　浦和軟式少年野球連盟

　後期リーグ戦
　Jr教育リーグ
　新人プレリーグ

　埼玉新聞杯

専用グランド

  ヤクルト選抜
  少年野球大会

　マラソン大会

9
　前期リーグ戦
　Jr教育リーグ
　新人プレリーグ

中止

（５）



G.F2022父母会 資料-F

日　　程 行事 場　　所

1 1月9日(日） 参拝マラソン

2 2月13日（日） チーム父母説明会 資料配布にて代替

3 ５月8日（日） 指導者会議（前期リーグ反省） そば光

4 ６月　日（日） 夏合宿下見　 塩原

5 ６月19日（日） 指導者会議（合宿に向けて） そば光

6 6月26日（日） 合宿父母説明会 コミュニティセンター

7 ８月５日（金）～８月7日（日） 夏　合　宿 塩原　ホテルぬりや

8 ８月２１日（日） 指導者会議（合宿反省会） そば光

9 １１月２７日（日） 指導者会議（納会・次年度準備） そば光

10 １２月１1日（日） 卒団生お別れ会＆納会 中浦和プラザホテル

11 １２月１8日（日） 親子レク 大里小グランド

その他

・写真展（ホームページにて）

・ヤクルト野球教室　5月21日（土）

令和4年度事業計画（案）　　　　　　グリーンファイターズ

（６）



G.F2022父母会 資料-G

G・ファイターズの決まりとお願い

１．公式試合の審判・塁審・記録員へのお茶当番の協力をお願いします。

　　　お茶出しのタイミングは、相手チーム及び主審と打ち合わせてください。

（茶器、ポット、コップ等の用意とお茶のサービス）

２．選手のお昼と飲み物

　　　お昼はおにぎり（指導者用はコロナ対応で、持たせなくても可。）

　　　飲み物は麦茶・緑茶とします。（スポーツドリンクも構いませんが甘くないものに

　　　してください。ジュースは不可。）

　　　おにぎりの中身については、夏は傷みやすいので気をつけてください。

　　　　（ラップには包まないでください。アルミホイルでお願いします。）

３．秋ヶ瀬専用球場の草取り及び整備のご協力をお願いします。

　　　　（連盟の施設管理部から指示がありますのでその際はご協力ください。）

４．集合場所・集合時間及び朝食について

　　　集合場所に5分前には集合してください。

　　　朝ごはんは必ず食べさせてください。

　　（注）朝出かけるまえに「気をつけて」と一声かけてください。《自転車注意》

５．持ち物には必ず名前をつけてください。

６．グリーンファイターズ指定のスポーツ店について

ベースマン大宮 さいたま市大宮区桜木町4-244-1（都築ビル１階）

（第３水曜日定休日） 電話　048-643-8901（AM11:00～PM8:00）

※必ずグリーン･ファイターズと申し出ること

（７）


