
 

 

 

令和元年度事業報告 

（平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日） 

   
Ⅰ．財務報告 

１．2019 年度日本経済は上半期の好調な米国経済を背景に総じて堅調な景気で推移しましたが、下

半期は新型コロナウイルスの世界的感染の拡大で、この先の経済活動や為替動向が不透明な一年

となりました。しかし、今年度において当財団の財務状況は基本財産運用収入の主となるヨネッ

クス株式会社の株式配当金は 3,000万円（2019年度予算比 100％）、外債・国債の利息収入は 1,418

万円（2019年度予算比 128％）、経常収益合計 4,418 万円（2019年度予算比 107％）と計画より

微増の収益となりました。 

２．事業活動支出は数年間累積していた遊休財産を活用し、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

クの開催を見据え、国内のスポーツ界を盛り上げる目的で米山稔賞を 3 名に授与するなど、助

成・奨学・表彰の 3 事業費合計 4,049 万円（2019 年度予算比 106%）・業務費 368 万円（2019 年

度予算比 122％）、経常費用合計 4,418万円（2019年度予算比 107％）の支出で執行しました。 

以下、事業別にご報告申し上げます。収支決算書は別紙をご参照ください。 

 

Ⅱ．事業別実績 

１．助成事業 

１）オリンピック・パラリンピックや国際大会で金メダルの獲得を目指すべく、国際競技力向上に直

結する U-12～23（小学生～大学院生迄）の選手強化や全国・都道府県・市町村単位の大規模な

青少年スポーツの競技強化と幼児・小学生に対する競技普及を目的とする事業に重点を置いて選

考致しました。その結果、交付申請 222件中 57事業に対し助成金実績 2,429 万円（2019年度予

算比 99%：返金 74万円を含む）の支給となりました。 

＊資料 1-2～4【助成事業実績】 

 

２．奨学事業 

１）東京 2020オリンピック・パラリンピックおよび 2022 年北京冬季オリンピック・パラリンピック、

その他種目の世界選手権大会やワールドカップ、それに準じる国際大会にノミネートされるトッ

プアスリートを選出致しました。その結果、奨学金申請 245 名中 19 名（高校 5 名・大学生 14

名）に対し奨学金実績 1,080万円（2019年度予算比 108%）を給与しました。 

＊資料 1-5【奨学事業実績】 

 

３．表彰事業 

１）2018年度米山稔賞は東京 2020オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、国内のスポーツ

界を盛り上げる目的で授与申請件数 5件中 3件を表彰しました。 

（１）2018年度第 48回全国中学校バドミントン大会で猪苗代中学校を史上初となる男女完全制覇の 6

冠に導いた齋藤亘氏（福島県バドミントン協会所属）。 

（２）卓球競技で競技者育成・指導者養成の制度改革を行い、日本卓球界の競技力向上に大きく貢献

した前原正浩氏（日本卓球協会副会長）。 

（３）永きにわたり東京女子体育大学ソフトテニス部監督を務め、卒業生が全国の有力高校の指導者

となるなど、女性指導者の先駆者として日本ソフトテニス界の振興に貢献した武田博子氏（東

京女子体育大学ソフトテニス部監督）。 

 

 



 

 

以上の 3名に対し、2019年 6月 13日に帝国ホテル東京にて米山稔賞を授与し、その費用実績 539

万円（2019年度予算比 149％）となりました。 

2019年度表彰者は審査委員会において審査の結果、別紙のとおり決定いたしました。 

＊資料 1-6【表彰事業】 

４．個人情報の取り扱いについて 

当財団は個人情報取り扱い事業者に該当はいたしませんが、個人情報保護法の制定に伴い、個人

情報の保護及び安全管理措置、従業者の監督等はヨネックス株式会社の個人情報保護規定（平成

17 年 3月 25日制定）に準拠して取り扱っております。 

 

【助成事業実績】 

  申請団体 事業の名称 交付決定額 

1 
一般社団法人 

日本高等学校ゴルフ連盟 
2019年度全国高等学校ゴルフ連盟日本代表セミナー合宿 ¥440,000 

2 栃木県ソフトテニス連盟 第 36回 全日本小学生ソフトテニス選手権大会 ¥700,000 

3 公益財団法人日本スポーツ協会 第 41回 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 ¥400,000 

4 特定非営利活動法人新潟野球人 第 14回 新潟地区学童軟式野球新人戦 ¥250,000 

5 
特定非営利活動法人  

Emi Skate for Kids 
子どもスケート教室 ¥440,000 

6 「夢はウィンブルドンへ」実行委員会 第 5回 グラスホパージュニアテニスキャンプ ¥350,000 

7 
特定非営利活動法人 

日本視覚障害ゴルファーズ協会 
第 23回 全国視覚障害者ゴルフ競技会 ¥370,000 

8 九州小学生バドミントン連盟 九州小学生バドミントン連盟（北部ブロック）強化練習会 ¥300,000 

9 
ＮＰＯ ｅ-Ｐｏｗｅｒｓ 

バドミントンクラブ 
平成 31年度ジュニアバドミントン教室 ¥459,000 

10 北海道バドミントン協会 北海道バドミントン協会ジュニア強化事業 ¥400,000 

11 日本小学生バドミントン連盟 2019年度指導者講習会への講師派遣（巡回指導）事業 ¥720,000 

12 宮城県高等学校体育連盟本吉支部 2019ヨネックスファイナルステージｉｎ気仙沼 ¥180,000 

13 公益財団法人日本ゴルフ協会 2019年度育成強化合宿 ¥800,000 

14 
一般社団法人 

日本女子プロゴルフ協会 
ＬＰＧＡジュニアゴルフコーチ育成事業 ¥900,000 

15 
第 54回全国高等専門学校体育大会 

バドミントン競技実行委員会 

第 54回 全国高等専門学校体育大会バドミントン競技 

第 43回 全日本高等専門学校バドミントン選手権大会 
¥425,000 

16 
ＮＰＯ法人  

ＹＮＵスポーツアカデミー 
親子テニス教室 社会人テニス指導者育成教室 ¥395,000 

17 
特定非営利活動法人  

ワン・フォー・オール 
第 9回 宇部ラグビーフェスタ ¥125,000 



 

18 滋賀県高体連バドミントン専門部 リーダー養成合宿 ¥350,000 

19 NPO 法人隼人錦江スポーツクラブ 2019年度ソフトテニス教室及びクラブ杯大会 ¥225,000 

20 公益財団法人全日本スキー連盟 第 9回 スノーボード・ハーフパイプ Ｕ合宿 ¥500,000 

21 一般社団法人新潟県サッカー協会 第 17回 新潟県キッズサッカー大会 ¥700,000 

22 公益財団法人日本ゴルフ協会 2019年度（第 13回）全国小学生ゴルフ大会 ¥900,000 

23 関西テニス協会 

関西ジュニアテニス選手育成強化のためのハイパフォー

マンスサポート事業～強化練習会におけるテクノロジー

を活用したスポーツ医科学サポート～ 

¥500,000 

24 
一般社団法人  

日本学生サーフィン連盟 
2019年度 春季全日本学生サーフィン選手権大会 ¥500,000 

25 テニスフォーラム 
テニスの普及と教育的価値を探る 

～学校教育現場におけるテニスの普及に関する事業～ 
¥600,000 

26 
特定非営利活動法人 

日本パラ・パワーリフティング連盟 
東京 2020パラリンピックゲームズテストイベント ¥320,000 

27 東京医科歯科大学教養部 ジュニアスポーツ教室（ソフトテニス・ラート・水泳） ¥550,000 

28 グローバルレーシングプロジェクト 2019年 美弥秋吉台サイクルサマーキャンプ ¥238,000 

29 一般社団法人関東ゴルフ連盟 2019年度「TEAM KGA ジュニア」前期活動 ¥700,000 

30 奈良県バドミントン協会 第 4回ジュニア・バドミントン指導者へのサポート支援 ¥125,000 

31 
北アルプスバドミントン大会 

実行委員会 

第 2回 北アルプスバドミントンオープン 2019 

兼国際ジュニアバドミントン選手権大会 
¥300,000 

32 
寺泊シーサイドマラソン大会 

実行委員会 
第 41回 寺泊シーサイドマラソン大会 ¥200,000  

33 一般社団法人 日本ゴールボール協会 2019日本ゴールボール選手権大会事業 ¥300,000 

34 アジアジュニアゴルフ協会 AJGAアジア青少年交流海外遠征 ¥300,000  

35 公益財団法人日本サッカー協会 エリートプログラム U-14 12月トレーニングキャンプ ¥300,000  

36 ㈱日立柏レイソル 2020柏レイソルカップ U-11 ¥270,000 

37 
一般社団法人 

日本学生サーフィン連盟 
2019年度 秋季全日本学生サーフィン選手権大会 ¥200,000  

38 
特定非営利活動法人 

スポーツコミュニティー軽井沢クラブ 
カーリングエリートアカデミー ¥740,000  

39 一般社団法人オールアルビレックス 新潟版 スノーボード・エリートアカデミー ¥300,000  

40 
さっぽろばんけい 

スノーボードアカデミー 
スノーボード競技者発掘育成/目指せ金メダル ¥750,000  

41 
北海道中学生ソフトテニス指導者 

協議会 

第 19回 東北・北海道ソフトテニス中学生オールスター

戦 並びにクリスマスカップ東北・北海道選抜中学生ソ

フトテニス大会 

¥400,000 



 

42 公益財団法人日本ソフトテニス連盟 
全日本ソフトテニス若手強化選手のためのフィットネス

キャンプ 
¥440,000  

43 岩手県ソフトテニス連盟 がんばろう岩手 ソフトテニス復興支援事業 ¥300,000  

44 
特定非営利活動法人 

ソフトテニスチャレンジジャパン 
ソフトテニスチャレンジジャパン 2020in 高岡 ¥450,000  

45 
特定非営利活動法人 

さくら総合スポーツクラブ 
ジュニアソフトテニスフェスティバル in 安来 ¥100,000  

46 香川県中学校テニス連盟 第 8回 全国選抜中学校テニス大会 ¥1,000,000  

47 北海道テニス協会 2019年度 東北遠征合宿 ¥180,000  

48 全国選抜高校テニス大会実行委員会 第 42回 全国選抜高校テニス大会 ¥800,000 

49 
一般社団法人  

日本障がい者バドミントン連盟 
第 5回 日本障がい者バドミントン選手権大会 ¥500,000  

50 
特定非営利活動法人 

アルファバドミントンネットワーク 
ソイタウンバドミントンキャンプ 2019 ¥100,000  

51 茨城県小学生バドミントン連盟 第 4回 関東ていがくねんオープン茨城 ¥200,000  

52 旭川地区バドミントン協会 第 22回 北海道高校生バドミントンスプリングキャンプ ¥300,000  

53 日本小学生バドミントン連盟 第 28回 全国小学生バドミントン選手権大会 ¥1,000,000  

54 青森市バドミントン協会 第 26回 中世の里ジュニアバドミントンオープン大会 ¥300,000  

55 キッズバドミントン東北・実行委員会 第 6回 キッズバドミントン東北 2020 ¥650,000  

56 

GRABA（東京大学運動会バドミントン

部によるジュニア育成プロジェクト

チーム） 

バドミントンジュニア育成講習会 ¥500,000 

57 大間々レスリングクラブ 第 25回 記念少年少女レスリング『おおまま大会』 ¥300,000 

 
 

合計 ¥25,042,000 

   

  

なお、以下に大会中止に伴う返金を記載いたします （2020年 3月 31日現在）   

＊2019年度助成事業分 

  全日本スキー連盟（降雪不足により大会規模縮小）                     ￥123,000 

日本ソフトテニス連盟（新型コロナウイルス問題により事業中止）                  ￥440,000 

北海道テニス協会（新型コロナウイルス問題により事業中止）                ￥180,000 

  合計 ￥743,000 

 



 

【表彰事業】 

2019年度表彰者は審査委員会において審査の結果、次のとおり決定いたしました。 

氏 名 菊池 仁志 （きくち ひとし） 

種 目 自転車競技 

現 職 
ヒトシプランニングオフィス 所属 

松山城南高等学校自転車競技部 外部コーチ 

功 績 

2016 年 4 月から松山城南高等学校自転車競技部外部コーチとして選手の指導に

携わり、全国高等学校総合体育大会の団体学校対抗において創部 2 年目の 2017

年に史上初となるトラック優勝・ロード優勝の総合優勝、2019年には 41年ぶり

3 校目となる 3 年連続トラック優勝・総合優勝に導いた事に加え、2017 年には

愛顔（えがお）つなぐえひめ国体の自転車競技少年の部に監督を務めるなど、

優秀な成績を収めている。又、自転車のセッティングや競技に対する精神面の

強化など、選手はもとより未経験者の顧問教員への徹底した指導ぶりから、今

や高校自転車界の優秀指導者として評価が高まっており、自転車競技の普及発

展に多大な貢献をした。 

 

 

氏 名 堀 晃大 （ほり こうだい） 

種 目 ソフトテニス 

現 職 
西日本電信電話株式会社 所属 

ＮＴＴ西日本ソフトテニス部 監督 

功 績 

2014 年に現ＮＴＴ西日本ソフトテニス部監督に就任し、2019 年第 37 回ソフト

テニス日本リーグで 10 年連続 24 回目の優勝という偉業に導いた。2019 年 10

月の第 16回世界選手権大会で日本代表に育て上げた同部所属の丸中大明・長江

光一選手の活躍を支え国別対抗戦の金メダル獲得に貢献した。又、全日本強化

チームアンダー20 監督も務め次世代強化に力を入れる一方、西日本地区中心に

ソフトテニス教室を開催し、ジュニア層へ競技の楽しさを伝え、スポーツを通

じた社会貢献活動に傾注するなどソフトテニス界の競技力向上と普及に多大な

功績をあげた。 

 

 

 

 


