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（敬称略）

平成27年3月31日現在

¥9,573,238
※うち、日本赤十字への送金済み合計額（下記内訳） ¥9,573,238

¥300,000

★第１回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2011/3/25 本会役職員・評議員
（平成22年度 第3回評議員会出席者）

埼玉県体育協会 ¥41,564 ¥41,564

2011/3/25 埼玉県自転車競技連盟 　　　　　〃 ¥50,000 ¥91,564

2011/3/28 本会スポーツ科学委員会
（第2回 3専門部会連絡会議出席者）

　　　　　〃 ¥11,290 ¥102,854

2011/4/12 本会スポーツ科学委員会
（委員長・3専門部正副部会長会議出席者）

　　　　　〃 ¥9,524 ¥112,378

2011/4/14 埼玉県テニス協会 　　　　　〃 ¥200,000 ¥312,378

2011/4/20 埼玉県スポーツ指導者協議会 　　　　　〃 ¥100,000 ¥412,378

2011/4/25 競技団体理事長・強化委員長・経理担当者　他
（第1回選手強化対策委員会及び強化・経理担当者合同説明会出席者）

　　　　　〃 ¥19,988 ¥432,366

2011/4/25 財団法人埼玉県剣道連盟
（第24回健康福祉祭剣道交流大会県予選会・第3回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会予選会）

　　　　　〃 ¥22,270 ¥454,636

2011/4/25 埼玉県カヌー協会（埼玉ドラゴンボート大会参加料の一部） 　　　　　〃 ¥42,000 ¥496,636

2011/4/28 埼玉県立武道館（武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥10,416 ¥507,052

2011/4/28 埼玉県体育協会（第１回） 日本赤十字社 ¥507,052 ¥0

★第２回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2011/4/27 埼玉県バスケットボール協会 埼玉県体育協会 ¥300,000 ¥300,000

2011/5/9 埼玉県ウエイトリフティング協会 　　　　　〃 ¥33,260 ¥333,260

2011/5/14 埼玉県スポーツ少年団
（認定育成員研修会参加者等）

　　　　　〃 ¥7,958 ¥341,218

2011/5/16 埼玉県グラウンド・ゴルフ協会 　　　　　〃 ¥300,000 ¥641,218

2011/5/17 埼玉県馬術連盟 　　　　　〃 ¥262,360 ¥903,578

2011/5/24 埼玉県体操協会 　　　　　〃 ¥56,163 ¥959,741

2011/5/20 埼玉県スポーツ少年団
（平成23年度第1回本部委員会出席者）

　　　　　〃 ¥5,296 ¥965,037

2011/5/24 埼玉県水泳連盟 　　　　　〃 ¥71,320 ¥1,036,357

2011/5/25 本会理事（平成23年度第1回理事会出席者） 　　　　　〃 ¥3,000 ¥1,039,357

2011/5/26 本会スポーツ科学委員会
（第1回 アンチ・ドーピング小委員会出席者）

　　　　　〃 ¥5,000 ¥1,044,357

2011/5/31 三郷市体育協会 　　　　　〃 ¥216,096 ¥1,260,453

2011/5/30 本会タレント発掘事業
（タレント発掘事業打合せ会出席者）

　　　　　〃 ¥3,280 ¥1,263,733

2011/5/31 富士見市体育協会
（柔道会・ソフトテニス連盟・野球連盟・その他）

　　　　　〃 ¥59,986 ¥1,323,719

2011/5/31 本会評議員（平成23年度 第1回評議員会出席者） 　　　　　〃 ¥4,529 ¥1,328,248

2011/6/1 埼玉県国体候補選手等強化特別委員
（平成23年度国民体育大会候補選手等強化特別委員会出席者）

　　　　　〃 ¥500 ¥1,328,748

2011/6/2 埼玉県立武道館（5月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,293 ¥1,333,041

2011/6/2 埼玉県体育協会（第２回） 日本赤十字社 ¥1,333,041 ¥0

東日本大震災に対する募金活動の状況

埼玉県体育協会から公益財団法人日本体育協会への募金額（H23/4/21付け）

公益財団法人埼玉県体育協会（以下、埼玉県体育協会）への募金総額
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（敬称略）

平成27年3月31日現在

東日本大震災に対する募金活動の状況

★第３回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2011/6/7 埼玉県野球連盟 埼玉県体育協会 ¥200,000 ¥200,000

2011/6/10 鳩山町体育協会 　　　　　〃 ¥42,080 ¥242,080

2011/6/6 埼玉県スポーツ少年団（種目別代表者会議出席者） 　　　　　〃 ¥1,620 ¥243,700

2011/6/7 埼玉県スポーツ少年団（指導者協議会全体会出席者） 　　　　　〃 ¥1,500 ¥245,200

2011/6/11 埼玉県スポーツ少年団（代議員会出席者） 　　　　　〃 ¥4,700 ¥249,900

2011/6/13 財団法人新座市体育協会 　　　　　〃 ¥489,953 ¥739,853

2011/6/13 埼玉県馬術連盟 　　　　　〃 ¥120,000 ¥859,853

2011/6/17 埼玉県相撲連盟 　　　　　〃 ¥33,534 ¥893,387

2011/6/20 埼玉県スポーツ指導者協議会
（第1回スポーツ指導者協議会理事会出席者）

　　　　　〃 ¥8,930 ¥902,317

2011/6/20 本会スポーツ科学委員会
（スポーツ科学委員会出席者）

　　　　　〃 ¥6,420 ¥908,737

2011/7/1 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者　他） 　　　　　〃 ¥1,054 ¥909,791

2011/7/1 埼玉県立武道館（6月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥5,056 ¥914,847

2011/7/5 八潮市体育協会 　　　　　〃 ¥85,721 ¥1,000,568

2011/7/5 埼玉県馬術連盟 　　　　　〃 ¥2,590 ¥1,003,158

2011/7/5 競技団体理事長・強化委員長・経理担当者　他
（選手強化コーチ研修会兼国体必勝対策会議出席者）

　　　　　〃 ¥1,730 ¥1,004,888

2011/7/6 埼玉県中学校体育連盟（秩父市郡連合会：9競技） 　　　　　〃 ¥53,738 ¥1,058,626

2011/7/6 埼玉県スポーツ少年団
（平成23年度第2回本部委員会出席者）

　　　　　〃 ¥1,060 ¥1,059,686

2011/7/8 埼玉県体育協会（第３回） 日本赤十字社 ¥1,059,686 ¥0

★第４回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2011/7/11 埼玉県ソフトテニス連盟 埼玉県体育協会 ¥100,000 ¥100,000

2011/7/20 埼玉県体操協会 　　　　　〃 ¥14,283 ¥114,283

2011/8/1 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者　他） 　　　　　〃 ¥1,514 ¥115,797

2011/8/1 埼玉県立武道館（7月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,109 ¥118,906

2011/8/2 埼玉県中学校体育連盟（サッカー専門部） 　　　　　〃 ¥2,084 ¥120,990

2011/8/8 埼玉県高等学校体育連盟（バレーボール専門部） 　　　　　〃 ¥26,840 ¥147,830

2011/8/9 吉川市体育協会 　　　　　〃 ¥115,000 ¥262,830

2011/8/18 越谷市体育協会 　　　　　〃 ¥877,378 ¥1,140,208

2011/8/21 埼玉県スポーツ少年団（柔道親善交流大会参加者） 　　　　　〃 ¥26,350 ¥1,166,558

2011/8/23 埼玉県体育協会（第４回） 日本赤十字社 ¥1,166,558 ¥0
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（敬称略）

平成27年3月31日現在

東日本大震災に対する募金活動の状況

★第５回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2011/8/24 越谷市体育協会 埼玉県体育協会 ¥69,380 ¥69,380

2011/8/26 埼玉県中学校体育連盟（バドミントン専門部） 　　　　　〃 ¥24,456 ¥93,836

2011/8/27 埼玉県中学校体育連盟（卓球専門部） 　　　　　〃 ¥452,567 ¥546,403

2011/8/30 埼玉県ソフトボール協会 　　　　　〃 ¥668,964 ¥1,215,367

2011/8/30 富士見市体育協会 　　　　　〃 ¥43,516 ¥1,258,883

2011/9/2 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者　他） 　　　　　〃 ¥2,075 ¥1,260,958

2011/9/2 埼玉県立武道館（8月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,847 ¥1,265,805

2011/9/2 埼玉県中学校体育連盟（剣道専門部） 　　　　　〃 ¥12,000 ¥1,277,805

2011/9/6 越谷市体育協会 　　　　　〃 ¥11,268 ¥1,289,073

2011/9/9 埼玉県中学校体育連盟 　　　　　〃 ¥2,700 ¥1,291,773

2011/9/12 埼玉県スポーツ少年団 剣道部会 　　　　　〃 ¥8,172 ¥1,299,945

2011/9/26 埼玉県中学校体育連盟（水泳専門部） 　　　　　〃 ¥30,914 ¥1,330,859

2011/9/29 埼玉県体育協会（第５回） 日本赤十字社 ¥1,330,859 ¥0

★第６回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2011/9/26 本会スポーツ科学委員会
（顧問医・トレーナー合同研修会出席者）

埼玉県体育協会 ¥6,180 ¥6,180

2011/10/13 伊奈町体育協会 　　　　　〃 ¥29,787 ¥35,967

2011/10/14 埼玉県中学校体育連盟（バスケットボール専門部） 　　　　　〃 ¥63,379 ¥99,346

2011/10/14 埼玉県中学校体育連盟（ソフトボール専門部） 　　　　　〃 ¥19,386 ¥118,732

2011/10/18 埼玉県立武道館（9月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,765 ¥122,497

2011/10/18 加須市体育協会 　　　　　〃 ¥275,270 ¥397,767

2011/10/24 埼玉県クレー射撃協会 　　　　　〃 ¥45,547 ¥443,314

2011/10/28 三郷市体育協会 　　　　　〃 ¥10,000 ¥453,314

2011/10/29 埼玉県体操協会 　　　　　〃 ¥6,600 ¥459,914

2011/11/1 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者　他） 　　　　　〃 ¥966 ¥460,880

2011/11/7 埼玉県立武道館（10月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,457 ¥464,337

2011/11/10 埼玉県水泳連盟 　　　　　〃 ¥23,728 ¥488,065

2011/11/10 埼玉県なぎなた連盟 　　　　　〃 ¥12,000 ¥500,065

2011/12/2 埼玉県立武道館（11月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,971 ¥504,036

2011/12/20 埼玉県体育協会（競技団体親睦ゴルフ大会参加者チャリティー） 　　　　　〃 ¥121,440 ¥625,476

2011/12/22 埼玉県ボウリング連盟 　　　　　〃 ¥26,177 ¥651,653

2011/12/26 埼玉県ゴルフ協会 　　　　　〃 ¥1,048,034 ¥1,699,687

2011/12/27 埼玉県中学校体育連盟（卓球専門部） 　　　　　〃 ¥107,801 ¥1,807,488

2012/1/4 埼玉県体育協会（第６回） 日本赤十字社 ¥1,807,488 ¥0
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（敬称略）

平成27年3月31日現在

東日本大震災に対する募金活動の状況

★第７回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2012/1/4 埼玉県立武道館（12月武道館利用者 他） 埼玉県体育協会 ¥5,570 ¥5,570

2012/1/4 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者　他） 　　　　　〃 ¥1,424 ¥6,994

2012/1/6 埼玉県中学校体育連盟（比企地区中学校体育連盟） 　　　　　〃 ¥25,782 ¥32,776

2012/1/18 狭山市体育協会 　　　　　〃 ¥6,000 ¥38,776

2012/1/24 埼玉県ソフトテニス連盟 　　　　　〃 ¥66,259 ¥105,035

2012/1/30 財団法人熊谷市体育協会 　　　　　〃 ¥56,918 ¥161,953

2012/2/3 埼玉県立武道館（1月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,654 ¥166,607

2012/2/16 八潮市体育協会 　　　　　〃 ¥42,609 ¥209,216

2012/3/12 埼玉県立武道館（2月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,505 ¥212,721

2012/3/16 三芳町体育協会 　　　　　〃 ¥228,531 ¥441,252

2012/3/19 加須市体育協会 　　　　　〃 ¥12,601 ¥453,853

2012/3/26 三芳町体育協会 　　　　　〃 ¥5,000 ¥458,853

2012/3/26 財団法人さいたま市体育協会 　　　　　〃 ¥978,215 ¥1,437,068

2012/3/30 一般財団法人埼玉陸上競技協会 　　　　　〃 ¥164,872 ¥1,601,940

2012/3/30 埼玉県体育協会（第７回） 日本赤十字社 ¥1,601,940 ¥0

★第８回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2012/4/2 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者　他） 埼玉県体育協会 ¥1,506 ¥1,506

2012/4/2 埼玉県立武道館（3月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥5,292 ¥6,798

2012/5/9 埼玉県立武道館（4月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥5,907 ¥12,705

2012/5/9 埼玉県アイスホッケー連盟 　　　　　〃 ¥33,240 ¥45,945

2012/5/15 埼玉県テニス協会 　　　　　〃 ¥100,000 ¥165,417

2012/6/12 埼玉県立武道館（5月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥19,472 ¥65,417

2012/7/10 埼玉県立武道館（6月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,326 ¥169,743

2012/8/1 埼玉県立武道館（7月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,124 ¥172,867

2012/9/13 埼玉県立武道館（8月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,143 ¥176,010

2012/10/17 埼玉県立武道館（9月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,231 ¥180,241

2012/10/17 埼玉県中学校体育連盟（体操競技専門部） 　　　　　〃 ¥7,000 ¥187,241

2012/11/6 埼玉県立武道館（10月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,381 ¥191,622

2012/11/7 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者　他） 　　　　　〃 ¥1,534 ¥193,156

2012/11/9 埼玉県体育協会（第８回） 日本赤十字社 ¥193,156 ¥0
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（敬称略）

平成27年3月31日現在

東日本大震災に対する募金活動の状況

★第９回（内訳）

日付 寄付者・団体等 寄付（取扱い）先 募金額 累計

2012/12/7 埼玉県体育協会（競技団体親睦ゴルフ大会参加者チャリティー） 埼玉県体育協会 ¥53,990 ¥53,990

2012/12/7 埼玉県立武道館（11月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,305 ¥58,295

2013/1/4 埼玉県立武道館（12月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,360 ¥61,655

2013/1/4 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者 他） 　　　　　〃 ¥16,864 ¥78,519

2013/1/21 埼玉県中学校体育連盟（バドミントン専門部） 　　　　　〃 ¥2,248 ¥80,767

2013/2/15 埼玉県立武道館（1月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,172 ¥84,939

2013/3/19 埼玉県立武道館（2月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥5,439 ¥90,378

2013/4/9 埼玉県立武道館（3月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,231 ¥93,609

2013/5/24 埼玉県立武道館（4月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥5,480 ¥99,089

2013/5/24 埼玉県立武道館（スポーツフェア） 　　　　　〃 ¥32,318 ¥131,407

2013/6/11 埼玉県体育協会（スポーツ総合センター利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,436 ¥133,843

2013/6/11 埼玉県立武道館（5月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,171 ¥137,014

2013/7/19 埼玉県立武道館（6月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,807 ¥140,821

2013/8/9 埼玉県立武道館（7月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,846 ¥145,667

2013/9/6 埼玉県立武道館（8月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,078 ¥149,745

2013/10/21 埼玉県立武道館（9月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥5,391 ¥155,136

2013/11/8 埼玉県立武道館（10月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,597 ¥157,733

2013/12/3 埼玉県体育協会（競技団体親睦ゴルフ大会参加者チャリティー） 　　　　　〃 ¥32,860 ¥190,593

2013/12/12 埼玉県立武道館（11月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,322 ¥193,915

2013/12/12 埼玉県中学校体育連盟（ソフトボール専門部） 　　　　　〃 ¥3,448 ¥197,363

2014/1/9 埼玉県立武道館（12月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,068 ¥199,431

2014/2/7 埼玉県立武道館（1月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥4,571 ¥204,002

2014/3/13 埼玉県立武道館（2月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥1,474 ¥205,476

2014/3/13 埼玉県中学校体育連盟（バドミントン専門部） 　　　　　〃 ¥2,134 ¥207,610

2014/4/21 埼玉県立武道館（3月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,892 ¥210,502

2014/5/14 埼玉県立武道館（4月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,000 ¥213,502

2014/6/13 埼玉県立武道館（スポーツフェア） 　　　　　〃 ¥12,000 ¥225,502

2014/6/13 埼玉県立武道館（5月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥1,906 ¥227,408

2014/7/4 埼玉県立武道館（6月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,794 ¥230,202

2014/8/8 埼玉県立武道館（7月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,601 ¥232,803

2014/8/29 埼玉県中学校体育連盟（バレーボール専門部） 　　　　　〃 ¥207,931 ¥440,734

2014/9/4 埼玉県立武道館（8月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,061 ¥443,795

2014/10/10 埼玉県中学校体育連盟（ソフトボール専門部） 　　　　　〃 ¥30,088 ¥473,883

2014/10/10 埼玉県立武道館（9月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥5,332 ¥479,215

2014/11/13 埼玉県立武道館（10月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥3,326 ¥482,541

2014/12/4 埼玉県立武道館（11月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,262 ¥484,803

2014/12/9 埼玉県体育協会（競技団体親睦ゴルフ大会参加者チャリティー） 　　　　　〃 ¥47,080 ¥531,883

2015/1/5 埼玉県中学校体育連盟（バドミントン専門部） 　　　　　〃 ¥1,998 ¥533,881

2015/1/5 埼玉県立武道館（12月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,448 ¥536,329

2015/2/3 埼玉県立武道館（1月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥2,312 ¥538,641

2015/3/4 埼玉県中学校体育連盟（バレーボール専門部） 　　　　　〃 ¥33,457 ¥572,098

2015/3/4 埼玉県立武道館（2月武道館利用者 他） 　　　　　〃 ¥1,254 ¥573,352

2015/3/31 埼玉県体育協会 　　　　　〃 ¥106 ¥573,458

2015/3/31 埼玉県体育協会（第９回） 日本赤十字社 ¥573,458 ¥0


