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令和２年度（公財）栃木県スポーツ協会スポーツ顕彰授与式
令和 3年 2月 17日（水）栃木県公館において、令和 2年度（公財）栃木県スポーツ協会スポーツ顕彰授与式が行われ、
各賞受賞の代表者に対し、（公財）栃木県スポーツ協会会長　福田富一知事から賞状が手渡されました。
この顕彰は、本県体育スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著な方又はスポーツで優秀な成績をおさめた方に対し、
スポーツ功労賞、スポーツ優良団体賞、スポーツ優秀選手賞を贈るものです。
また、国民体育大会冬季大会で優秀な成績を収めた監督、選手等に感謝状が贈られました。
各賞の受賞者は、次のとおりです。

スポーツ功労賞（加盟団体順）
氏名及び推薦団体 主　な　役　職 主　　な　　功　　績　　等

綱川　稀一　様
� 宇都宮市スポーツ協会

元宇都宮市体育協会評議員、理事

長年にわたり各種自転車競技大会の競技審判員と
して活躍する傍ら、宇都宮競輪場で行われる少年を
対象としたサイクルバッチや高校生を対象としたピ
スト競技、国体予選会などに判定員として活動され
るなど、青少年の健全育成に尽力されました。

加持　一男　様
� 足利市体育協会

足利市体育協会理事

選手時代の輝かしい経歴とともに、大学卓球チー
ムや国体栃木県チームでの監督経験の中で培った指
導力、組織運営能力等を遺憾なく発揮し、栃木県及
び足利市における卓球競技の普及とともに競技力向
上のための選手強化に中心的役割を果たしてきまし
た。

中島　正躬　様
� 栃木市スポーツ協会

栃木県野球連盟理事
栃木市太極拳協会理事

長年にわたり野球関連団体（栃木県野球連盟・栃
木市軟式野球連盟・栃木県高校野球連盟・栃木県中
学校体育連盟）と連携しながら、大会等の運営など
栃木市野球の普及発展に尽力されてきました。また、
太極拳C級指導員として後進の指導、太極拳の普及
発展にも尽力されています。

天満屋　正三　様
� 真岡市スポーツ協会

真岡市スポーツ協会サッカー専門部長

長年にわたりサッカーを通じて真岡市や芳賀郡内
の青少年、社会人に技術指導を行うだけでなく、社
会生活における規律や健全な精神を育てる指導を重
視した人間育成に尽力されてきました。

阿部　泰紀　様
�栃木県バスケットボール協会

前栃木県バスケットボール協会会長

ミニバスケットボール、中学校、高等学校のバス
ケットボール指導者として、長年にわたり青少年の
健全育成、競技力向上に寄与されてきました。また、
長きにわたり協会役員として、当協会並びに栃木県
バスケットボール界の発展普及に尽力されてきまし
た。

瓦井　忠之　様
� 栃木県弓道連盟

元栃木県弓道連盟理事長

中学校教員として長きにわたり上都賀郡の各中学
校弓道部の顧問を歴任し、その間優秀校・優秀選手
を育成しながら、県内高校の全国大会や国体選手と
して活躍する選手を輩出させました。また、関東教
職員弓道連盟理事となり、関東中学生弓道大会を創
設し、現在の関東大会・全国大会の開催に貢献しま
した。

関　惟夫　様
�栃木県グラウンド･ゴルフ協会

元栃木県グラウンド・ゴルフ協会副会長

3町合併を機に、発起人となり下野市グラウンド・
ゴルフ協会を設立し会長職を長きにわたり務めるな
ど、地域スポーツ振興に多大な功績を残しました。
その間県内各地に出向き、ルール・マナー等を指導
しながら多くの指導者を育成するとともに、グラウ
ンド・ゴルフの普及活動にも積極的に貢献しました。
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団 体 名 及 び 推 薦 団 体 主　　　　な　　　　活　　　　動　　　　内　　　　容

宇都宮市ライフル射撃協会
� 宇都宮市スポーツ協会

鉄砲スポーツ愛好者の射撃技術の向上、射撃の普及、国体への出場を目的として設立さ
れました。年齢を問わず楽しめるスポーツとして、また精神修業の修得にも繋がる生涯ス
ポーツとして、市民の健康増進、青少年の健全育成にも寄与しています。

下野市婦人バレーボール協会�
下野市体育協会

バレーボールを普及振興し、スポーツ精神を養い下野市在住者である会員の健康と体力
の向上、加盟団体の相互の融和・親睦を図ることを目的として設立されました。当初は市
内団体の親睦を目的に開催されていたが、平成 25年からは他市町との交流を目的に親善
大会を開催するようになりました。

元気の出るスポーツクラブのぎ
� 野木町体育協会

日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ各自の健康・体力の維持増進と会員相互の親
睦を図り、地域社会のコミュニティづくりと健康で明るく豊かな生活の実現に資すること
を目的として設立されました。特に、ジュニア育成に力を注ぎ、子供たちが多種競技に参
加できる環境づくりを目指しています。

競 技 名 氏     名 主 な 成 績 所  属
スケート 小川　拓朗 様 全日本選抜スピードスケート競技会　男子10000m　優勝 （公財）栃木県スポーツ協会

水　　泳 榎本　遼香 様 第96回日本選手権水泳競技大会　飛込競技　優勝 筑波大学大学院

水　　泳 萩野　公介 様 第96回日本選手権水泳競技大会　個人メドレー　優勝 ブリヂストン

水　　泳 清水　咲子 様 第96回日本選手権水泳競技大会　個人メドレー　優勝 ミキハウス

◆スポーツ優良団体賞

スポーツ優良団体賞を受賞された方々
（写真左から、宇都宮ライフル射撃協会理事長�佐藤陽介�様、下野市婦人バレーボール協会会長�大橋幸恵�様、福田知事、

荒川教育長、元気の出るスポーツクラブのぎ会長�針谷良七�様）

スポーツ優秀選手賞（国際大会に出場又は全日本選手権で優勝した方々に贈られました。）

スポーツ功労賞を受賞された方々
（写真左から、綱川�稀一�様、加持�一男�様、福田知事、荒川教育長、天満屋�正三�様、関�惟夫�様）
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◆国民体育大会優秀団体・監督・選手感謝状

スポーツ優秀選手賞を受賞された方々
（写真左から、小川�拓朗�様、山村�侑生�様、細川�映里香�様、福田知事、荒川教育長、広田�龍馬�様、広田�大和�様、佐々木�寿代�様）

国民体育大会優秀監督・選手感謝状を受賞された方々
（写真左から、野尻�大海�様、福田知事、荒川教育長、辻�直行�様）

第 75回及び第 76回国民体育大会冬季大会で入賞した 3競技の監督、選手等 14名の方々に感謝状が贈られました。
式当日は、14名を代表して 2名の方に出席していただき、監督、選手の受賞代表者に対し（公財）栃木県スポーツ協会会
長　福田富一知事から賞状が手渡されるとともに、｢監督、選手の活躍がスポーツの振興のみならず、多くの県民に夢や希望
を与えてくれた。｣ と挨拶をいただきました。今後とも皆さんのご活躍を期待しています。

ウエイト
リフティング 山村　侑生 様 第34回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 59kg級 優勝 （公財）栃木県スポーツ協会

馬　術 細川映里香 様 第72回全日本馬場馬術大会2020PartⅠ 第11-2競技 優勝 地方競馬教養センター

馬　術 広田　龍馬 様 第72回全日本障害馬術大会2020PartⅡ ダービー競技 優勝 那須トレーニングファーム

馬　術 広田　大和 様 第72回全日本障害馬術大会2020PartⅡ 中障害飛越競技 優勝 那須トレーニングファーム

銃剣道 佐々木寿代 様 第19回全日本短剣道大会　女子個人戦個人　優勝 自衛隊栃木地方協力本部
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第76回国民体育大会冬季大会栃木県選手団成績概況

総合成績� （　　）は昨年

競技得点 参加点 合計得点 総合順位

天皇杯 42 点 20 点 62 点 19 位
（61 点） （30 点） （91 点） （19 位）

皇后杯 12 点 10 点 22 点 18 位
（0 点） （20 点） （20 点） （28 位）

各競技会成績� （　　）は昨年

競技会 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 参加点
総合成績

天皇杯 順位 皇后杯 順位

スケート 27点 12点 3点 0点 10点 52点 17位 22点 18位
（14点） （0点） （0点） （0点） （10点）（24点）（23位）（10点）（25位）

アイスホッケー 0点 － 0点 － 10点 10点 12位 － －
（30点） （10点） （10点）（50点） （4位）

スキー
（中止）

－点 －点 －点 －点 －点 －点 －点 －点 －点
（0点） （0点） （7点） （0点） （10点）（17点）（15位）（10点）（18位）

５カ年競技成績比較
競　　技　　会 第 72 回大会 第 73 回大会 第 74 回大会 第 75 回大会 第 76 回大会
スケート 19点 10点 10点 24点 52 点

アイスホッケー 55点 45点 65点 50点 10 点
スキー 15点 10点 14点 17点 -

天皇杯得点・順位 89点 18位 65点 20位 89点 19位 91点 19位 62 点 19位
皇后杯得点・順位 20点 26位 20点 25位 20点 28位 20点 30位 22 点 18位

大会日程
競　　技　　会 会　　　　　　　　期 日　　数 会　　　　　場

スケート（スピード） 令和 3年 1月28日（木）～ 1月31日（日） 4日間 岐阜県恵那市
スケート（ショートトラック） 令和 3年 1月30日（土）～ 1月31日（日） 2日間 愛知県名古屋市

スケート（フィギュア） 令和 3年 1月27日（水）～ 1月30日（土） 4日間 愛知県名古屋市
アイスホッケー 令和 3年 1月27日（水）～ 1月31日（日） 5日間 愛知県豊橋市・長久手市

スキー 中止

入賞者一覧
競技会 種　　　　目 種　別 氏　　　名 順　位 競技得点

スケート スピードスケート 成年男子 川目拓磨 3 位 6 点
スケート スピードスケート 成年男子 襲田・川目・渡邉・宇賀神 2 位 7 点
スケート スピードスケート 少年男子 湯澤大翔 6 位 3 点
スケート スピードスケート 成年女子 北原もえ 4 位 5 点
スケート スピードスケート 成年女子 北原もえ 6 位 3 点
スケート ショートトラック 成年男子 河合健朗 2 位 7 点
スケート ショートトラック 成年男子 齋藤慧 2 位 7 点
スケート ショートトラック 成年女子 山浦美和子 5 位 4 点
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冬季大会総括

【スピードスケート】
　スピード競技では、川目拓磨選手が成年男子500mにおいて３位入賞を果たし、２大会連続で表彰台に立った。成年男子2000mR
は、川目拓磨選手をアンカーにベテランの襲田衡俊選手、大学生の渡邉拓選手、宇賀神怜眞選手の布陣で臨み、予選を１位で突破し、
A決勝進出。A決勝では、持ち前のチームワークを活かし快走。見事、県勢初の２位入賞に輝いた。少年男子1000mにおいては、湯澤
大翔選手が高校１年生ながら、国体初出場で堂々の６位入賞。成年女子の北原もえ選手は、1500mで４位、3000mで６位と２種目で
入賞を果たした。

【フィギュア】
　フィギュア競技では、成年女子が予選会を突破し、本戦出場を果たし、本大会で小室笑凜選手がフリースケーティングに進出。入賞
には至らなかったものの、着実に力をつけており、今後の更なる成長を期待したい。

【ショートトラック】
　ショートトラック競技では、今シーズン好調の河合健朗選手が成年男子1000mにおいて２位入賞。２大会連続で表彰台に立った。
成年男子500mにおいても、齋藤慧選手が全日本強化選手の力を見せ、２位入賞に輝いた。また、成年女子500mは、山浦美和子選
手が５位となり、ショートトラック競技の女子で県勢初の入賞者となった。今後は、リレー種目を含め、上位入賞が期待できる。

【アイスホッケー】
　アイスホッケー競技では、前回３位入賞を果たした成年男子（栃木県選抜）が、初戦の２回戦で大阪府と対戦。リードを許して迎えた
最終ピリオドでは、一時は１点差まで迫ったが、終盤に突き放され４－６で惜敗。少年男子（日光明峰高校）は、前回大会４位の神奈川県
と１回戦で対戦。２度リードするものの、最終ピリオド終盤で追い付かれペナルティーショット戦の末に２－３で初戦敗退。２種別ともに、
入賞を果たせなかったが、来年度の栃木国体での巻き返しに期待したい。

■スケート・アイスホッケー競技会

指定証授与式 指定証授与式選手宣誓 スピードスケート　川目拓磨選手（右）

スピードスケート　2000mR スピードスケート　北原もえ選手 スピードスケート　湯澤大翔選手

ショートトラック　河合健朗選手 ショートトラック　齋藤慧選手 ショートトラック　山浦美和子選手

アイスホッケー競技会（少年男子） アイスホッケー競技会（成年男子）
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今市青少年スポーツセンターからのお知らせ

スポーツ教室ガイド2021
～スポーツ教室参加募集～

緑に囲まれたスポーツセンターで、爽やかな汗を流しませんか？
初めての方でも気軽に参加できますので、たくさんの参加をお待ちしております。

●ピラティス
期　間　　春　5/6 ～ 7/8（10回）毎週木曜日
　　　　　秋　9/2 ～ 11/4�（10回）毎週木曜日＊9/22・11/3を除く。
時　間　　19：30～ 20：30
場　所　　体育館
その他　　ヨガマットまたはバスタオル・飲み物

●ズンバ（春）・美温活（秋）
期　間　　春　5/12 ～ 7/7（9回）　毎週木曜日
　　　　　秋　9/1 ～ 11/10（9回）　毎週水曜日
時　間　　10：30～ 11：30
場　所　　体育館
その他　　ヨガマットまたはバスタオル・飲み物

教室参加料
ピラティス：春（10回）3,000円�／�ピラティス：秋（10回）3,000円
ズ　ン　バ：春（９回）2,700円�
美　温　活：秋（９回）2,700円
＊新型コロナウイルス感染拡大防止対策により開催出来ない場合もあります。

お問合せ先 （公財）栃木県スポーツ協会　今市青少年スポーツセンター
TEL:0288-26-1155（9：00～17：00）

≪受付開始≫
春季４／ 1～
秋季８／１～
電話または来所

 
 

 

 

 

 

栃木県柔道整復師会の接骨院・整骨院は 

骨・関節・筋肉などスポーツ外傷やケガの 

痛みに対してあらゆる対応が可能です。 
 
 
 

当会推薦の接骨院・整骨院はこちらから 
(公社)栃木県柔道整復師会 
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お問合せ先
（公財）栃木県スポーツ協会　栃木県体育館

〒 320-0057 宇都宮市中戸祭 1-6-3
TEL　028-622-4201　　プール館　028-622-4204
FAX　028-622-4203　　　　　　　　　　　　　　

栃 木 県 体 育 館 ス ポ ー ツ 教 室

令和 2（2020）年度のスポーツ教室は、新型コロナウイルスの影響により、中止になることもありましたが、講師の
方々の丁寧なご指導と参加者の皆様のご協力をいただき、限られた回数の中で開催することができました。
今年度のスポーツ教室をもちまして、県体育館での開催は最後となります。今までには「毎回楽しんでいます」「とて
も丁寧で無理なくできる」などのご意見をたくさんいただきました。
これまでたくさんのご参加いただき誠にありがとうございました。

2021 年 3月をもちまして、50年以上の歴史が刻まれた栃木県体育館（本館、別館、プール館）が閉館となります。
長年に渡り、たくさんのご利用ありがとうございました。
なお、2021 年 4月以降、弓道場と武道館の大・小会議室につきましては、これまでと同様にご利用いただけます。
ご予約またはご不明な点等ございましたら、お気軽に下記の電話番号までお問い合わせください。

太極拳

呼吸を感じる、ゆったりピラティス

ＺＵＭＢＡ（ズンバ）

健康ヨガ

バレトン

健康楽のりストレッチ

令和 2（2020）年度実施報告

お知らせ

【お問合せ先】　（公財）栃木県スポーツ協会　栃木県体育館　TEL 028-622-4201　FAX 028-622-4203
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菊池　麻美（きくち　まみ）
� 競技種目【ハンドボール】
今年度よりスポーツ専門員として活動しています、ハンドボール競技の菊地麻美
です。ポジションはゴールキーパーです。
私は、高校生の時からハンドボールを始めました。始めた頃は、同級生や他校の
どこを見ても中学校から経験している選手ばかりで、今思えばたくさんの挫折を経
験しました。しかし、ゴールキーパーならではの「シュートを止めることができた」
時の嬉しさが残り、気づけば大学、実業団と競技を続けることができました。
ハンドボールという競技は、ゴールキーパーを含めた 7人がコートに立ちシュー

トを決めて点数を取り合うスポーツです。ハンドボールを表す表現として、「サッカーとバスケットボールを
混ぜたようなスポーツ」と言われております。特徴として、人との接触が非常に激しい競技であり、シュート
する時も相手に押されながら打つことも多く、ゴールキーパーは約 4mの距離から約 100km程度のスピード
シュートを受けることもあります。危険なスポーツとも言えるかもしれませんが、激しい闘いの中で勝利を勝
ち取った喜びは何とも言えません。ぜひ一度ご覧になってください。
スポーツ専門員として 2022 年に開催されるとちぎ国体に向け、これまでの経験を活かし、さらには技術面
やフィジカル面での強化を図ることで栃木県代表として良い結果が残せるよう、皆様に恩返しができるよう頑
張りたいと思います。

貝原　涼太（かいはら　りょうた）
� 競技種目【自転車競技】
今年度より、栃木県スポーツ協会のスポーツ専門員となりました貝原涼太と申し
ます。自転車競技のトラック競技を専門に活動しております。
自転車競技はロード部門とトラック部門に分かれており、ロードレースは約
100kmの距離を走る途中での駆け引きなどが見どころの競技といえます。トラック
部門は競輪、スプリント、スクラッチ、ポイントレース、1kmタイムトライアル、
そして団体種目であるチームスプリント、4kmチームパシュートの種目があり、私
はポイントレースとスクラッチを得意としています。ポイントレースは 5周を回る

ごとに 1位 5点、2位 3点、3位 2点、4位 1点の点数がつけられ、合計 12回の着順でのポイント数で勝敗
が決まります。スクラッチはロードレースに似ており、最後の着順で順位が決まるレースです。トラック競技
はスピード感がありチーム競技もあるので、とても見どころ満載です。トラック競技とロードレースでは自転
車が別物なので、そこのところもぜひ会場でご覧になってください。
スポーツ専門員として競技活動をすることで、トラック競技に費やす時間が増え自分の短所を知ることがで
きました。パワー不足を補うため、スポーツ医科学センターにおいて週 2回のペースでウエイトトレーニング
をやらせていただいております。栃木県代表としてチームに貢献し、より良い結果が報告できるよう頑張って
参りますので、応援よろしくお願いいたします。

スポーツ専門員の紹介（第３回）
（公財）栃木県スポーツ協会では、第 77回国民体育大会（とちぎ国体）での天皇杯・皇后杯獲得を目指し、
優れた競技技術・経験を有するものを「スポーツ専門員」として採用しました。本誌では、本県競技力の一層
の向上を図るため、国民体育大会の正式競技に取り組んでいる選手として、とちぎ国体において上位入賞が期
待できる者を、前回号に引き続きご紹介します。
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吉田　雅己（よしだ　まさき）
� 競技種目【卓球】
昨年度から、栃木県スポーツ専門員として活動させていただいている卓球競技の

吉田雅己です。2022 年に開催されるとちぎ国体で優勝できるよう日々精進してお

ります。

卓球競技は団体戦で行われ、5点シングルスのうち 3点先取した方の勝利となり

ます。私は 2点プレーすることができるので、個人としては必ず 2点先取し、団体

戦では私を含めた 3選手が一致団結することで勝利できるよう心がけています。

現在は卓球のプロリーグである Tリーグでの試合が主な活動であり、今年 1月に開催された全日本選手権で

は昨年に引き続きシングルスで 3位入賞することができました。また昨年度はコロナの影響で国際大会があり

ませんでしたが、本年度は国際大会も少しずつ開催されると思うので、日本国内だけでなく世界でも活躍でき

るよう頑張っていきます。

スポーツ専門員として、栃木県の卓球選手のレベル向上のため若い選手との交流を深めていきながら、栃木

県から世界で活躍できる選手を輩出できるようしっかりと取り組んでいきたいと思います。そしてこれからも

栃木県スポーツ専門員としての自覚を持って行動し、日々精進して参ります。とちぎ国体での目標に向けて、

県民の皆様の協力なしでは達成することは難しいと思いますので、今後ともご支援の程よろしくお願いいたし

ます。

竹中　美帆（たけなか　みほ）
� 競技種目【剣道】
剣道競技を専門にしている竹中美帆です。今年一年間、栃木県スポーツ専門員と

して国体強化などに参加させていただきました。

とちぎ国体に向けて、アドバイザリーコーチの先生による指導や他県との練習試

合、毎週実施する国体強化練習などの取り組みを行っております。アドバイザリー

コーチの先生による指導は、国体での試合に直結する指導であり、先生による国体

強化の回を重ねるごとにより実践的な稽古ができるようになってきております。ま

た、新型コロナウイルスの影響でなかなか他県との練習試合が行えない中、2021 年に国体を控えている三重

県との練習試合を数多く行うことができました。国体を間近に控えてチーム全体に緊張感のある三重県の国体

チームと試合ができたことで、戦術やチームの雰囲気などたくさん学ぶことができました。

いよいよとちぎ国体まであと一年少しとなってきました。来年度は遠征や練習量が増々多くなってくると思

いますが、すべてはとちぎ国体での優勝のために積み上げていきたい覚悟です。手始めに、今年の三重国体で

の上位入賞を目指したいと思います。そのためには、栃木県での予選で先鋒枠を勝ち取り、6月の関東ブロッ

ク大会で三重国体への切符を手にできるよう頑張っていきたいと思います。
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田原　瞭太（たはら　りょうた）
� 競技種目【カヌー（スプリント）】
今年度より、栃木県スポーツ協会スポーツ専門員として活動させていただいてお

りますカヌースプリント・カヤック競技の田原瞭太です。

カヌースプリントにはカヤック部門とカナディアン部門があります。それぞれ

の部門で 200m、500m、1000m の距離があり、1人乗りから 4人乗りの艇に

乗りこんで一斉に複数の艇がスタートし着順を競います。そのほかにもリレーや

5000m、長距離などもありますが、国体では 1人乗りのみで 200mと 500mの距

離で競います。最短距離の 200mは約 30～ 40秒のレースとして、スタートダッシュから大きな水しぶきを

上げ全力疾走する様子から水上の F1といわれるほどの圧倒的なスピード感が魅力です。500mは約 1分 40

～ 50秒のレースとして、ライバルと競り合いながらゴール手前での逆転もあり得るハラハラしたレース展開

が見どころです。

現在私は、体力のベースの底上げやスタートダッシュから頭一つ前に出るための技術を磨いております。ス

プリント競技は 0.01 秒の勝負ですので、私自身紙一重の差で悔しい思いをしてきたからこそ、どんな状況でも

全力で漕ぐという強い気持ちをもって日々トレーニングに励んでおります。2022 年のとちぎ国体では、日ご

ろからサポートしてくださる県民の皆様に良い結果をお伝えできるようこれからも精進して参りますので、応

援のほどよろしくお願いいたします。

森山　和佳奈（もりやま　わかな）
� 競技種目【カヌー（スプリント）】
今年度から、栃木県スポーツ協会のスポーツ専門員となりました森山和佳奈と申

します。私は、カヌースプリント競技のカヤックを専門に取り組んでおります。

カヌースプリントは川や湖、潟などの水面を前向きに進む競技で、左右両方に水

かきが付いたパドルを座って漕ぐカヤックと、片方だけに水かきが付いたパドルを

片膝立ちで漕ぐカナディアンの 2種目に分かれています。レースでは、200m、

500m、1000mの距離をそれぞれ複数の艇が一斉にスタートし着順を競い合いま

す。自然の中で行うスポーツだけに、風や波、水質などにパフォーマンスが左右されやすい特性を持つことから、

体力や筋力だけでなくしっかりとした体幹やパドリング技術を必要とするとても奥深い競技です。

私の強みは、レース後半の粘り強さがあることです。しかしながら、200mのレースではスタートで出遅れ

てしまうことが多く、後半の粘りが生かし切れないことがあります。そのため、レース前半からしっかりと漕

げるよう、スタートダッシュの精度を上げていくことや体力面の強化、効率良い漕ぎ方へのフォーム修正を課

題として取り組んでおります。

とちぎ国体での優勝を目標に、栃木県のカヌー競技を盛り上げていけるよう、より一層精進して参ります。
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齋藤　康祐（さいとう　こうすけ）
� 競技種目【カヌー（スラローム）】
栃木県スポーツ専門員として、カヌースラローム競技を専門にしている齋藤康祐

です。

はじめに、カヌースラローム競技についてよく分からない方も多いと思いますの

で、簡単に説明させていただきます。この競技は、急流に設置された 15～ 25個の

ゲートを指示通りに通過してゴールまでのタイムを競う競技です。ゲートは上流か

ら下流に通るものだけでなく、流れに逆らって下流から上流へ通過するものもあり

ます。一般的に急流は危険な場所として認識されていますが、急流の中を不安定なボートに乗って躍動する姿

は他の競技では味わえない新鮮さがあります。スピード感、迫力、0.1 秒のタイムを争う緊張感は、野球やサッ

カーにも決して負けていないと思っています。

日本国内ではレース自体が少なく、一般の方が観る機会はほとんど無いかと思いますが、国民体育大会では

毎年たくさんの地元の方々に応援に来てもらっています。初めて国体に出場したときなどは、その歓声の数に

驚かされました。人気のあるスポーツではないので、カヌーを初めて観る人に来ていただけるととても嬉しく

思います。そのような中でのレースでは、自然と力が湧いて楽しくパフォーマンスをすることができるので、

毎年楽しみになっています。

私自身まだまだ未熟で、初めて観る方々にどれだけの衝撃や感動を与えることができるか分かりませんが、ス

ポーツ専門員として競技の魅力を少しでもお伝えできるよう精進して参りますので、応援よろしくお願いします。

疋田　かんな（ひきた　かんな）
� 競技種目【なぎなた競技】
今年度、スポーツ専門員 2年目になります疋田かんなと申します。専門はなぎな

た競技です。

なぎなたは演技競技と試合競技があり、演技競技は 2人一組で決められた形を行

い、その技の優劣を競います。試合競技は 2人の試合者が定められた部位を確実に

早く打突することで、勝敗が決まります。演技競技でも試合競技でも、コートの大

きさは 12m× 12mの正方形の中で競技が行われますが、その限られたコートの中

で 2m10cm～ 2m25cmの長さのなぎなたを自在に操り出すところがなぎなた競技の魅力といえます。国体

では 3人一組の団体戦で行われますが、3人の勝数の合計で勝敗が決まります。試合をするのは一人ひとりで

すが、チームワークも大切な競技でもあります。

現在私は高校を拠点として日々稽古を行っておりますが、なぎなたの競技力発展のために、中高生を中心に

指導をさせていただいております。今年度はコロナ渦の影響で大会もすべて中止となってしまいましたが、メ

ンタル面や基礎体力トレーニング、栄養講習など、競技以外にも目を向け取り組むことができました。とちぎ

国体での目標は、演技競技、試合競技で入賞することです。結果だけにとらわれず、少年成年ともにチーム一

丸となって臨み、栃木県の皆様に元気を与えられるような試合をしたいと思います。今後とも頑張って参りま

すので、応援のほどよろしくお願いいたします。
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石原　悠希（いしはら　ゆうき）
� 競技種目【自転車競技】
今年度から栃木県スポーツ協会スポーツ専門員として活動している、自転車競技

の石原悠希です。

国体で行われる自転車競技にはトラックレースとロードレースの 2種類があり、

トラックレースでは競輪などが行われる競技場を周回して様々な種類の競技が行わ

れます。とちぎ国体では、1周 500mの宇都宮競輪場で大会が開催されます。一方

のロードレースは、起伏に富んだ長い周回コースを利用して、100km超の、時には

200km近い距離で順位を争います。とちぎ国体では、全日本選手権が開催されたこともある那須町の周回コー

スを使って競技が行われる予定です。

自転車競技の魅力は、自らの脚の力で時には自動車並みの速度が出せるスピード感と、脚の力の使いどころ

などを見極める頭脳が必要なところです。脚の力だけではレースには勝てないのが、自転車競技の面白いとこ

ろといえます。私の強みは、後半でも積極的な走りができる持久力と最終盤でも最大パワーを発揮することが

できる瞬発力です。しかしながら、これまでは上手く戦略を立てることができず、一瞬の判断の迷いから勝利

を逃すことが多々ありました。最近では、この課題を克服するために過去のレース映像を見直すなど、自分が

勝つための最善の策が練れるような工夫を心がけています。

2022 年のとちぎ国体では、栃木県代表としての自覚をもって県民皆様の期待に応えられるよう精一杯頑張

りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。

( ) 12 005
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令和２年度 賛助会員加入ありがとうございました

会　費〈年会費〉

広告掲載募集

あなたも（公財）栃木県スポーツ協会の賛助会員になりませんか。
（公財）栃木県スポーツ協会は「県民ひとり1スポーツ」の定着を図り、「みんなでスポーツ明
るい郷土」の実現に向けて下記をはじめとする各種事業を実施しています。

□県民総スポーツの推進　　　　□競技力向上の推進　　　□スポーツ少年団の育成
　・県民スポーツ大会の開催　　　・選手育成強化　　　　　・指導者、リーダー等の育成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・競技別交流大会の開催
� 賛助会の会費は、これらの事業に活用されています。

法人・団体会員を対象に、この「とちぎスポ協だより」又は「スポ協ホームページ
（http://www.tochigi-sports.jp/）」に広告を掲載することができます。
くわしくは、当協会までご連絡ください。
　○広告募集期間　当該年度の4月～ 5月末日まで
　○広告掲載期間　当該年度の6月から次年度の5月末日まで

　個人会員　　　１口　  5,000円から

法人・団体会員　１口　10,000円から
【お問合せ先】
(公財)栃木県スポーツ協会  TEL 028－680－7771

賛助会員名簿　令和 3年 1月 4日～令和 3年 3月 31日までにご賛同いただいた方です。（敬称略）
　　　　　　　加盟団体関係　　栃木県剣道連盟
　令和２年４月１日～令和３年３月３１日までにご賛同いただきました方々のご芳名は、スポ協HPに
掲載されております。

令和 2 年度賛助会員　加入状況　　：　　合　　計　298 口

銀行・法人関係� 48 口

ゴルフ場関係� 4 口

個人関係� �124 口

企業関係� 96 口

加盟団体関係� 26 口

令和３年度 賛助会員募集のお知らせ
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今の生活環境・お住まい（建物）に、
　　　何かお困りごとはございませんか？
当社は、総合ビルメンテナンスを手がけて
　　　55年の実績をもつ地元企業です。
これからも、常に快適な生活環境の創造を
追求し、地元の皆様に愛される企業を目指
してまいります。

国際標準規格 ISO27001・9001・14001 認証取得
－ 事業内容 －
●ビル総合マネジメント（ＦＭ）
　●ビルメンテナンス（建物総合管理）
　　●警備業・人材派遣業
　　　●業務請負（学校給食・病院等）
　　　　●防水工事等の建築他工事
　　　　　●保存庫「快蔵くん」・
　　　　　　　鮮度維持機「いきいきくん」
　　　　　　　　　　　　　　　総販売元
　　　　　　　●指定管理者受託業務
　　　　　　　　●ＩＴ事業
　　　　　　　　　●新商品開発
　　　　　　　　　　（宇都宮大学との産学連携）

ファシリティ・マネジメント（FM）企業

本　社　〒320‐0075 宇都宮市宝木本町1474番地5
　　　　TEL 028‐665‐1911　  FAX 028‐665‐1919
支　店　東京・小山・仙台　　営業所　福島・群馬・真岡・今市・佐野・県北・県南・県東
ht tp : / /www.da ikoh .ne t

株式会社 大高商事



傷害保険金額

死亡 後遺障害
（最高）

事故の日からその日を
含めて180日以内

賠償責任保険 突然死葬祭
費用保険

支払限度額（免責金額なし）
支払限度額

加入
対象者 補償対象となる団体・グループ活動 年間掛金

（1人当たり）

小さな掛金、大きな補償

令和2年12月作成　20-TC06924

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和3年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン  大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

　   0120-233-801
（平日9：00～17：00）

この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよく
お読みください。詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）
までお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険保険の詳しい内容、資料の請求は、ホームページをご覧ください。
ご加入はインターネットからのお手続きが便利です。

対象となる事故

団体・グループ活動中の事故/往復中の事故

A4_sports

保険期間

令和3年4月1日午前0時から
令和4年3月31日午後12時まで

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

4名以上の団体・グループで
ご加入ください。

加入区分・掛金・補償額

1,450
円

800
円

11,000
円

800
円

1,500
円

2,000
円

1,500
円

1,000
円

1,500
円

1,000
円

4,000
円

5,000
円

4,000
円

1,800
円

4,000
円

1,800
円

3,000
万円

3,150
万円

3,000
万円

900
万円

3,000
万円

750
万円

2,000
万円

2,100
万円

2,000
万円

600
万円

2,000
万円

500
万円

1,850
円

上記団体活動に加え、個人活動も対象

準備・片付け・応援・団体員の送迎
文化活動

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

地域活動ボランティア活動

文化活動 地域活動ボランティア活動

1,200
円

自動車事故に
よって賠償責任
を負った場合は、
補償の対象とな
りません。

！

180万円

180万円

500万円対人・対物賠償
合算1事故

全年齢

上段：団体活動中およびその往復中の補償額
下段：上記以外（個人活動など）の補償額

※右記年齢の判断は、「令和3年4月1日」
と「掛金の支払い手続きを行う日」のい
ずれか遅い日の年齢を基準とします。
※A2区分で対象となる活動も補償され
ます。

※スポーツ活動中の事故は補償の対象と
なりません。

※特別支
援学校
高等部
の生徒
を含む

（　　）
子ども
中学生
以下

（　　）高校生
以上

大人

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。

対象外

5億
500万円

（ （

（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は
1人 1億500万円

5億円
（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は

1人 1億円

（
5億円

（
対人・対物賠償
合算1事故
ただし、対人賠償は

1人 1億円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の
場合、保険金額はA1区分と同額

入院日額
1日目から/
180日限度

通院日額
1日目から/
30日限度 （（（（加入

区分

AW

A1

D

C
64歳以下

B
65歳以上

500
円

1,000
円

150
万円

100
万円

熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は
対象となりません。

A2
A2区分は
65歳以上
の方も加入
できます。

028-612-5178（直通） 電話受付時間　午前8時30分～午後5時（土、日、祝日を除く。）

栃木県支部
028-680-7771（代表）


