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令和3年度（公財）栃木県体育協会スポーツ顕彰
（公財）栃木県スポーツ協会スポーツ顕彰は、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特別賞、スポーツ優秀選
手賞、船田スポーツ賞を贈るものです。令和 3年度は、34名、2団体を表彰しました。
また、国民体育大会「いちご一会とちぎ国体冬季大会」で入賞した監督、選手の皆様に感謝状を贈呈しました。
令和 4年 2月 14日（月）に開催を予定していた授与式は、新型コロナウィルス感染症対策のため、中止しました。
各賞の受賞者は、次のとおりです。

・地域職域等において、指導者として永年にわたってスポーツの普及・発展に貢献した者
・加盟団体等の役員・指導者として振興・発展に貢献した者

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

橋村　政子　様
� 栃木市スポーツ協会

栃木市卓球協会事務局長

永年にわたり、栃木市卓球協会の事務活動を受け
持ちながら、各種大会の運営・普及・総括に尽力さ
れてきました。
栃木市卓球協会の主催行事はもちろんのこと、26

年間にわたり事務局長として中心的役割を担ってき
ました。

田村　三津郎　様
�（公財）小山市体育協会

小山市ソフトボール協会　会長
栃木県ソフトボール協会　副会長
前（公財）小山市体育協会　副会長

小山市体育協会において、評議員、理事を歴任し、
平成 24年から 28年にかけては、副会長として協会
の運営、発展に多大な貢献をしました。
また、小山市ソフトボール協会会長として小山市の

ソフトボール競技の競技力向上、普及等に多大な貢献
をしました。

仁平　　清　様
� 真岡市スポーツ協会

前真岡市スポーツ協会　会長

真岡市並びに芳賀郡内の青少年の陸上競技、特に
長距離走における技術指導を行い、スポーツを通し社
会生活に必要な規律の遵守や健全な心身を育てる指
導に重点を置き人間育成に尽力しました。

増子　善英　様
� 那須塩原市
� スポーツ協会

黒磯ターゲットバード
� ゴルフクラブ�会長
前栃木県ターゲットバード
� ゴルフ協会事務局長

那須地区に誰もが気軽に楽しめるスポーツとしてタ
ーゲットバードゴルフの普及、振興に積極的に取り組
み、地域と地域の交流を促進しました。
また、県協会の事務局長としてターゲットバードゴ

ルフの普及発展に貢献しました。

福嶋　　稔　様
（一財）栃木陸上競技協会

栃木陸上競技協会　顧問
栃木県トライアスロン協会　会長
全日本学生トライアスロン連合
� 理事長

永年にわたり、栃木陸上競技協会の運営（チームド
クター、役員）に携わり、特に長距離走や駅伝では、
選手の体調管理やコンディションづくり、選手強化に
大きな成果を遂げてきました。
また、トライアスロンの普及発展にも意欲的に携わ

るなど、スポーツに対する理解と敬愛精神は極めて高
く、スポーツ界に多くの功績を残しました。

丸山　卓夫　様
� 栃木県弓道連盟

宇都宮市弓道連盟　理事・監査委員
元栃木県弓道連盟　理事

中学校や高等学校の外部指導者として底辺拡充と
技術指導により本県中・高校生のレベルアップに貢献
しました。
また、広報活動として連盟行事の結果報告の資料、

写真を新聞社やメディア等に投稿して弓道の認知、普
及に努めるなど尽力しました。

刈生田　武　様
� 栃木県グラウンド・
� ゴルフ協会

前大田原市グラウンド・ゴルフ協会会長
前県グラウンド・ゴルフ協会事務局会長
前大田原市体育協会　理事
前栃木県スポーツ協会　評議員

大田原市並びに栃木県グラウンド・ゴルフ協会の要職
を16年間にわたり務め、真面目で温厚な人柄から誰に
でも好かれ、グラウンド・ゴルフを通して人間育成を図
りながら、地域スポーツ振興に多大な功績を残しました。
また、永年にわたり栃木県内各地に出向いて、ルー

ル・マナー等を指導し、多くの指導者を育成するとと
ともにグラウンド・ゴルフの普及活動にも積極的に推
進し、大きな成果を残しました。
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・地域社会・職場職域等において、永年にわたってスポーツの普及・発展に貢献した団体

・スポーツ優秀選手賞の中でオリンピック等の国際大会で３位以内に入賞した選手

・�国際大会に出場及び日本選手権大会で優勝並びに国際大会で優秀な成績を残した選手又はチーム及びチームの一員と
して参加した選手

団 体 名 及 び 推 薦 団 体 主　　　　な　　　　活　　　　動　　　　内　　　　容

茂木町ゴルフ協会
� 茂木町スポーツ協会

ゴルフを通じて会員の福利厚生、相互親睦並びにゴルフ技術の向上を図ることを目的と
して設立されました。
目的を達成するためにゴルフ大会の開催、ゴルフ競技の普及発展、技術向上に関する指

導研究を行っています。

那須陸上競技協会
� （一財）栃木陸上競技協会

那須地区に在住する陸上競技愛好者の深い熱意により、那須陸上競技協会として結成さ
れました。会員相互の親睦を深め、競技の振興を図ることを目的に活動しています。
審判講習会、那須地区小学校・中学校・高校の大会、那須地区駅伝大会開催、郡市町対

抗駅伝大会支援、那須地区スポーツ大会支援、大田原マラソン大会支援、諸陸上競技教室
等を実施しています。

競 技 名 氏     名 主 な 成 績 所  属
車いす

バスケットボール 高柗　義伸 様 東京2020パラリンピック競技会
車いすバスケットボール男子　2位

日本体育大学
（小山市出身）

柔道 髙藤　直寿 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
柔道男子　60㎏級　優勝

パーク24（株）
（下野市出身）

柔道 朝比奈沙羅 様 世界柔道選手権ブダベスト大会
女子　78㎏超級　優勝 獨協医科大学

車いすテニス 大谷　桃子 様 東京2020パラリンピック競技会
車いすテニス女子ダブルス　3位

（株）かんぽ生命保険
（栃木市出身）

競 技 名 氏     名 主 な 成 績 所  属
スケート

ショートトラック 齋藤　　慧 様 第43回全日本ショートトラック スピード
スケート選手権大会　男子3000m　優勝 栃木県スポーツ協会

水泳　競泳 萩野　公介 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
水泳（男子200m個人メドレー）　6位

（株）ブリジストン
（小山市出身）

水泳　飛込 榎本　遼香 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
水泳（女子シンクロ板飛込）　5位 栃木県スポーツ協会

水泳　競泳 水沼　尚輝 様
第32回オリンピック競技会（2020/東京）
水泳（男子400mメドレーリレー）　6位
第97回日本選手権水泳競技大会水泳競技
男子100mバタフライ　優勝

新潟医療福祉大学
職員

（真岡市出身）

水泳　飛込 須山　晴貴 様 第97回日本選手権水泳競技大会飛込競技
男子3m飛板飛込　優勝 栃木県スポーツ協会

陸上　棒高跳 諸田　実咲 様 第105回日本陸上競技選手権大会
女子棒高跳び　優勝 栃木県スポーツ協会

陸上　砲丸投 武田　歴次 様 第105回日本陸上競技選手権大会
男子砲丸投げ　優勝 栃木県スポーツ協会

柔道 海老沼　匡 様 全日本選抜柔道体重別選手権
男子73㎏級　優勝

パーク24（株）
（小山市出身）

空手道 澤江　優月 様 第48回全日本空手道選手権大会
女子組手　優勝 帝京大学

ウエイト
リフティング 山村　侑生 様 第35回全日本女子ウエイトリフティング

選手権大会　59㎏級　優勝 栃木県スポーツ協会

スポーツ
クライミング 楢崎　智亜 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）

スポーツクライミング男子複合　4位
プロクライマー

（宇都宮市出身）

スポーツ優良団体賞（加盟団体順）

スポーツ優秀選手賞特別賞（加盟団体順）

スポーツ優秀選手賞（加盟団体順）
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ホッケー 村田　和麻 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
ホッケー男子　出場

（株）サンコー
（リーベ栃木）

ホッケー 霧下　義貴 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
ホッケー男子　出場

栃木県スポーツ協会
（リーベ栃木）

ホッケー 大橋　雅貴 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
ホッケー男子　出場

北関東綜合警備保障（株）
（リーベ栃木）

ホッケー 落合　大将 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
ホッケー男子　出場

北関東綜合警備保障（株）
（リーベ栃木）

ホッケー 狐塚　美樹 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
ホッケー女子　出場

グラクソ・
スミスクライン（株）

クレー射撃 石原奈央子 様 第32回オリンピック競技会（2020/東京）
女子クレー・スキート　出場 宗教法人  古峰神社

・若手指導者として�本県スポーツの競技力の向上に貢献した者

第 77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体冬季大会」（スケート競技、アイスホッケー競技）で 8位以内に入賞し
た監督 4名、選手 36名の皆様に感謝状が贈られました。
入賞監督 4名を紹介します。

競 技 名 氏     名 主 な 指 導 実 績 所  属

陸上競技 相馬　　聡 様
第74回茨城国体　陸上競技 男子400m 佐藤風雅　第6位
第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会　男子400m
 佐藤風雅　優　勝

作新学院大学

弓道 宮澤　章啓 様
令和3年度全国高等学校総合体育大会弓道競技会第66回全国
高等学校弓道大会
　足利大学附属高等学校弓道部　　　　団体　優勝
　藤本友香（足利大学附属高等学校）　個人　優勝

足利大学附属高等
学校

パワー
リフティング 齋藤誠一郎 様

第39回全日本高等学校パワーリフティング選手権大会
　女子57㎏級　　益子　千明（作新学院高等学校）2位
　女子63㎏級　　鈴木　蒼彩（　　　 〃  　　　）1位
　女子69㎏級　　渡邉　千佳（　　　 〃  　　　）1位
　女子76㎏超級　森田　夏光（　　　 〃  　　　）1位

作新学院高等学校

競　　技　　名 種　別 区　分 氏　　名 所　　属

スケート
スピード

成年 監督 片山　友行 様 日光殿堂案内協同組合
日光明峰高等学校（教）少年 監督 阿久津竜平 様

ショートトラック 成年 監督 平石　貴之 様 宇都宮スケート協会
アイスホッケー 成年 監督 瀬口　剛嗣 様 宇都宮スケート協会

※入賞選手については、次ページ以降の国体冬季大会の成績概況で紹介しています。
なお、冬季大会スキー競技の入賞監督、選手への感謝状は、令和 4年度の顕彰授与式で贈呈いたします。

船田スポーツ賞（加盟団体順）

国民体育大会優秀団体・監督・選手感謝状
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今年は、いよいよ「いちご一会とちぎ国体」が開催されます。秋の本大会を前に冬季大会が開催されました。
スケートとアイスホッケー競技の「いちご一会とちぎ国体冬季大会」では、天皇杯 6位皇后杯 10位とこれまでにない好
成績をあげることができました。
スキー競技の「美の国あきた鹿角国体」でも、46年ぶりに複数競技で入賞者が出るなど栃木県選手の活躍が見られました。
冬季国体全体での総合成績は、天皇杯 7位、皇后杯 12位となり、秋に開催する「いちご一会とちぎ国体」本大会での天
皇杯と皇后杯の獲得に向けて一定の成果を上げることができました。

第77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 110点 30点 140点 7位
（42点） （20点） （62点） （19位）

皇后杯 32点 20点 52点 12位
（12点） （10点） （22点） （18位）

各競技会成績� スケート・アイスホッケー･･･（　　）は昨年、スキー･･･（　　）は一昨年

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 49点 27点 7点 1点 10点 94点 6位 38点 10位
（27点）（12点） （3点） （0点） （10点）（52点）（17位）（22点）（18位）

アイスホッケー 20点 － 0点 － 10点 30点 7位 － －（0点） （0点） （10点）（10点）（12位）

スキー 1点 2点 1点 2点 10点 16点 15位 14点 13位
（0点） （0点） （7点） （0点） （10点）（17点）（15位）（10点）（18位）

大会日程
いちご一会とちぎ国体冬季大会

競　　技　　会 会　　　　　　　　期 日　　数 会　　　　　場
スケート（スピード） 令和 4年 1月25日（火）～ 1月28日（金） 4日間 栃木県日光市

スケート（ショートトラック） 令和 4年 1月24日（月）～ 1月25日（火） 2日間 栃木県日光市
スケート（フィギュア） 令和 4年 1月24日（月）～ 1月27日（木） 4日間 栃木県日光市
アイスホッケー 令和 4年 1月26日（水）～ 1月30日（日） 5日間 栃木県日光市

美の国あきた鹿角国体
競　　技　　会 会　　　　　　　　期 日　　数 会　　　　　場

スキー 令和 4年 2月17日（木）～ 2月20日（日） 4日間 秋田県鹿角市

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 500m 阿部啓吾 1位 8点
スケート スピードスケート 成年男子 500m 川目拓磨 3位 6点
スケート スピードスケート 成年男子 1500m 山本大史 4位 5点
スケート スピードスケート 成年男子 5000m 小川拓朗 5位 4点
スケート スピードスケート 成年男子 5000m 山本大史 6位 3点
スケート スピードスケート 成年男子 2000mR 川目・宇賀神・阿部・中村・渡邊・山本 3位 6点
スケート スピードスケート 成年女子 500m 宇佐見鈴音 4位 5点
スケート スピードスケート 成年女子 500m 上鹿渡双葉 6位 3点
スケート スピードスケート 成年女子 1000m 宇佐見鈴音 8位 1点
スケート スピードスケート 成年女子 1500m 北原もえ 4位 5点
スケート スピードスケート 成年女子 3000m 北原もえ 4位 5点
スケート スピードスケート 少年男子 500m 萩原由侑 7位 2点
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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 少年男子 1000m 湯澤大翔 6位 3点
スケート スピードスケート 少年男子 1500m 湯澤大翔 7位 2点
スケート スピードスケート 少年女子 2000mR 篠原・増田・久・平岡 8位 1点
スケート ショートトラック 成年男子 500m 齋藤　慧 4位 5点
スケート ショートトラック 成年男子 1000m 齋藤　慧 1位 8点
スケート ショートトラック 成年男子 5000mR 平石・齋藤・河合・田﨑 5位 4点
スケート ショートトラック 成年女子 500m 山浦美和子 1位 8点

アイスホッケー 成年男子 栃木県選抜　 5位 20点
スキー スペシャルジャンプ 成年男子A 栗田力樹 8位 1点
スキー ジャイアントスラローム 成年女子 B 小番聖夏 7位 2点
スキー ジャイアントスラローム 少年女子 横尾彩乃 8位 2点※
スキー ジャイアントスラローム 少年男子 深澤嵩晴 9位 1点※

※入賞者に同県選手が３名いるため得点繰り上がり
５カ年競技成績比較

競　　技　　会 第 73 回大会 第 74 回大会 第 75 回大会 第 76 回大会 第 77 回大会
スケート 10点 10点 24点 52点 94 点

アイスホッケー 45点 65点 50点 10点 30 点
スキー 10点 14点 17点 - 16 点

天皇杯得点・順位 65点 20位 89点 19位 91点 19位 62点 19位 140 点 7位
皇后杯得点・順位 20点 25位 20点 28位 20点 30位 22点 18位 52 点 12位

開始式（日光）選手宣誓 スピード成男500m阿部1位（左）・川目3位 スピード成男5000m小川5位（左）・山本6位

スピード成女500m宇佐見4位（左）・上鹿渡6位 スピード成女1500m北原4位 スピード少男500m萩原7位

スピード少男1000m湯澤6位 スピード成男2000mリレー3位 ショートトラック成男1000m齋藤1位

ショートトラック成女500m山浦1位 ショートトラック成男5000mリレー5位 スケート競技表彰式�天皇杯6位
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アイスホッケー成男�栃木県選手団 アイスホッケー成男　対岡山県戦 アイスホッケー表彰式�天皇杯7位

スペシャルジャンプ成男栗田8位 ジャイアントスラローム成女小番7位 ジャイアントスラローム少女横尾8位

冬季大会総括

【スケート】
＜スピードスケート＞
　成年男子500mにおいて2選手がA決勝で躍動した。阿部啓吾選手は、川目拓磨選手を振り切り見事、初の1位に輝いた。川目拓磨
選手は2大会連続3位で3大会連続で表彰台に立った。成年女子500mでは、宇佐見鈴音選手が4位、上鹿度双葉選手が6位にそれ
ぞれ入賞し、少年男子500mでは、萩原由侑が7位入賞した。また、宇佐見鈴音選手は、成年女子1000mにも出場した。8位入賞で、
500mに続く入賞となった。少年男子1000mでは日光明峰高校の湯澤大翔選手が6位入賞を果たした。1500mの成年男子では山
本大史選手が、成年女子では北原もえ選手がそれぞれ4位入賞し、少年男子では湯澤大翔選手が7位入賞で初出場から2大会連続
の表彰台となった。成年女子3000mでは、北原もえ選手が1500mに続く4位入賞、2大会連続の入賞となった。成年男子5000mで
は、小川拓朗選手が5位、山本大史選手が6位入賞し、同種目2名の入賞となった。成年男子2000mRは、中村隼人選手をアンカーに
川目拓磨選手、大学生の宇賀神怜眞選手、500m1位の阿部啓吾選手の布陣で臨み、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。3位入賞に輝いた。少年女子2000mRは、日光明峰高校の篠原侑愛選手、平岡由圭選手と作新
学院高校の増田朱華選手、久綾花選手のメンバーで8位入賞に輝いた。
＜ショートトラック＞
　齋藤慧選手が全日本強化選手の力を見せ、成年男子1000mで初の1位に輝くとともに、500mでは4位入賞を果たした。また、成
年女子500mでは、山浦美和子選手がスタートからフィニッシュまで1位の座を譲らず、同種目で県勢初の1位に輝いた。成年男子
5000mリレーでは、平石貴之選手・田﨑辰也選手のベテランと齋藤慧選手・河合健朗選手の精鋭が融合し、5位入賞を果たした。県
勢初の入賞を4人で掴み取った。
＜フィギュア＞
　3選手がフリースケーティングに進出した。成年男子の鈴木雄大選手は24位、成年女子の小室笑凜選手と少年女子の北條楓選手
はともに23位となった。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。
【アイスホッケー】
　成年男子（栃木県選抜）が、広島県との1回戦では12-0、岡山県との2回戦でも8-1と快勝した。続く3回戦では、埼玉県と対戦し、得
点を奪いながらも2-4で惜敗した。その後の順位決定トーナメント1回戦では不戦勝で、5・6位決定戦に駒を進めた。最終5・6位決定
戦では、神奈川県と対戦した。リードを許して迎えた第2ピリオドでは、今大会全試合で得点を挙げている柚木辰徳選手が流れを変え
る同点ゴールを決めた。その後は、柚木辰徳選手の2点目を含む3ゴールを追加し4-1で勝利した。棄権となった少年男子（日光明峰
高校）の想いを背負って、5位入賞を勝ち取った。
【スキー】
<ジャイアントスラローム＞
　少年女子の横尾彩乃選手は、怪我もあり万全な状態ではないものの、果敢な滑りで8位入賞に輝いた。また、成年女子Bの小番聖夏
選手も第3シードではあったが、安定した滑りで自身初の7位入賞を果たし期待どおりの活躍を見せた。さらに、少年男子の深澤嵩晴選
手と横尾錬選手、成年男子Cの三井田雄太選手が15位以内となり、第1シード枠を獲得し、今後の活躍が期待できる結果となった。
＜クロスカントリー＞
　5名の選手が出場し、各選手が全力で競技に挑んたが、上位選手との力の差は大きく、成年男子Bの佐藤岳史選手の29位が最高
順位となり、残念ながら入賞者を出すには至らなかった。しかしながら、少年種別選手の出場もあったことから、今後の普及強化等に
期待ができる。
<スペシャルジャンプ＞
　成年男子Aの栗田力樹選手が厳しい条件下で2回合計218.5点をマークし、本県選手初の8位入賞を果たした。
＜コンバインド＞
　成年男子Aの木村吉大選手が出場した。前半のジャンプで11位と出遅れたが、得意な後半のクロスカントリーで2人を抜き去り、入
賞には至らなかったものの9位に入った。
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栃木県スポーツ協会の会員様へ

 ●乗馬クラブクレイン栃木　乗馬試乗会　期間限定ご招待のご案内●
 　馬に乗ってココロとカラダをリフレッシュ！

 　初めての方も安心のマンツーマンの乗馬スクール!! ●予約制ですのでお早めにお電話下さい

２０２２年　５月３０日（月）まで ●持ち物：長ズボン、靴下、手袋(軍手)

会員様およびご家族の方を ●1組2名様まで　　●小学生以上の方

レッスン料 無料 でご招待 ●JR古河駅西口より送迎あり(要予約)

お電話または2次元バーコードお申し込みフォームにて ●無料駐車場完備

　　　　☎0280-54-5588

https://www.uma-crane.com

★お申込みの際の詳細★

申 込

招 待

と き

乗馬クラブクレイン栃木
栃木県下都賀郡野木町野木3324
動物取扱業(種別・展示)登録済み 栃木県動愛セ12展第005号 ▲お申込みフォーム

※装具レンタル・保険料

１８６０円(税込)必要

【予約受付】9:00～17:00 月曜日は16:00まで 【定休】火曜日 クレイン栃木

総合型地域スポーツクラブ「登録・認証制度」が
令和４年度からスタートします！

【 登録・認証制度について 】
総合型地域スポーツクラブ（以下、「総合型クラブ」という。）がより公益性の高い「社会的な仕組み」とし
て、永続的に充実した活動が行えるよう、第 2期スポーツ基本計画（平成 29年 3月 24日文部科学大臣策定）
に基づき、日本スポーツ協会と都道府県体育・スポーツ協会が関係団体と連携し整備しました。
この制度は、活動実態や運営実態、ガバナンス等についての要件を基準としており、総合型クラブが地方自
治体等とパートナーシップを構築し、公益的な事業体としての役割を果たしていくためのものです。

【 「登録」と「認証」について 】
登録・・・�総合型地域スポーツクラブ全国協議会が定める登録基準を満たしていると認められる総合型クラブ

を登録クラブとして認定することです。
認証・・・�総合型地域スポーツクラブ全国協議会が定めるタイプ別の認証基準を満たしていると認められる登

録クラブを認証することです。（例：「介護予防」、「子育て支援」等）。登録クラブが自らの希望によ
り申請するもので、1クラブが複数のタイプの認証を受けることもできます。� �
※認証に関する制度は、現時点では未整備

【 登録制度の内容 】
（1）概要

　総合型クラブが、栃木県スポーツ協会を通じて日本スポーツ協会（総合型地域スポーツクラブ全国協議会）
に登録申請し、基準を満たしていれば登録認定される制度で、令和 4年度から運用されます。

（2）登録基準（主なもの）
①多種目（複数種目）のスポーツ活動を実施している。
②多世代（複数世代）を対象としている。

他に、活動実態に関する基準・運営形態に関する基準・ガバナンスに関する基準などの要件があります。

【 登録制度の効果】
公的に登録される（＝基準を満たしている）ことにより、信頼できるクラブであることが行政や地域住民に
認識され、認知度・信頼度が向上することが期待されます。
また、総合型クラブの全国的なブランド化により、総合型クラブに対する信頼性がより一層向上することが
期待されます。
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今西　美晴（いまにし　みはる）
� 競技種目【テニス】
令和 3年度から栃木県スポーツ専門員として活動させて頂いております、テニス

競技の今西美晴です。

テニス競技は、シングルス 2試合、ダブルス 1試合の計 3試合の結果で勝敗が決

まります。シングルスNo.2 の試合から始まり、次にシングルスNO.1、最後にダ

ブルスの試合を行います。計 2勝したチームが勝利となり、チームを勢いづける為

にもそれぞれの役割をしっかりと果たし、良い流れを作ることができるかがポイン

トとなります。個々の実力を磨き、シングルスで勝ち星をあげることも大切ですが、シングルスで 1-1 になっ

た時に最後勝敗が決まるダブルスでのチームワークも重要になります。テニスに関わらず、普段の生活からお

互いにコミュニケーションを取り、試合で良いコンビネーションを発揮出来るように取り組んでいきたいです。

とちぎ国体では必ず優勝して、天皇杯、皇后杯を獲得したいです。そして、お世話になっている方々にプレー

と結果で恩返ししたいと思います。

古賀　健嗣（こが　けんじ）
� 競技種目【ボート】
令和 3年度から栃木県スポーツ協会スポーツ専門員となりましたボート競技の古

賀健嗣です。

ボート競技は、水上の一定の距離をボートに乗ってオールで漕ぎ進める速さを競

い合うスポーツです。ボート競技には大きく分けてオールを 1人 2本使うスカル種

目とオールを 1人 1本左右のどちらかを漕ぐスウィープ種目があります。その中で

も 1人乗りから 8人乗りの種目まであります。国内・海外の主要大会のレースは

2000mの水上直線コースで行われますが国体では、その半分の 1000mでのレースになります。レースの見

所としては、ゴール近くのラストスパートです。とても迫力があり 0.1 秒のタイムを競うレースは、競技をし

ている人もそうでない人も楽しめると思うので是非観に来てください。

現在私は、どんな場面でも常に安定した漕ぎができるよう技術面の向上と最後に他の選手との接戦になった

時でも相手選手を突き放すことができるような体力を付けるために日々のトレーニングに励んでいます。

本国体まで、1年を切っていますが自分自身にできることは何なのかしっかりと考え全力で取り組んで行き

ます。また、国体を機会にボート競技の面白さや魅力を多くの人に知ってもらえればいいなと思います。とち

ぎ国体では、上位入賞できるよう頑張りますので応援のほどよろしくお願い致します。

スポーツ専門員の紹介（第6回）
（公財）栃木県スポーツ協会では、今年開催する第 77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」での天皇杯・
皇后杯獲得を目指し、優れた競技技術・経験を有する選手を「スポーツ専門員」として採用しております。
とちぎ国体において上位入賞が期待できる「スポーツ専門員」を、前回号に引き続き紹介します。
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矢部　和希（やべ　かずき）
� 競技種目【レスリング（グレコローマン）】
レスリング競技グレコローマンスタイルの矢部和希です。

レスリングには、二つのスタイルがあり全身を使って足にタックルを入ったりす

るフリースタイルと、上半身のみを使い戦うグレコローマンスタイルがあります。

私の専門はグレコローマンスタイルです。豪快な投げ技に惹かれ、高校生の時から

本格的に練習を始めました。グレコローマンスタイルの見どころは、お互い相撲の

ように押し合った中で、豪快な投げ技などを仕掛けあう所です。足を使ったり、触っ

たりすると反則となるのでその分、上半身の細かい技術やかけ引きを必要とします。

普段の練習では、試合で 100%の力を発揮出来るようにするため、試合と同じ緊張感を持ってやることを心

がけています。レスリングは筋力、スタミナ、技術など様々な能力が必要となってくるので自分の足りない所

を分析し日々強化に励んでいます。また、怪我が多いスポーツなので怪我をしないという事も常に考えて練習

しています。

とちぎ国体に向けて、今の自分を見直し改善を繰り返し必ず優勝出来るよう仕上げていきたいと思います。

応援して頂いている皆様の期待に応えられるよう感謝の気持ちをもって精進していきたいと思います。引き

続き応援よろしくお願い致します。

井﨑　茅夏（いざき　ちなつ）
� 競技種目【ウエイトリフティング】
令和３年度より栃木県スポーツ協会所属のスポーツ専門員となりましたウエイト

リフティング競技の井崎茅夏です。高校生より本格的に競技を始め、今年で 8年目

となります。ウエイトリフティングはスナッチとクリーン＆ジャーク各 3試技のう

ちの最高記録を合計して競います。1番重たい重量を挙げた人が勝つという分かり

やすいシンプルなルールですが選手同士の重量の駆け引きなどがあり奥深く魅力的

な競技です。

階級制の競技で女子は９つのカテゴリーに分かれており、決められた体重内でより多くの重量を挙げるため

に日々トレーニングに励んでいます。

試合のない時期は補強トレーニングを中心に試合に向けての基礎をつくり、試合が近くなると試合を想定し

たスナッチやクリーン＆ジャークの練習を多く取り入れます。

現在は 10月のとちぎ国体にむけて新記録を更新できるように苦手種目の強化を中心とした補強種目をメイ

ンにトレーニングを行っています。

とちぎ国体では、これまで競技で培ってきたすべてのことを生かし最高のパフォーマンスができるように全

力で頑張ります。また、たくさんの人にウエイトリフティングの試合を見てもらい競技の魅力を伝えていきた

いです。

応援よろしくお願いします。
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安藤　みなみ（あんどう　みなみ）
� 競技種目【卓球】
令和 3年度から栃木県スポーツ協会スポーツ専門員として卓球競技をしている安

藤みなみです。

卓球はオリンピックでとても注目を集められた競技であり、オリンピックで知ら

れた方が増えたのではないかと思います。

国体での卓球競技のルールは 3人で 5マッチ出場し、1人が 1マッチ、2人が 2

マッチ出場し先に 3点取った方が勝利という構成になっています。また卓球は色々

な戦型がいるのでその戦型によって試合の戦い方が全く異なるため見ていてとても面白いと思いますし、プレー

中の競った場面での選手同士の駆け引きなども見ていてとても面白いと思います。

今私は卓球のプロリーグに参戦中ですが、とてもレベルの高い中で試合をさせていただいているため、自分

の競技力向上にとても繋がっていることを実感しています。日頃の練習もそうですが、やはり試合をしてみな

いと自分の課題や、取り組んでいく練習が見えてこないのでこのリーグでの経験を活かしてとちぎ国体での優

勝という目標に向かってレベルアップをしていきたいと思っています。

とちぎ国体では最高の結果を残せるよう、残された時間を大切にし、競技に取り組んでいきたいと思います。

応援のほど、どうぞよろしくお願いします。

伊藤　拓真（いとう　たくま）
� 競技種目【フェンシング】
令和 3年度からスポーツ専門員としてフェンシング競技に取り組んでいる、伊藤

拓真と申します。現在はフェンシング男子フルーレ日本代表として海外を転戦しつ

つ、今年開催されるとちぎ国体に向けて、日々競技に打ち込んでいます。出身は岐

阜県で、中学三年生の頃に初めて国体に出場しました。過去に 3回天皇杯を獲得し

たこともあり、自分の専門種目では国体で二連覇を達成しました。国体ならではの

これまでの経験や、地元開催のエネルギーといったアドバンテージをしっかりと活

かして、大会ではベストパフォーマンスを発揮したいと思います。

フェンシングはフルーレ・エペ・サーブルの三種目があり、今年開催される栃木国体では、フルーレとサー

ブルの二種目に出場します。専門種目はフルーレなので、まずはそこでしっかりと優勝できるようにしたいと

思います。また、フェンシングは華麗な剣さばきと、相手との駆け引きが最大の魅力だと感じています。各選

手自分の得点が入るたびに、かなり大きな叫び声をあげ、全身で喜びや気合いを表現していて、迫力満点な競

技です。

自分の都道府県を背負って、必死に得点を積み重ねる姿をぜひ見ていただきたいと思います。そして、まず

はフェンシング競技が良い戦績を残すことで、栃木県チーム全体に勢いをつけられるようにしていきたいと思

うので、ぜひ応援よろしくお願いします。
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西分　友貴子（にしぶん　ゆきこ）
� 競技種目【カヌー（スプリント）】
令和 3 年度から栃木県スポーツ協会のスポーツ専門員として『チームとちぎ』の仲

間入りさせていただきましたカヌースプリント競技の西分友貴子と申します。普段は、

同じカヌースプリント競技の専門員の仲間と切磋琢磨して練習に励んでいます。

カヌースプリント競技は水上の F1と言われるほどのスピードで水面を疾走し、

1/100 秒単位の世界で決められた距離の着順を競い合うスポーツです。日本ではマ

イナーであまり知られていませんが、私が活躍することでたくさんの人にカヌース

プリントの魅力をお伝えできればいいなと思い、日々取り組んでいます。片膝立ちで片方だけを漕ぐカナディ

アンを専門としています。上述しましたようにカヌースプリントはコンマで勝敗が決まるため、1パドルのミ

スも許されません。そんな繊細な競技であるからこそ、練習では妥協することなく追求し、私生活でもアスリー

トであることを自覚するよう心がけています。

最近私は、とちぎ国体冬季組やオリンピックに出場されている方々の姿に感動し勇気をもらいました。次は

私が、半年後に行われるとちぎ国体でいつもサポートしてくださっている栃木の皆様に感動と勇気を与えるレー

スをお見せできればと思っております。今、新型コロナウイルス感染第 6波の真っ只中ですが、不自由なく練

習に打ち込めている環境に感謝し、とちぎ国体では優勝してカヌーの得点源になれるよう精進して参りますの

で、応援よろしくお願いいたします。

八角　周平（ほすみ　しゅうへい）
� 競技種目【カヌー（スプリント）】
2021 年度より栃木県スポーツ協会に所属させていただいております、八角周平

と申します。私はカヌー競技のうち、波・風のない静かな水面を舞台にして行われ

る「カヌースプリント」という競技をしております。

この競技は、競泳や陸上競技のトラック種目のように、フィールドとなる湖や河

川に直線コースが設置され（9名分）、そのコースのスタートラインに並んだ選手達

が合図とともに一斉に漕ぎ出して着順を競います。使用するカヌーの幅は 30cm未

満と非常に狭いため、単にレースを漕ぎ切る体力だけでなく、艇を乗りこなすバランス能力や、不安定な状態

下でのパドリング技術も求められます。

本国体では、500mと 200m 種目が開催予定で（栃木市：渡良瀬遊水地）、両種目で優勝することが私の目

標です。私の長所は後半の粘り強さなのですが、目標達成には前半から先頭に立つための「トップスピード」と「筋

力」の向上がさらに必要です。現在は、その課題に焦点を当てて練習に臨みながら、県内の高校生に対して指導

も行っております。成年だけでなく、少年もより良い成績を獲得して、笑顔で国体を終えられるようにしたいです。

「いちご一会とちぎ国体」の開催までに、県民の皆様をはじめとして多くの方々の支援と応援をいただけて

いること、心より感謝しています。少しでも多くの方々の心を動かし、誰かの憧れの姿になれるように、最後

の一漕ぎまで尽くして参ります。今後とも応援よろしくお願いします。
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富沢　くるみ（とみさわ　くるみ）
� 競技種目【カヌー（スラローム）】
「海賊王（国体優勝のこと）におれはなる！！」2022 いちご一会とちぎ国体へ
の意気込みは某漫画のルフィのごとく、志高く持っています。カヌースラローム競
技富沢くるみです。
カヌースラローム競技ルールについては前回の斎藤君が書いていたので割愛させ
ていただきます。もしわからない方がいれば連絡ください。
私はとちぎ国体に向けて、様々なことに取り組んでいます。そのひとつは、塩谷

町に移住したことです。カヌースラローム競技の開催地は塩谷町を流れる鬼怒川にて行われるので、川の近く
に住むことで国体コースでの練習効率を上げています。
また、開催地に住むことで塩谷町の役場の方々や、地元の人々に応援してもらえるように取り組んでいます。
私の活躍によって、塩谷町を盛り上げていきたいと思っています。
二つ目は、とちぎ医科学センターを利用して体力の強化をしていることです。専門家の方にトレーニングを
見てもらってトレーニングの質をあげています。また、体力をつけるための身体を作っているのは食べ物なの
で栄養面でのサポートもしていただき内側からも身体の改善を図っています。
まだまだ取り組んでいることはありますがこのように、とちぎの塩谷町の方々、とちぎ医科学センターの方々
など様々な方に協力してもらって国体へ向けて取り組んでいます。おかげさまで優勝に向かって着実に進んで
おります！これからもガンガン成長していくので応援よろしくお願いします！！

杉原　有紀（すぎはら　ゆうき）
� 競技種目【トライアスロン】
栃木県スポーツ協会に所属し、トライアスロン競技をしている杉原有紀と申しま

す。

トライアスロンとはスイム（水泳）・バイク（自転車）・ラン（陸上）の三種目を

続けて行うスポーツです。三種目あるので、それぞれの選手によって得意種目も異

なります。スイムを得意とする先行型、ランを得意とする追い上げ型、三種目を平

均してできる総合型など様々な選手がいるため、最後まで順位が変動し、観ていて

もとても面白いスポーツです。

また、自転車では空気抵抗を減らすために、ライバルたちと協力をして速度を上げていくなど見どころが沢

山あります。

とちぎ国体に向けて三種目のベースを上げながら、特にスイムとランを強化することを考え日々のトレーニ

ングに励んでいます。

いつもサポートや応援をしてくださる方々にレースで恩返しができるよう、国体では三位入賞を目標に頑張っ

て参ります。今後とも応援の程宜しくお願い致します。
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北・中央エリア管理事務所からのお知らせ

●全天候型舗装の 400mトラック9レーンを設置！
また、幅跳び、高跳び等の各種目の備品が充実！

●夜間利用可能！（21 時まで）
仕事終わりや空いた時間に気軽に利用できます！
※別途照明料金が必要です。

●陸上競技普通利用 250 円／人・回
　※ 全面を利用する場合ついては管理事務所に

お問い合せください。

● 令和 4 年 4 月、多目的広場（クレイグラウンド）
がオープンいたします！

● 広場全面を利用することができ、幼稚園、自
治会の運動会やグラウンドゴルフ等で利用す
ることができます！

☆ イベント等を検討している場合は直接管理事
務所まで事前にご相談ください。

※全面利用料金　3,980 円／日
3 ～ 9 月 8：30 ～ 18：00

10 ～ 2 月 8：30 ～ 17：00

栃木県総合運動公園北・中央エリア管理事務所（カンセキスタジアムとちぎ内）
連絡先　028-615-0581

カンセキスタジアムとちぎをぜひご利用ください！！

北エリアに多目的広場（クレイグラウンド）がオープン！！
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スポーツ栄養学オンライン講習会（後期）開催レポート

9 月から月 1回の全 7回、最新の知見に基づいた正しい「スポーツ栄養学」の知識を、スポーツ栄養士の先生方から
ご講演いただく、「スポーツ栄養学オンライン講習会（後期）を開催いたしました！
TIS の栄養指導サポートではなかなか受けられることができない、「パレオダイエット（地中海式食事法）」や、「アスリー
トと SDGs」など、アスリートや指導者として知っておきたいスポーツ栄養学をご講演いただきました。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で思うように運動ができていない選手も多いのではないでしょうか。急に運
動を再開すると、思わぬケガに繋がってしまうこともあります。
TIS 公式 YouTube チャンネルでは、「てぃすトレ」として、自宅などで簡単に実施できるトレーニングを紹介してお
ります！ぜひ、ご視聴いただき実践してみてください！

スポーツ栄養学オンライン講習会

（後期）開催レポート

９月から月１回の全７回、最新の知見に基づいた正い「スポーツ栄養学」の知識を、

スポーツ栄養士の先生方からご講演いただく、「スポーツ栄養学オンライン講習会

（後期）を開催いたしました！

TISの栄養指導サポートではなかなか受けられることができない、「パレオダイエット

（地中海式食事法）」や、「アスリートとSDGs」など、アスリートや指導者として知って

TIS公式YouTubeチャンネル

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で思うように運動ができていない選手も多

いのではないでしょうか。急に運動を再開すると、思わぬケガに繋がってしまうことも

あります。

←臀部トレーニング！

スクワット祭り！→

スポーツ栄養学オンライン講習会
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９月から月１回の全７回、最新の知見に基づいた正い「スポーツ栄養学」の知識を、

スポーツ栄養士の先生方からご講演いただく、「スポーツ栄養学オンライン講習会
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TISの栄養指導サポートではなかなか受けられることができない、「パレオダイエット

（地中海式食事法）」や、「アスリートとSDGs」など、アスリートや指導者として知って
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いのではないでしょうか。急に運動を再開すると、思わぬケガに繋がってしまうことも
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スクワット祭り！→
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９月から月１回の全７回、最新の知見に基づいた正い「スポーツ栄養学」の知識を、

スポーツ栄養士の先生方からご講演いただく、「スポーツ栄養学オンライン講習会

（後期）を開催いたしました！

TISの栄養指導サポートではなかなか受けられることができない、「パレオダイエット

（地中海式食事法）」や、「アスリートとSDGs」など、アスリートや指導者として知って

TIS公式YouTubeチャンネル

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で思うように運動ができていない選手も多

いのではないでしょうか。急に運動を再開すると、思わぬケガに繋がってしまうことも

あります。

←臀部トレーニング！

スクワット祭り！→
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ユウケイ武道館からのお知らせ

弓道場（遠的）が完成し、3月1日から供用開始しています。

詳細は、栃木県総合運動公園北中央エリアのHPをご覧ください。

射場（6人立ち）

矢取り道から的場を見る

射場から的場を見る

的場

 
 

 

 

 

 

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 

 

弓道には、近的競技と遠的競技の 2種類があります。
近的競技・・・直径 36cmの的を 28mの距離から狙って、的中数を競う。
遠的競技・・・直径 1mの的を 60mの距離から狙って、的中数や点数を競う。
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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2022
～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、高齢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5/12 ～ 7/14�（全10回）
　　　　　秋9/1 ～ 11/17�（全10回）　毎週木曜日＊10/6・11/3は除く
時　間　　19：30～ 20：30
場　所　　体育館
その他　　ヨガマットorバスタオル・飲み物

●美温活リンパストレッチ
期　間　　春5/11 ～ 7/13（全10回）
　　　　　秋9/7 ～ 11/16（全10回）　毎週水曜日＊10/5は除く
時　間　　10：30～ 11：30
場　所　　大研修室
その他　　ヨガマットorバスタオル・飲み物

教室参加料
ピラティス：春教室（10回）3,000円　／　ピラティス：秋教室（10回）3,000円
美　温　活：春教室（10回）3,000円　／　美　温　活：秋教室（10回）3,000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

有限会社菊池建材工業
地域の安心安全な未来を造ります

本社 栃木県宇都宮市宝木町2-1105-55 TEL 028-624-4731

公式インスタグラム ＠kikuchikenzai

#菊池建材工業
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令和３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 12月 1日～令和 4年 2月 28日までにご賛同いただいた方です。（敬称略）
　　　　　　　法人・団体関係　　㈱ホテルニューイタヤ、㈲すずき事務機
　　　　　　　個人関係　　　　　半田照忠、荒井浩己、髙橋貴子
　令和 3年度にご賛同いただきました方々のご芳名は、スポ協HPに掲載いたしました。

令和 3 年度賛助会員　加入状況　　：　　合　　計　266 口

銀行・法人関係� 43 口

ゴルフ場関係� 5 口

個人関係� 95 口

企業関係� 97 口

加盟団体関係� 26 口

令和４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
　　　56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



小さな掛金、大きな補償

令和3年12月作成　21-TC07930

〈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4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）

本広告はスポーツ安全保険の概要を掲載しており、ご加入の際には、必ず「スポーツ安全保険のあらまし」及び「重要事項説明書」をよくお読みください。詳
細は保険約款及び特約書によりますが、ご不明の点については（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保険（株）へお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険

A4

保険期間

令和4年4月1日午前0時から
令和5年3月31日午後12時まで

保険内容

詳しい保険の内容は、
ホームページなどをご覧ください。

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。

友だち募集中！

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

※

子ども
（中学生以下）

※
全年齢

大人
（高校生
以上）

大人
（高校生
以上）

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象

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）

●スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

●A2区分で対象となる活動も補償されます。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

A1

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象C

区分の補償となる団体活動
に加え、個人活動も対象B

AW

A2

D

800円

1,850円

1,200円

800円

1,450円

4,850円

5,000円

11,000円

C
64歳以下

CW
64歳以下

BW
65歳以上

B
65歳以上

加入区分

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。※特別支援学校高等部の生徒を含みます。
（注）C・B・CW・BW区分の年齢の判断は「令和4年4月1日」を基準とします。

WEB加入限定

WEB加入限定

（
個
人
活
動
補
償
型
）

ワ
イ
ド
コ
ー
ス

だれでも かんたんに 便利に 使いやすく
全面リニューアル！！

スマホにも対応

コンビニ、Pay-easyでお好きな
時間に掛金が支払えます。

スムーズな掛金支払い

前年度名簿を利用して加入手続
きが行えます。

次年度の手続きがラク

加入手続の履歴を一元管理。傷害
保険の事故通知もできます。

履歴管理、事故通知も

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）


