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平成27年度（公財）栃木県体育協会スポーツ顕彰授与式
平成28年2月12日（金）栃木県公館において、平成27年度（公財）栃木県体育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）栃木県体育協会会長　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。
また、国民体育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)

スポーツ功労賞を受賞された方々
　　（写真左から、内藤　純 様、神山博敏 様、阿部昭二 様　福田知事、古澤教育長、茂呂田光男 様、葛貫宏平 様）

氏名及び推薦団体 主　な　役　職 主　　な　　功　　績　　等

神山　博敏　様
宇都宮市体育協会

栃木県銃剣道連盟　副会長
宇都宮市体育協会　評議員
宇都宮市銃剣道連盟　副会長

　永年にわたり銃剣道競技の普及並びに振興・発展に貢献されて
います。特に宇都宮市銃剣道連盟においては監査、事務局長を永
年にわたり務め、現在は副会長として御活躍されています。

内藤　純　様
足利市体育協会

栃木県柔道連盟　顧問
足利市柔道連盟　会長
足利市体育協会　理事
全日本柔道少年団　監事

　永年にわたり柔道界発展のため尽力され、柔道競技を通して足
利市の生涯スポーツ振興に貢献されています。現在は一般財団法
人　昭徳館柔道場において、幼児・小学生から一般まで指導・育
成に加え、御自身もベテランズ国際柔道大会で優勝し、現役選手
としても御活躍されています。

茂呂田　光男　様
日光市体育協会

栃木県テニス協会　理事
栃木県スポーツ指導者協議会　理事
日光市体育協会　理事
日光テニス協会　会長

　『日本テニス協会公認指導員』『日本体育協会公認スポーツ指導
員』『日本障害者スポーツ協会公認指導員』『クラブマネージャー』
など、多数の資格を精力的に取得し、それらを地域に還元するべ
く、地域住民にスポーツライフを提案し健康生活の達成に尽力さ
れています。

葛貫　宏平　様
栃木県ウエイトリフティング協会

日本ウエイトリフティング協会　正会員
関東ウエイトリフティング連盟　副会長
栃木県ウエイトリフティング協会　会長
栃木県体育協会　理事

　永年にわたり青藍泰斗高校のウエイトリフティング部の監督を
務め、数多くの名選手を輩出されました。また、大会の企画・運
営から組織改革に至るまで精力的に取り組まれました。現在も会
長として、御活躍されています。

阿部　昭二　様
栃木県グラウンド･ゴルフ協会

栃木県グラウンド･ゴルフ協会理事長
栃木市大平町グラウンド･ゴルフ協会　会長

　栃木市大平町グラウンド・ゴルフ協会の設立より、企画・運営
に携わり大平町のスポーツ振興に寄与されています。また、栃木
県グラウンド・ゴルフ協会長として、県内はもとより関東地区で
のグラウンド・ゴルフの振興に尽力されています。
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スポーツ優良団体賞を受賞された方々
写真左から、鹿沼テニス協会会長 佐藤　誠 様、宇都宮テニス協会理事長 神山康洋 様　佐野市ゲートボール協会会長 青山きよ 様

福田知事、古澤教育長、真岡市ソフトテニス協会会長 鯨　昭雄 様　那須塩原ソフトテニス連盟会長代理 渡辺　敏 様

スポーツ優良団体賞
団体名及び推薦団体 主　　な　　活　　動　　内　　容

宇都宮テニス協会
宇都宮市体育協会

　昭和44年に設立以来、競技の普及・底辺拡大に努め、現在は登録クラブ数50団体、会員
数854名に成長する。技術の向上を図り若手有望選手には、県民スポーツ大会で経験を積む
ことで、全国でも活躍できる選手の育成を目指しています。さらに、主催大会に年齢制限を
設け『いくつになっても楽しめる、参加できる、生涯スポーツとしてのテニス』の普及にも力
を入れています。

佐野市ゲートボール協会
佐野市体育協会

　昭和57年設立。ゲートボールの発展、強化、普及を図り各種大会を開催し、底辺の拡大に
努めています。また、審判講習会、指導員講習会も定期的に開催し、安全に競技ができるよ
う環境整備にも励んでいます。

鹿沼テニス協会
鹿沼市体育協会

　昭和51年設立。鹿沼の硬式テニスの普及、振興により、市民の体力増進、スポーツマンシッ
プの高揚を掲げ、各種大会の主催、後援に力を入れています。近年では市内高校の部活動と
してテニスが採用となり競技力が向上し大会参加者も増加しています。また、底辺の拡大を
図るため、初級から中級者を対象とした大会を開催し、市民の健康増進に寄与しています。

真岡市ソフトテニス協会
真岡市体育協会

　平成元年設立。ソフトテニスを通して健全な身体と精神を養い、青少年の体力向上
や地域・職場のチームの育成に寄与し、各種大会を開催することで、真岡市のスポー
ツ振興に尽力しています。

那須塩原ソフトテニス連盟
那須塩原市体育協会

　平成17年に旧黒磯市、旧西那須野町、旧塩原町の合併により設立した連盟。ソフ
トテニスの普及発展はもとより、愛好団体を統括し、技術と人格の鍛練を運営方針と
して活動しています。また、それらの達成や技術向上のため、各種大会を主催し、市
のスポーツ振興に寄与しています。

スポーツ優秀選手賞特別賞（国際大会で３位以内に入賞した方々に贈られました。）
競 技 名 氏　　名 主　な　成　績 所  属
サッカー 安藤　　梢 様 2015FIFA女子ワールドカップ　準優勝 SGSエッセン（ドイツ）

サッカー 島　　彩 様 2015FIFA女子ワールドカップ　準優勝 INAC 神戸レオネッサ

フットサル 山下　美幸 様 AFC女子フットサル選手権マレーシア2015　準優勝 Amarelo/峰FC

ボクシング 箕輪　綾子 様 平成27年女子アジア選手権大会　フライ級　銅メダル ㈲フローリスト蘭

柔　　道 海老沼　匡 様 2015世界柔道選手権大会　男子団体　優勝 パーク24㈱

（ 　 　 　 　 　 　 ）
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スポーツ優秀選手賞を受賞された方々
　 写真左から、折原研二 様、増山誠倫 様、 福田知事、

　　　　　　　　古澤教育長、齋川哲克 様、平永健太 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。）
競 技 名 氏　　名 主　な　成　績 所  属

水　　泳 萩野　公介 様
第91回日本選手権水泳競技大会　200m自由形優勝
400m自由形優勝　200m個人メドレー優勝　400m個人メドレー優勝

東洋大学

水　　泳 清水　咲子 様
第91回日本選手権水泳競技大会　400m個人メドレー優勝
第16回世界水泳選手権大会　400m個人メドレー第6位

ミキハウス

水　　泳 菊池　優奈 様 第91回日本選手権水泳競技大会　1500m自由形優勝 東洋大学

卓　　球 平野早矢香 様 平成26年度全日本卓球選手権大会　女子ダブルス優勝 ミキハウス

レスリング 齋川　哲克 様
平成26年度全日本レスリング選手権大会
グレコローマンスタイル98kg級優勝

栃木県立足利工業
高等学校教諭

馬　　術 増山　誠倫 様 第67回全日本障害馬術大会2015PartⅠ　全日本障害飛越選手権優勝 小山乗馬クラブ

馬　　術 平永　健太 様 第45回全日本総合馬術大会2015　CCIワンスター競技優勝 乗馬栃木クラブクレイン栃木

クレー射撃 折原　研二 様 平成27年度全日本選手権大会　スキート種目優勝 ㈱那須国際射撃場

武術太極拳 曽根　啓彰 様 第32回全日本武術太極拳選手権大会　伝統競技部門伝統器械　男子優勝 栃木県武術太極拳連盟

船田スポーツ賞

スポーツ優秀選手賞特別賞を受賞された方々
　写真左から、
　  山下美幸 様、福田知事、古澤教育長、箕輪綾子 様

船田スポーツ賞を受賞された方々
  写真左から、
　新井正道 様、福田知事、古澤教育長、大森貴博 様

（ 　 　 　 　 　 　 ）

大森　貴博　様　水泳競技
　全国高等学校水泳競技400m自由形で優勝した菊池優奈選手、
全国中学校水泳大会100m・200m自由形で優勝した田北俊選
手を指導しています。

青木　延明　様　ウエイトリフティング競技
　第70回国民体育大会や全国高等学校選手権大会で優勝し、世
界ユース選手権大会に出場した山根大地選手を指導しています。

新井　正道　様　レスリング競技
　第68回、69回の国民体育大会の監督として、優勝した齋川哲
克選手、JOCジュニアオリンピックカップで優勝した大塚凌選
手を指導しています。（ ）

（ ）
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　第70回及び第71回国民体育大会で入賞した21競技の監督、選手等213名の方々に感謝状が贈られました。
　式当日は、213名を代表して37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）栃木県体育協会会
長　福田富一知事から賞状が手渡されるとともに、｢監督、選手の活躍が多くの県民に夢や希望を与えスポーツに対する
機運をますます高めてくれた。｣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。

国民体育大会優秀団体・監督・選手感謝状を受賞された方々
（監督　写真上、選手　写真下）

国民体育大会優秀団体・監督・選手感謝状

退任役員等感謝状（当協会役員等として１０年以上ご活躍され、退任された方へ感謝状が贈呈されました。）

氏名・所属団体 （公財）栃木県体育協会役員歴

福田　正司 様
栃木県相撲連盟 平成16年度～平成27年度　評議員

倉井　正男 様
栃木県パワーリフティング協会 平成11年度～平成27年度　評議員

梶　克之 様
栃木県水泳連盟

昭和63年度～平成 6年度　評議員
平成 6年度～平成24年度　理事
平成24年度～平成26年度　参与退任役員感謝状を贈呈された方

（福田知事　倉井正男 様　古澤教育長）
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第71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 60点
（47点）

30点
（30点）

90点
（77点）

18位
（20位）

皇后杯 0点
（0点）

20点
（20点）

20点
（20点）

27位
（26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 0点
（2点）

0点
（0点）

0点
（0点）

0点
（0点）

10点
（10点）

10点
（12点）

30位
（25位）

10点
（10点）

22位
（22位）

アイスホッケー 30点
（15点） - 30点

（30点） - 10点
（10点）

70点
（55点）

1位
（3位） - -

ス　　キ　　ー 0点
（0点）

0点
（0点）

0点
（0点）

0点
（0点）

10点
（10点）

10点
（10点）

24位
（23位）

10点
（10点）

17位
（20位）

５カ年競技成績比較
競　技　会 第67回大会 第68回大会 第69回大会 第70回大会 第71回大会

ス　ケ　ー　ト 13点 20点 22点 12点 10点

アイスホッケー 60点 55点 75点 55点 70点

ス　　キ　　ー 10点 10点 10点 10点 10点

天皇杯得点・順位 83.0点　18位 85.0点　18位 107.0点　15位 77.0 点　20位 90.0 点　18位

皇后杯得点・順位 20.0点　25位 20.0点　26位 20.0点　26位 20.0 点　26位 20.0 点　27位

大会日程
競　技　会 会　期 日　数 会　場

スケート（スピード） 平成28年1月28日（木）～1月31日（日） 4日間

岩手県盛岡市他

スケート
（ショートトラック） 平成28年1月27日（水）～1月28日（木） 2日間

スケート
（フィギュア） 平成28年1月27日（水）～1月30日（金） 4日間

アイスホッケー 平成28年1月27日（水）～1月31日（日） 5日間

スキー 平成28年2月20日（土）～2月23日（火） 4日間 岩手県八幡平市

入賞者一覧
競　技　会 種　別 氏　名 順　位 競技得点

アイスホッケー
成年男子 栃木県選抜 3位 30点

少年男子 栃木県（日光明峰高校） 3位 30点
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冬季大会総括

　スピードスケートは、昨年7位入賞の成年男子2000mRに期待が集まったが、予選3位で決勝進出は果たせなかった。少年男子の参加
選手はすべて高校1年生という若い布陣であり、今回の経験を生かし、次年度以降の飛躍を期待したい。
　フィギュアでは、厳しい予選会を突破し2年ぶりに本戦出場を果たしたが、本戦での決勝進出はならなかった。2人とも最初のジャンプ
でミスをしてしまい、それが演技全体のリズムに影響し、本来の力を出し切れなかった。
　ショートトラックは少年の2名が参加し、ともに500m・1000mに挑んだが、予選敗退となった。国体の経験を積んだ少年選手たちの
飛躍と、今回不出場だった成年選手の奮闘に期待したい。
　スケート競技では、全体をとおして入賞者を出すことができず、厳しい結果となった。
　アイスホッケー競技では、成年男子（栃木県選抜）は1回戦埼玉、2回戦福島に勝ち、準々決勝では強豪北海道を撃破し快進撃を見せた。
準決勝で惜しくも東京に4-7で敗れたものの、続く3位決定戦では昨年優勝の青森に2-1で競り勝ち、前回の6位を大きく上回る好成績を残
した。前回第3位の少年男子（日光明峰高校）は、準々決勝から登場。初戦の青森は、1週間前に開催された冬季インターハイで敗れている
相手であったが、1-0で勝利し雪辱を果たした。続く準決勝では埼玉県に敗れたが、3位決定戦で長野県に4-2で勝利し、2年連続の3位入
賞となった。成年・少年ともに3位で天皇杯70点を獲得し、総合成績では北海道と同点ながら第69回日光国体以来2年ぶりの優勝となった。 
　スキー競技では、今年も入賞者を出すにはいたらなかったが、滑走日数を増やすための取組（海外遠征）が少しずつ成果として現れている。
特に、ジャイアントスラローム成年男子Aに出場した長友海夢選手（日本大学2年）は、昨年の26位から14位、少年男子の手塚芳宗選手（足
工大附高校2年）も、昨年の30位から14位と大きく順位を上げた。両名ともに来年度の第1シード（各種別15位まで）を獲得したことから、
第72回大会では、スキー競技として9年ぶりの入賞に期待したい。  

■スケート・アイスホッケー結団式（日光） ■スピードスケート（成年男子）

結団式の様子 スポーツファーマシストによるドーピング講習会 スピードスケート競技の様子

準々決勝北海道戦勝利直後の様子 ３位入賞のアイスホッケー成年男子チーム 2年ぶりに競技別天皇杯獲得（総合優勝）を果たしました

スキー競技栃木県選手団 第14位となり、来年度の第1シードを獲得した手塚芳宗選手（足工大付属高） 中澤乃愛選手（宇都宮中央女子高校）

■アイスホッケー

スキー競技の様子 ジャイアントスラローム競技会場の様子

■スキー

佐藤岳史選手（信州大学）
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 スポーツ少年団だより
平成28年度栃木県スポーツ少年団行事予定
　平成28年度のスポーツ少年団事業は以下の予定で実施します。

●研修会・講習会事業

●交流活動
事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

①栃木県スポーツ少年団競技別交流大会
a）バドミントン
　　　　　代表者会議

5月7日（土）
4月15日（金）

栃木県体育館
スポーツ会館会議室

b）軟式野球

　　　　　代表者会議

6月4日（土）・5日（日）・11日（土）
12日（日）・18日（土） 予備日:19日（日）

5月27日（金）

矢板運動公園野球場他
・塩谷総合運動公園野球場
栃木県武道館会議室

c）バレーボール
　　　　　代表者会議

6月25日（土）・26日（日）
6月12日（日）

茂木町民体育館
スポーツ会館会議室

d）ミニバスケットボール

　　　　　代表者会議
6月11日（土）・12日（土）・18日（日）

5月24日（日）
栃木県体育館他
栃木県総合教育センター

e）空手道 6月5日（日） 西方総合体育館
f）柔道 11月13日（日） 栃木県武道館
g）剣道 11月20日（日） 栃木県体育館・栃木県武道館
h）卓球 11月13日（日） 栃木県体育館

②全国スポーツ少年団バレーボール交流大会県予選会
　栃木県スポーツ少年団男子バレーボール秋季交流大会 12月18日（日） 茂木町民体育館

③栃木県スポーツ少年団交歓会 8月19日（金）～21日（日） 今市青少年スポーツセンター
④全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 8月5日（金）～8日（月） 滋賀県彦根市：彦根総合運動野球場
⑤関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 7月29日（金）～31日（日） 栃木県各市町
⑥全国スポーツ少年団剣道交流大会 3月25日（土）～27日（月） 愛知県名古屋市
⑦全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 3月25日（土）～28日（火） 福井県福井市

事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場
①栃木県スポーツ少年団指導者研修大会 11月27日（日） 栃木県総合教育センター
②栃木県スポーツ少年団認定員再研修 2月12日（日） 栃木県総合教育センター
③スポーツリーダー兼認定員養成講習会

a）中央1コース（県体協主催） 9月11日（日）・9月25日（日） 栃木県総合教育センター
b）中央2コース（県体協主催） 9月4日（日）・9月18日（日） 今市青少年スポーツセンター
c）南部地区コース（県体協主催） 7月2日（土）、7月17日（日） 葛生あくとプラザ
d）独自開催 6月～12月 宇都宮市・鹿沼市・日光市・那須塩原市

④栃木県スポーツ少年団ジュニア・リーダースクール 8月19日（金）～8月21日（日） 今市青少年スポーツセンター
⑤リーダーズクラブ活動

a）総会（第1回） 4月10日（日） スポーツ会館会議室
b）研修会（第1回） 7月9日（土）～10日（日） 今市青少年スポーツセンター
c）研修会（第2回） 10月1日（土） スポーツ会館会議室
d）役員会 3月5日（日） スポーツ会館会議室

⑥日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール 8月4日（木）～8日（月） 国立中央青少年交流の家
⑦全国スポーツ少年団リーダー連絡会 9月24日（土）～25日（日） 国立オリンピック記念青少年総合センター
⑧認定育成員研修会（関東ブロック） 10月22日（土）・11月20日（日） 国立オリンピック記念青少年総合センター
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スポーツリーダー兼認定員養成講習会
　平成27年度スポーツリーダー兼認定員養成講習会では892名もの方々が「認定員」を目指し受講されました。 
　平成27年度報告、並びに平成28年度予定については以下のとおりです。

●国際交流事業
事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

①日独スポーツ少年団同時交流事業（受入） 未定 栃木県
※日独スポーツ少年団同時交流（派遣） 7月31日（日）～8月17日（水） ドイツ連邦共和国

●報告：平成27年度
コース名 期　　　日 会　　　場 受講者数 認定者数 保留者数

県
体
協
主
催

中央1コース 8月9日（日）・8月30日（日） 栃木県総合教育センター 349名 152名 180名
中央2コース 9月13日（日）・10月4日（日） 今市青少年スポーツセンター 178名 53名 103名
南部地区コース
（真岡市） 7月12日（日）・7月26日（日） 真岡市青年女性会館 155名 76名 74名

独
自
開
催

鹿沼市 10月31日（土）・12月5日（土） 鹿沼市総合体育館 85名 18名 67名
日光市 9月5日（土）・9月26日（土） 日光市役所・今市第三小学校 59名 13名 45名
那須塩原市 6月13日（土）・7月4日（土） いきいきふれあいセンター 66名 47名 19名

※平成27年度受講者で保留となった方は、平成28年度に登録いただかないと受講資格を失効し認定員として認定できませんので
ご注意ください。

●予定：平成28年度
コース名 期　　　日 会　　　場

県
体
協
主
催

中央1コース 9月11日（日）・9月25日（日） 栃木県総合教育センター
中央2コース 9月4日（日）・9月18日（日） 今市青少年スポーツセンター

南部コース：佐野市 7月2日（土）･7月17日（日） 葛生あくとプラザ

独
自
開
催

宇都宮市 11月12日（土）・11月26日（土） ブレックスアリーナ宇都宮
鹿沼市 11月5日（土）・12月3日（土） 鹿沼フォレストアリーナ
日光市 9月3日（土）・9月24日（土） 日光市役所
那須塩原市 6月11日（土）・7月2日（土） いきいきふれあいセンター

栃木県スポーツ少年団認定員再研修
　栃木県スポーツ少年団では、認定員の再研修（平成18年から移行措置）を平成23年度から義務化となりました。なお、
研修概要については以下の内容となります。

研　　　修　　　概　　　要

対象研修
①栃木県スポーツ少年団指導者研修大会　 平成28年11月27日（日）栃木県総合教育センター
②栃木県スポーツ少年団認定員再研修　　 平成29年2月12日（日）　栃木県総合教育センター

実施団体 栃木県体育協会、栃木県スポーツ少年団指導者協議会
実施規模 約300名

5年間受講人数 約600名×5年=約3,000名
対 象 者 認定員資格保有者（養成講習会受講者は次年度以降受講可能）
有効期限 4年間
費　　用 参加者より500円を徴収

（注）なお、再研修を受講しても、毎年の登録が無ければ認定員資格を失効しますのでご注意ください。

●顕彰事業
事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

○日本スポーツ少年団表彰状、感謝状伝達式
　及び栃木県スポーツ少年団表彰状授与式 11月27日（日） 栃木県総合教育センター
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とちぎの子ども元気塾
　栃木県体育協会では、平成24年度より今市青少年スポーツセンターを拠点とし、将来を担う子ども達に、様々な運動（運
動遊び）を行うことにより、身体を動かす楽しさを体験させ、子ども達の発育・発達に応じたスポーツの基礎づくりを行
うため、「とちぎの子ども元気塾」を開催いたしました。
　今年度も、とちぎの子ども元気塾は、小学校1年生～3年生を対象とし、1日2時間の通常スクールを年間16回、1泊2
日の宿泊スクールを年間1回実施いたしました。
　参加者の声としては、『色々なスポーツを体験することによって自信がついた。』『スポーツ以外にも色々なことに興味を
持つようになった。』などが聞かれました。

　スポーツ選手の運動神経の良さや、体を動かすのが得意な子どもたちの動きに隠れているのが、思ったように体やボー
ルをコントロールする「コーディネーション能力」です。
　「とちぎの子ども元気塾」では、栃木県が誇る豪華講師陣が子どもたちを強力にサポート！さまざまな運動遊びを通し
て、楽しく!子どもたちの発育・発達に応じたスポーツの基礎づくりを行います。
　さらに最新の脳科学研究では、運動遊びによって学力や情意面にも良い影響を与えることが証明されています。いい
ことづくしの元気塾!ぜひこの機会にお見逃しなく！

平成28年度の「とちぎの子ども元気塾」参加者募集については、平成28年4月以降下記にてお問い合わせください。

スケート

陸上競技

親子サッカー

スポーツチャンバラ

夏季スクール

閉講式

栃木県体育協会　生涯スポーツ課　TEL　028-622-7677

日　　程 種　　目
第1回 6月6日 コーディネーショントレーニング
第2回 6月27日 タグラグビー
第3回 7月18日 アクティブチャイルドプログラム
第4回 7月25日 バドミントン
第5回 8月29日 体操競技
第6回 9月12日 陸上競技
第7回 9月26日 親子サッカー
第8回 10月17日 ハイキング・雨天中止
第9回 10月24日 テニス
第10回 11月7日 アイススケート

日　　程 種　　目
第11回 11月28日 野球
第12回 12月12日 フィールドホッケー
第13回 12月19日 水泳
第14回 1月9日 アイススケート
第15回 1月23日 クライミング
第16回 2月6日 親子スケート
第17回 2月20日 スポーツチャンバラ

夏季スクール 8月8日～
8月9日

宿泊にて魚釣り、キャンプ
ファイヤー等

運動遊びで運動能力向上
平成28年度も開催します!
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加盟団体だより
佐野市体育協会
第77回国民体育大会開催に向けて

佐野市体育協会バレーボール専門部長　髙橋　清

昭和55年に開催された「栃の葉国体」。佐野市でバレーボール競技が実施された。
種目は高校男女、6・9人制成年男女の 6種別 97チームが覇を競った。バレーボー
ルは、オリンピックにおいて男女とも優勝した実績があり、また、ルールが簡単で
見るスポーツとしても人気があり、開催を希望する自治体が多く、種別を分散して
開催している状況の中、全種別を開催したのは後にも先にも本市のみであった。当

時は、9人制男子チーム「佐野排球会」が結成され、会場は連日満員。地元選手を応援する横断幕も掲げられ、
そうしたことに勇気づけられ見事優勝。9人制女子、高校女子も本県が準優勝するなどバレーボール競技総合
優勝で、天皇杯・皇后杯獲得におおいに貢献した。私も「佐野排球会」の一員として、とても感激したことが
つい昨日のことのように思い出される。
2回目の国体で、成年男子 6人制開催が内定した。本当に喜ばしい限りである。協会も県協会と一体となっ

て全面的にバックアップ体制をとりたいと考えている。前回の大会でも地元の声援や盛り上がりが大会成功の
を握っていた。地元選手の出場に向けて底辺拡大が喫緊の課題であることは言うまでもない。選手強化につ

いて、私も小学生チームのコーチとして、一層精進したい。

鹿沼市体育協会
第77回国民体育大会開催に寄せて 会長　中島　要三

第 77回国民体育大会が、本県において開催されますことは、誠に喜ばしく、関
係各位のご尽力に心より感謝申し上げます。
本協会は、昭和 31年 5月設立以来、鹿沼市と連携し、スポーツの普及活動に取

り組んでおります。このたび、リオ五輪クレー射撃競技に、本協会所属の石原奈央
子選手の出場が決定したことは名誉なことであり、大変うれしく思っております。
さて、スポーツ普及活動として実施している主な事業では、5月の「鹿沼さつき

マラソン大会」や、11月の「鹿沼市駅伝競走大会」があります。本協会が一体となって取り組んでいる事業で
あり、多くの箱根駅伝ランナーも輩出しております。
この他、ゴルフ場の多い市の特性を生かして始まった「鹿沼市ジュニアゴルフ大会」をゴルフ連盟が、ロン

ドン五輪卓球女子団体で銀メダリストとなった平野早矢香選手の功績を讃えて始まった「平野早矢香杯卓球大
会」を卓球連盟がそれぞれ主管しており、県内外から多くの選手を迎えてハイレベルな大会を開催しており、
本県選手の競技力向上にも寄与しております。
また鹿沼市は、国体競技会場として、卓球とバレーボール会場を目指しており、大会開催の経験を持った競

技団体の協力を得ながら、協会一体となって積極的に協力していきたいと考えております。
2022 年に開催される栃木国体の成功と、本協会の大会に参加いただいた多くの選手の皆さんが、輝きを放

ち活躍されることを心よりご祈念いたします。
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一般財団法人　栃木県野球連盟
“栃木国体に向けて” 『軟式野球』 強化部長　大竹　俊行

目標は日本一 !　　野球は文化である。

我々、野球連盟では日頃からこの言葉を胸に、学童野球（小学生）から古希野球

（70歳以上）まで幅広い年齢層を対象に　“心身ともに健全で豊かな身体つくりを

野球から !”　を合言葉に県内　約三万一千人の競技者と共に活動しています。

第 77回国民体育大会（成年）に向けて、具体的な強化施策としては、2016 年

からチーム編成を『栃木選抜チーム』として 6年間の取り組みを開始します。そして軟式野球・成年男子、過

去最強の栃木県選抜チームを結成し栃木国体に臨みたいと考えています。

活動は年間を通じて活動できる様にスケジュールを組み、選抜チームの課題とされる連携プレー・緻密な戦

術略など細部にわたり練習を重ねる事で確立させ、技術を磨く事は勿論、データ分析・メンタルトレーニング・

選手のケア等々、安定した力を国体終了後も継続出来る様な“組織・しくみの構築”を目指して活動して参ります。

国体の中で野球競技はこれまでも　『関東を制する者は全国を制する !』と言われている様に関東ブロック代

表チームが全国優勝を果たしています。2014年・2015年は埼玉県が二連覇。昨年に限っては決勝戦が関東対

決。正にこの言葉が頷けるものとなっています。　

栃木県も実力に関しては　十分、狙える位置にきていると確信しています。　勝利に繋がらない結果を真

に受け止め　どうしたら結果として勝利に結びつく事が出来るのか ??　足りない事は何なのか ?　もう一度、

見つめ直し一つ一つの課題・問題を丁寧にクリアして、悲願の日本一達成に向け日々精進していきたいと考え

ています。
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栃木県体操協会
第77回国民体育大会に向けて 会長　青木　克明

かつて学校体育で必修だった器械運動は、学習指導要領の改訂や部活動の多様化
もあり、中学校でも高等学校でも体操部の活動が激減している。
また、公益財団法人日本体操協会の指導マニュアル作成と指導者研修会の実施に

より、ジュニア期からの一貫指導の必要性が強調され、飛躍的に指導者の資質が向
上し、指導者の転勤がある学校部活動指導では対応しきれない技術レベルとなって
いる現状でもある。

このような状況を踏まえ、素晴らしい演技を身近で観戦して欲しいと、本県体操協会では大学生の大会誘致
を積極的に勧めると共に、ジュニア選手育成に尽力している民間等クラブへ激励金を 10年以上前から援助し
ている。
その事もあり、平成27年には東日本ジュニア選手権大会を本県で開催し、男子はB級（小学生）並びにA級（中

学生）で優秀な成績を収め、その後の全日本ジュニア選手権大会でも優秀な成績を納めることが出来た。
そして現在、公益財団法人日本体操協会のU-12強化育成選手1名・ジュニア強化選手1名が認定されている。
「オリンピック選手をもう一度」を合い言葉に、昭和 51年のモントリオールオリンピック体操競技団体で

の金メダリスト五十嵐久人氏に続く、オリンピック選手を輩出すべく、関係者一同が一丸となって選手育成に
尽力している成果である。東京オリンピック開催 2年後の第 77回国体は「オール栃木」の選手による大きな
成果としたい。

栃木県バドミントン協会
第77回国民体育大会に向けて 理事長　森田　昇

第 77回国民体育大会バドミントン競技が大田原市で開催されることが正式決定
となり、本県2度目となる国体を迎えることができ、関係各位に感謝申し上げます。
バドミントン競技は、プレーのスピード感や躍動感などダイナミックなプレーが

多くの方を魅了している一方、屋内外で場所や年齢・性別を問わずにプレーできる
手軽さも持ち合わせている国民的なスポーツであります。
日本のバドミントンは、国別対抗戦であるトマス杯・ユーバー杯で優勝および準

優勝と素晴らしい成績を上げ、世界の強国として成長し、2020 年東京オリンピックではメダルの獲得が期待
されています。
国体に向け栃木県協会では、2年前から小学生を中心とした強化に乗り出し、国体総合優勝を目指し今後さ

らなる強化策を図りたいと考えています。それと同時に、競技役員・審判員・補助員などの養成も進めている
ところです。
心に残る思い出多い素晴らしい国体になるよう県協会・大田原市の皆さんと協力し合って頑張ってまいりま

すので、よろしくお願いいたします。
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栃木県体育館からのお知らせ

　平成27年度のスポーツ教室も利用者の皆様にご好評いただき、無事に終了いたしました。参加者の皆様からは『踊ると
気持ち良いし、リフレッシュできた』『呼吸法などがわかりやすく先生が明るい人で元気がもらえる』『難しすぎずリラック
スでき、体が軽くなった』というご意見をいただきました。今後も、県民のニーズに合った、いつでも、誰でも、気軽に
参加できるスポーツ教室を積極的に開催していきたいと考えております。ご参加いただき誠にありがとうございました。

太極拳教室

ビューティ・ピラティス

ズンバ

健康ヨガ教室

バレトン

健康ストレッチ

1、平成27年度実施報告

2、平成28年度開催教室一覧

〈ナイトレッスン火曜日〉　4／26～10／25
　呼吸を感じるゆったりピラティス
　　　　　　　　　　  　 18:30～19:30
　太極拳教室　　　　　　19:40～20:40

〈デイレッスン水曜日〉　4／27～2／22
　ズンバ　　　　10:00～11:00
　健康ヨガ教室　11:15～12:15

〈デイレッスン金曜日〉　5／13～2／24
　バレトン　　　　　　　10:00～11:00
　健康楽のりストレッチ　11:15～12:15

〈キッズサマースクール〉
　夏休みコース（5日間）　9:00～12:00
　　低学年　7／27, 28, 29, 8／2, 3
　　高学年　8／4, 5, 8, 9, 10

来年度より、デイレッスン金曜日の教室が通年となります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

平成27年度　栃木県体育館スポーツ教室
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今市青少年スポーツセンターからのお知らせ



15

平成28年3月31日第118号

平成27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）栃木県体育協会の賛助会員になりませんか。
　（公財）栃木県体育協会は「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「体協だより」又は「体協ホームページ
(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

【お問い合わせ先】
(公財)栃木県体育協会  TEL 028－622－7677

　平成27年度にご賛同いただきました方々のご芳名は、体協HPに掲載されております。

賛助会員名簿　平成28年1月4日～平成28年3月7日までにご賛同いただいた方々です。（順不同・敬称略）
法人・団体:塩谷地区体育協会　竹石建設㈱　栃木県ダンススポーツ連盟　（公財）栃木県獣医師会

平成27年度賛助会員　加入状況：合計　　297口

金融・法人　　　　　  45口

企　業　等　　　　　112口

ゴルフ場関係　　　　　    7口

加盟団体　　　　　  24口

個　　人　　　　　109口

平成28年度 賛助会員募集のお知らせ
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