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平成29年7月31日第122号

（1）　各種大会開催事業
栃木県民スポーツ大会（スポーツ・レクリエーションフェスティバル）の開催

「県民ひとり１スポーツ」の推進をスローガンとして、広く県民へのスポーツ振興を図り、生涯にわたる健康や体力
の保持増進を図るとともに、明朗にして連帯感あふれた活力ある地域づくりに寄与することを目的として開催する。

地方大会（市町大会）と中央大会とし、市町は中央大会の予選として市町大会（市町対抗競技 ２０競技・オープン
競技 ５競技）を開催する。

（2）　スポーツ医科学事業
スポーツの多様化・高度化に対応するため、スポーツ医・科学委員会が理事会の諮問に応じスポーツ医科学に関する

調査・研究活動及び県民への医科学的支援事業を実施する。
（3）　顕彰事業

本県体育・スポーツの振興に貢献し、その功績顕著な者及びスポーツ界で優秀な成績を収めた者に対し、その栄誉を
称え表彰する。

（4）　スポーツ指導者育成事業
本県スポーツの一層の振興を図るため ､ 多様化 ･ 高度化した県民のニーズに応え ､ 適切な指導のできる地域スポーツ

指導者を育成する ｡
（5）　広報事業

本協会活動状況、主催事業等を積極的に広報するとともに、県内のスポーツ情報を収集し、広く県民に情報提供する
ことに努め、県民の理解と協力を得ることを図る。

（6）　スポーツ教室開催事業
県民のスポーツに対する多様なニーズに応え、スポーツ教室を開設する。

（7）　とちぎの子ども元気塾事業
将来を担う子どもたちに、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、子どもたち

の発育・発達に応じたスポーツの基礎づくりを行う。
また、加盟団体と連携することにより多様なプログラムを子どもたちに提供し、これからの栃木県スポーツを支える

タレント発掘を目的とする。
（8）　総合型地域スポーツクラブ育成推進事業

生涯スポーツ社会の実現を図るため ､ とちぎ広域スポーツセンターと連携しながら子どもから高齢者まで誰もがいつ
でも参加できる総合型地域スポーツクラブを育成することにより ､ 地域住民による自主運営のスポーツクラブの組織
化・定着化を推進する ｡

スポーツ活動を通じて、次代を担う青少年の健康な身体と心を育てるとともに、地域社会における豊かな人間関係や連帯
感の醸成のため、市町のスポーツ少年団指導者・団員の登録並びに母集団を育成し、指導者・リーダーの養成及びスポーツ
少年団活動の一層の充実を図る。

選手育成強化事業については、競技力向上対策本部へ一元化し、第７７回国民体育大会終了まで一部を除き休止する。
なお、国体選手等派遣事業については、新たに競技力向上事業に繰り入れ競技団体及び関係機関・団体と緊密な連携を図

りながら事業を推進する。

スポーツを通じて青少年の健全育成と地域スポーツの振興、また生涯スポーツ並びに競技スポーツの実施拠点として、施
設の有効利用と適正な管理運営を図る。
（1）　スポーツ推進事業　　スポーツ教室の開設（ピラティス ２講座）
（2）　県民の日記念協賛事業（施設無料開放）

県民の日記念協賛事業として、施設を一般に無料開放するとともに、各種スポーツの無料体験を実施する。
（3）　宿泊者・外来者の利用促進
（4）　日光市から委託を受け、日光市ホッケー場の管理運営業務を行う。

本県体育スポーツの中核施設として、施設の適正な管理運営を図るとともに、スポーツ教室や各種イベント等の事業を開
催し、本県体育スポーツの普及振興を図る。
（1）　スポーツ推進事業　　スポーツ教室の開設

（ズンバ・ヨガ・バレトン・健康楽のリストレッチ・太極拳・呼吸を感じるゆったりピラティス 各１講座／キッズサマースクール ２講座）
（2）　貸館業務における利用促進

公益財団法人スポーツ安全協会から委託を受ける、スポーツ傷害等の団体保険に関する業務を行う。

１　スポーツ振興事業

２　スポーツ少年団育成事業

３　競技力向上事業

４　今市青少年スポーツセンター事業

５　栃木県体育館管理運営事業

６　スポーツ安全協会委託事業

平成２9年度 （公財）栃木県体育協会事業概要



2

平成29年7月31日 第122号

第７２回国民体育大会関東ブロック大会競技日程・会場一覧
平成29年7月1日現在

季No 競　　　技 競　技　日　程 会場地名 会　　　場　　　名 所　　　在　　　地

本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会

1 水泳 水球 8月3日（木）・4日（金） 前橋市 県立敷島公園水泳場 前橋市敷島町66シンクロ 7月23日（金）

2 サッカー

成年男子
8月11日（金）～13日（日）

前橋市

前橋総合運動公園 前橋市荒口町437
宮城総合運動場 前橋市鼻毛石町2270-1

女子 県立敷島公園サッカー・ラグビー場 前橋市敷島町66県立敷島公園補助競技場
少年男子 8月11日（金）～12日（土） 前橋市下増田運動公園 前橋市下増田町277

3 テニス 8月5日（土）・6日（日） 前橋市 ALSOKぐんまテニスコート 前橋市関根町800
4 ボート 7月8日（土）・9日（日） 館林市 城沼特設ボートコース 館林市花山町3252

5 ホッケー 8月19日（土）～21日（月） みなかみ町
みなかみ町 
月夜野緑地施設内運動広場 
月夜野中学校グラウンド

利根郡みなかみ町月夜野143先
利根郡みなかみ町月夜野80

6 ボクシング 8月25日（金）～27日（日） 高崎市 高崎アリーナ 高崎市下和田町4-1-18

7
バレーボール 8月19日（土）～20日（日） 前橋市 ALSOKぐんまアリーナ 

ALSOKぐんまサブアリーナ 前橋市関根町800

ビーチバレー 7月23日（日） 茨城県 大洗サンビーチ特設コート 大洗サンビーチ

8 体操 競技 8月26日（土）・27日（日） 前橋市 ALSOKぐんまアリーナ 前橋市関根町800新体操 8月25日（金）・26日（土）
9 バスケットボール 8月19日（土）・20日（日） 高崎市 高崎アリーナ 高崎市下和田町4-1-18
10 ウエイトリフティング 8月18日（金）・19日（土） 前橋市 ヤマト市民体育館前橋 前橋市上佐鳥町460-7

11 ハンドボール 8月18日（金）～20日（土） 富岡市
富岡市民体育館 富岡市上黒岩1377-1
富岡高等学校体育館 富岡市七日市1425-1
富岡東高等学校体育館 富岡市富岡118-5

12 ソフトテニス 8月19日（土）・20日（日） 前橋市 ALSOKぐんまテニスコート 前橋市関根町800
13 卓球 8月12日（土）・13日（日） 前橋市 ヤマト市民体育館前橋 前橋市上佐鳥町460-7

14 軟式野球 8月19日（土）・20日（日）
前橋市 上毛新聞敷島球場 前橋市敷島町66
高崎市 高崎城南球場 高崎市下和田町2-12-1

15 馬術 7月29日（土）・30日（日） 前橋市 群馬県馬事公苑 前橋市富士見町小暮2425
16 フェンシング 8月26日（土）・27日（日） 前橋市 ヤマト市民体育館前橋 前橋市上佐鳥町460-7
17 柔道 8月20日（日） 前橋市 ALSOKぐんま武道館 前橋市関根町800

18 ソフトボール 8月19日（土）～21日（月） 前橋市

桃の木川グラウンド 前橋市東片貝町417-4
前橋市民球場 前橋市荒口町437-2
北部運動公園 前橋市上細井町2127-4
宮城総合運動公園 前橋市鼻毛石町2270-1

19 バドミントン 8月19日（土）・20日（日） 太田市 太田市運動公園市民体育館 太田市飯塚町1059
20 弓道 7月23日（日） 前橋市 ALSOKぐんま武道館弓道場 前橋市関根町800

21 ライフル射撃 8月26日（土）・27日（日） 榛東村
群馬県ライフル射撃場 北群馬郡榛東村大字上野原字吾妻山

2-17
しんとうスポーツアリーナ 北群馬郡榛東村大字山子田2020-1

22 剣道 8月19日（土） 前橋市 ALSOKぐんま武道館 前橋市関根町800

23 ラグビー 
フットボール

成男・少男
8月25日（金）～27日（日） 桐生市

桐生市ユーユー広場 桐生市相生町3-444
女子 桐生市陸上競技場 桐生市元宿17-33

24 山岳 7月29日（土）・30日（日） 前橋市 ALSOKぐんまサブアリーナ 前橋市関根町800

25 カヌー
スラローム 
ワイルドウォーター 6月18日（日） みなかみ町 矢瀬親水公園前特設カヌーコース 利根郡みなかみ町月夜野

スプリント 7月16日（日） 富士河口湖町 精進湖カヌー競技場 山梨県南都留郡富士河口湖町精進
364

26 アーチェリー 8月20日（日） 伊勢崎市 ふれあいスポーツプラザ 伊勢崎市下触町238-3
27 空手道 8月26日（土） 前橋市 ALSOKぐんま武道館 前橋市関根町800
28 銃剣道 8月20日（日） 玉村町 玉村町社会体育館 佐波郡玉村町上之手1517

29 クレー射撃 7月19日（水） 富岡市 ぐんまジャイアント総合クレー・ライフ
ル射撃場 富岡市桑原604

30 なぎなた 7月16日（日） 前橋市 ALSOKぐんま武道館 前橋市関根町800
31 ボウリング 7月15日（土）・16日（日） 高崎市 パークレーン高崎 高崎市歌川町8
32 ゴルフ 7月13日（木）・14日（金） 高崎市 サンコー72カントリークラブ 高崎市吉井町岩崎2179

冬
季33 アイスホッケー 12月15日（金）～17日（日） 渋川市 県総合スポーツセンター伊香保リンク 渋川市伊香保町伊香保587-1

※競技日程・会場は変更になる場合があります。
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第７２回国民体育大会 会場地市町村一覧
正式競技 平成 29 年 7 月1日現在
No. 競　　　技 種　別 競技日程 会場地 競　　技　　会　　場
1 総合開会式 9月30日（土） 松山市 愛媛県総合運動公園陸上競技場
2 総合閉会式 10月10日（火） 松山市 愛媛県総合運動公園陸上競技場

3 水泳

競泳 全種別 9月15日（金）～17日（日）
松山市 アクアパレットまつやま特設プール水球 少年男子 9月11日（月）～13日（水）

シンクロ 少年女子 9月10日（日）
飛込 全種別 9月15日（金）～17日（日） 高知県高知市 高知県立春野総合運動公園水泳場
オープン・ウォーター 全種別 9月12日（火） 松山市 松山市北条長浜海水浴場

4 バレーボール ビーチバレーボール 全種別 9月15日（金）～17日（日） 伊予市 五色姫海浜公園
5 弓道 近的 全種別 9月9日（土）～12日（火） 松山市 愛媛県総合運動公園弓道場

遠的 9月9日（土）～11日（月） 愛媛県総合運動公園特設遠的弓道場
6 カヌー スラローム 全種別 9月9日（土）～10日（日） 高知県本山町 寺家カヌー競技場ワイルドウォーター 9月11日（月）～12日（火）
7 陸上競技 全種別 10月6日（金）～10日（火） 松山市 愛媛県総合運動公園陸上競技場

8 サッカー

成年男子 10月1日（日）～4日（水） 松山市 北条スポーツセンター陸上競技場
10月1日（日）～2日（月） 北条スポーツセンター球技上

女子 10月2日（月）～5日（木） 宇和島市 丸山公園陸上競技場
10月2日（月）～3日（火）・5日（木） 愛南町 あけぼのグラウンド

少年男子 10月1日（日）～4日（水） 新居浜市 新居浜市営サッカー場
10月1日（日）～3日（火）・5日（木） 西条市 西条市ひうち陸上競技場

9 テニス 全種別 10月1日（日）～4日（水） 松山市 愛媛県総合運動公園テニスコート
松山中央公園テニスコート

10 ボート 全種別 10月6日（金）～9日（月） 今治市 玉川湖ボートコース
11 ホッケー 成年男女 10月1日（日）～5日（木） 伊予市 しおさい公園伊予市民競技場

少年男女 松前町 松前町ホッケー公園ホッケー場
12 ボクシング 全種別 10月5日（木）～9日（月） 松前町 松前公園体育館

13 バレーボール 6人制
成年男子 10月6日（金）～9日（月） 八幡浜市 八幡浜市民スポーツセンター
成年女子 10月6日（金）～9日（月） 伊方町 伊方スポーツセンター
少年男子 10月6日（金）～9日（月） 伊予市 しおさい公園伊予市民体育館
少年女子 10月6日（金）～9日（月） 鬼北町 鬼北総合公園体育館

14 体操 競技 全種別 10月6日（金）～9日（月） 松山市 愛媛県総合運動公園体育館新体操 少年女子 10月1日（日）～2日（月）

15 バスケットボール

成年男子 10月1日（日）～4日（水） 東温市 ツインドーム重信
少年男子 10月1日（日）～4日（水） 宇和島市・鬼北町 鬼北総合公園体育館
成年女子 
少年女子

10月1日（日）～5日（木）
今治市

今治市営中央体育館
10月1日（日）～3日（火） 今治市営大西体育館

今治市営菊間緑の広場公園運動場総合体育館
16 レスリング 全種別 10月7日（土）～10日（火） 宇和島市 宇和島市総合体育館
17 セーリング 全種別 10月1日（日）～4日（水） 新居浜市 新居浜マリーナ
18 ウェイトリフティング 全種別 10月5日（木）～9日（月） 新居浜市 新居浜市市民文化センター

19 ハンドボール
成年男女 10月5日（木）～9日（月） 西条市 西条市総合体育館

10月5日（木）～7日（土） ビバ・スポルティアSAIJO
少年男女 10月5日（木）～9日（月） 松山市 松山市総合コミュニティセンター体育館

10月5日（木）～7日（土） 北条スポーツセンター体育館
20 自転車 トラックレース 全種別 10月1日（日）～4日（水） 松山市 松山中央公園多目的競技場

ロードレース 全種別 10月5日（木） 今治市 大三島しまなみ特設ロード・レース・コース
21 ソフトテニス 成年男女 10月6日（金）・7日（土） 大洲市 八幡浜・大洲地区運動公園テニスコート

少年男女 10月8日（日）・9日（月） 今治市 今治市営スポーツパークテニスコート
22 卓球 全種別 9月30日（土）～10月4日（水） 宇和島市 宇和島市総合体育館

23 軟式野球 成年男子

10月6日（金）～9日（月） 今治市 今治市営球場
10月6日（金）・7日（土） 新居浜市 新居浜市営野球場
10月6日（金）～9日（月） 西条市 西条市ひうち球場

10月6日（金） 西条市東予運動公園野球場
10月6日（金） 四国中央市 浜公園川之江野球場

10月6日（金）・7日（土） 上島町 いきなスポレク公園蛙石野球場
24 相撲 全種別 10月6日（金）～8日（日） 西予市 乙亥会館
25 馬術 全種別 10月5日（木）～9日（月） 兵庫県三木市 三木ホースランドパーク
26 フェンシング 全種別 10月1日（日）～4日（水） 四国中央市 伊予三島運動公園体育館
27 柔道 全種別 10月7日（土）～9日（月） 松山市 愛媛県武道館

28 ソフトボール

成年男子
10月1日（日）～3日（火） 八幡浜市 王子の森公園運動場

10月3日（火） 八幡市民スポーツパーク
10月1日（日）～2日（月） 大洲市 八幡浜・大洲地区運動公園野球場

成年女子 10月1日（日）～3日（火） 西予市 西予市営宇和球場
10月1日（日）～3日（火） 西予市宇和運動公園多目的広場

少年男子 10月1日（日）～3日（火） 東温市 東温市総合公園多目的グラウンド
10月1日（日）～3日（火） 東温市かすみの森公園多目的広場

少年女子 10月1日（日）～3日（火） 西条市 西条市東予運動公園多目的広場
29 バドミントン 全種別 10月6日（金）～9日（月） 砥部町 砥部町陶街道ゆとり公園体育館

30 ライフル射撃
CP 成年男子 10月2日（月）～4日（水） 松前町 愛媛県警察射撃場
50m

全種別
10月1日（日）～3日（火）

内子町 内子町城の台公園特設ライフル射撃場10m・AP 10月1日（日）～4日（水）
BR・BP 10月1日（日）～3日（火） 内子町城の台公園体育館

31 剣道 全種別 10月1日（日）～3日（火） 松山市 愛媛県武道館

32 ラグビー
フットボール

7人制 成年男子 10月2日（月）～3日（火） 久万高原町 久万高原町ラグビー場女子 10月4日（水）～5日（木）
15人制 少年男子 10月1日（日）・2日（月）・4日（水）・5日（木） 四国中央市 スカイフィールド富郷

33 山岳 リード 全種別 10月1日（日）～3日（火） 西条市 石鎚クライミングパークSAIJO
ボルダリング 西条市西条西部体育館

34 カヌー スプリント 全種別 10月1日（日）～4日（水） 大洲市 鹿野川湖特設カヌー競技場
35 アーチェリー 全種別 10月2日（月）～4日（水） 今治市 今治市宮窪石文化運動公園
36 空手道 全種別 10月7日（土）～9日（月） 四国中央市 伊予三島運動公園体育館
37 銃剣道 全種別 10月7日（土）～9日（月） 東温市 ツインドーム重信
38 クレー射撃 全種別 10月1日（日）～3日（火） 高知県芸西村 ミロク高知射撃場
39 なぎなた 全種別 10月1日（日）～3日（火） 松山市 松山市総合コミュニティセンター体育館
40 ボウリング 全種別 10月1日（日）～5日（木） 松山市 キスケボウル

41 ゴルフ
成年男子

10月4日（水）～6日（金）
内子町 愛媛ゴルフクラブ

女子 松山市 エリエールゴルフクラブ松山
少年男子 サンセットヒルズカントリークラブ

特別競技
No. 競　　　技 種別 競技日程 会場地 競技会場
1 高等学校野球 硬式 10月6日（金）～9日（月） 松山市 坊っちゃんスタジアム

軟式 丸山公園野球場 丸山公園野球場
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平成２８年度・国民体育大会栃木県選手のメディカルサポート
栃木県体育協会　スポーツ医・科学委員長　都丸高志 

（都丸整形外科院長、獨協医科大学臨床教授、スポーツドクター栃木県連絡協議会会長）

今年度国民体育大会出場選手より提出された健康診断書と健康問診調査に基づきメディカルチェックを本
協会の健康管理調査研究班員である日本体育協会公認スポーツドクターによって検討しました。

第７１回国民体育大会本大会参加選手 316 名の内、57 名（49.7％）において身体的に所見がありました。
調査時に治療しているのは、整形外科的疾患 1 １名（3.5％）、内科的疾患 5 名（1.6％）でした。また婦人
科的疾患で 3 名（2.6％）が内服していました。

第７２回国民体育大会冬季大会参加選手 76 名の内 27 名（35.5％）において身体的に所見がありました。
調査時に、感冒・インフルエンザ 18 名でしたが、完治し、競技に出場しました。また婦人科的疾患で、3
名（21.4％）が内服していました。

全員が、２次検診するほどでなく、大会出場を許可され大会中も特に問題ありませんでした。

1　本県の国民体育大会選手のメディカルチェックについて

第７１回国民体育大会本大会、第７２回国民体育大会冬季大会栃木県選手のメディカルサポートについて報
告いたします。

国民体育大会本大会、冬季大会参加選手全員に内服薬とサプリメント摂取についての問診調査をスポーツ
ドクターと JADA（日本アンチ・ドーピング機構）公認スポーツファーマシスト梅野和邦で検討しました。

薬を飲んでいる本大会選手は、84 名（21.4％）でした。その内 3 名（0.7％）にドーピングになる違反薬
の使用があり、１名には、TUE（治療使用特例）を申請しました。残りの２名には、使用禁止を指示しました。

サプリメントを使用している大会選手は、91 名（23.2％）でした。そのうち JADA 指定以外を使用して
いる選手は、29 名（31.9％）でした。成分がはっきりしない為にいずれも JADA 指定の製品に変更をお願
いしました。

また、本大会及び冬季大会結団式には、スポーツファーマシストによるアンチ・ドーピング研修会を開催
して、選手にアンチ・ドーピングの理解と自覚を促しました。

大会中の本県選手のドーピング検査実施状況については、本大会で１名に実施されました。ドーピング検
査の結果は、陰性でした。

2　アンチ・ドーピングについて

第７１回本大会には、日本体育協会公認スポーツドクター矢野雄一郎・亀田正裕・尾形新一郎の３名とア
スレティックトレーナー吉村健児が 9/30 ～ 10/10 まで帯同し、選手団のメディカルサポートをしました。
また、総合開会式前日に行われたドクターズミーティングに矢野雄一郎が参加しました。本大会中に 3 名が
競技中に受傷して緊急に応急処置を受け、1 名が後に手術を受けました。

第７２回冬季大会には、スポーツドクター大西正康、アスレティックトレーナー松田堅太郎が長野県下の
スケート・アイスホッケー競技に 1/28 ～ 1/31 まで帯同し、サポートをしました。1 名が相手選手と接触
による肘部挫創になりましたが、縫合治療後に競技復帰いたしました。

また、スポーツドクター畑　芳春が、長野県下のスキー競技に 2/14 ～ 2/17 まで帯同しました。大会中
に大きな怪我等はありませんでした。

3　大会中のスポーツドクターおよびアスレティックトレーナーの帯同について
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国体選手のメディカルチェックで、全員が再検査することなく大会に出場を許可されました。中には、治
療中の選手（5.1%）や比較的重症でコンディションに特に注意を要する選手もいました。

また女性選手には、生理痛の為に鎮痛剤、ホルモン剤を使用している選手がいました。
今回の調査では、無月経 2 名（2％）、生理不順 33 名（27％）であり、コンディションや女性としての今

後を考えた女性アスリートに対するメディカルサポートの必要性を強く感じました。
サプリメントの使用は、23.3％と年々増えています。その内 31.1％に成分がはっきりしていないものを

使用していました。薬に関しては、２名にうっかりドーピングの可能性を指摘できました。
アンチ・ドーピングに対する啓蒙活動の必要性をより感じました。
本大会で 3 名、冬季大会で 1 名が、競技中の緊急を要する外傷、損傷がありました。
本大会中 1 人のドクターでは、全ての競技に対応ができない為に、ドクターミーティングなどを通して開

催県側と連携して対処し、選手側と密に連絡とれる体制をより強化していく必要がありました。

4　まとめ
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スポーツ医科学研究報告

メディカルサポート事業
公益財団法人栃木県体育協会スポーツ医・科学委員会

本協会では、栃の葉国体（昭和 55 年）の開催を契機としてスポーツ医・科学委員会を設置し、スポーツ選
手の健康管理や体力測定等の医科学的支援を行ってまいりましたが、平成 27 年度から新たに、「医科学分野を
はじめとした総合支援事業」がスタートし、平成 28 年度からは「メディカルサポート事業」と名称を変更し
て実施しております。この事業のねらいとしては、県内のスポーツ団体へ公募をして、ニーズに応じた支援を
実施することが目的でありますが、平成 24 年度より数年はモデル支援団体を設定して支援体制の整備及び効
果の具体例をつくることとなりました。

１　目　　的
スポーツには、生活の質の向上や自己実現を図るなど、豊かな心と生きがいをもたらす大きな力がある。特

に、青少年にとってスポーツは、健康の保持増進や体力の向上、技術の習得はもちろんのこと、ルールやマナー
の遵守などの規範意識を高め、人間的な成長を促す極めて教育的意義のある活動でもある。

このようなスポーツに主体的、継続的に親しむライフスタイルを、1 人でも多くの県民が実現できる社会を
めざすには、勝利主義に走ることなく、スポーツの内在的価値に配慮したプロモーションが必要となる。

そこで、スポーツ医・科学委員会では「スポーツの持つ価値」をより高めるために、６分野から構成される
医科学支援を整備し、県民１人ひとりの豊かなスポーツライフの享受に寄与することが望ましいと考え、その
策の１つとして、医科学分野をはじめとするメディカルサポート事業を行い、競技力及びライフスキルの向上
を目指します。

２　支援チームを構成する6分野
①スポーツドクター　　　　　　　　　　　　　　④スポーツ栄養学
②アスレティックトレーナー　　　　　　　　　　⑤スポーツ心理学
③スポーツ科学　　　　　　　　　　　　　　　　⑥スポーツ社会学

３　支援団体
公募を最終目的とするが、平成２４年度より数年はモデル支援団体で

実施。
　【平成２８・２９年度モデル支援団体】
　　・宇都宮文星女子高等学校バスケットボール部
　　・宇都宮文星女子高等学校陸上競技部

４　平成２８年度支援内容及び支援班員

・スポーツドクター 「メディカルチェック」
　　　　　　　　支援班員　矢島久敬（倉持病院整形外科）、阿久津仁（倉持病院整形外科）

・アスレティックトレーナー  「動作修正エクササイズ､アジリティー向上､障害予防とパフォーマンス向上､等」
　　　　　　　　支援班員　剱持佑起（帝京大学）、松田堅太郎（KSG トレーナーズ企画）

・スポーツ科学 「体力測定及び測定結果のフィードバック」
　　　　　　　　支援班員　伊藤精秀、野間明紀（白鷗大学）、

・スポーツ栄養学 「食事調査とフィードバック、栄養講習会、個別栄養指導、保護者対象栄養講習会等」
　　　　　　　　支援班員　鈴木いづみ（管理栄養士）、類家万里（管理栄養士）

・スポーツ心理学 「選手への心理アセスメント及びコーチへの心理的サポート等」
　　　　　　　　支援班員　笠原　彰（作新大学）　

・スポーツ社会学 「個人目標設定に関するサポート等」
　　　　　　　　支援班員　藤井　和彦（白鷗大学）
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大田原

那須

スポレ

那須塩

ジョー
犬伏い

TEL：0289-64-2702

TEL：0288-22-6470
TEL：0288-54-0657
TEL：090-5518-6868
TEL：0288-21-5183

TEL：0285-82-8625
TEL：0285-84-2811

TEL：0285-81-3071

TEL：0285-68-0020

TEL：0285-52-1182
TEL：0285-44-0849
TEL：0285-48-5401

TEL：0282-51-6022

TEL：0280-57-4187

TEL：0282-25-6275
TEL：0282-51-2598

まほろ

TEL：0282-55-2500
TEL：0282-24-3653

大田

特定非

佐野

佐野中
ＪＯＨＯ

プレジ

葛生わ

グリムの里スポーツクラブ TEL：0285-52-1182

NPO法人元気ワイワイ南河内 TEL：0285-48-5401

壬生町

ゆうがおスポーツクラブ TEL：0282-51-6022

いわふねスポーツクラブ
マイタウン皆川スポーツクラブ TEL：0282-22-1812

NPO法人　夢くらぶ国分寺 TEL：0285-44-0849

野木町

元気の出るスポーツクラブのぎ TEL：0280-57-4187

栃木市

NPO法人 大平スポーツネット TEL：0282-25-6275
あいあいクラブ都賀 TEL：0282-51-2598

TEL：0282-55-2500
加蘇スポーツクラブきらら☆ TEL：0289-62-7076
生子の里スポーツクラブ　☺スマイル TEL：0289-64-2702

サンクスポーツクラブ陽東 TEL：028-661-4622
TEL：028-654-1013

上三川町

かみスポクラブ TEL：0285-57-2400

鹿沼市

わくわくひがしクラブ TEL：0289-64-1206

ちゅんちゅんさわやかスポーツクラブ雀宮

ジョイスポしろやま TEL：028-680-5851
友遊いずみクラブ TEL：028-662-1221
横川スポーツクラブ TEL：028-666-6817
いきいきエンジョイ清原 TEL：028-666-6231
豊郷元気！スポーツクラブ TEL：028-643-0800

宇都宮市

サン・カルチャークラブ　　 TEL：028-612-5989
スポルトかわち『ship』 TEL：028-673-5911

三和・やまびこスポーツクラブ TEL：0284-63-0783
みくりやスポーツクラブ TEL：0284-72-1388
やまべスポーツクラブ TEL：0284-71-7711
千歳さくら倶楽部 TEL：0284-41-6366
おまたいちょうクラブ TEL：0284-63-2445

マイタウン皆川スポーツクラブ

あいあいクラブ都賀
いわふねスポーツクラブ

小山市

TEL：080-5673-2068

おにっこクラブ TEL：0285-22-0830

下野市

那珂

TEL：0283-85-4088

三重スポーツクラブ TEL：0284-21-9719
スポーツコミュニティーとうこう TEL：0284-41-2623
葉鹿ふれあいスポーツクラブ TEL：0284-62-1986

きたごうスポーツクラブ TEL：0284-42-2360

TEL：0287-45-0050

TEL：0287-43-3189
チャレンジやいた TEL：0287-43-6218

高根沢町

さくら市

那珂川町

NPO法人しおやユリピースポーツクラブ

NPO法人たかはら那須スポーツクラブ

もおかスポーツクラブ

豊岡地区設立準備委員会

TEL：0285-22-0830

TEL：028-675-3361
HOKUTO.S.C TEL：028-676-0705

さくらスポーツクラブエンジョイ TEL：028-686-6625

まほろばの里スポーツクラブ TEL：0287-96-2116

プレジャーランド那須 TEL：090-4425-0039

ジョータロークラブ TEL：0283-85-3298
犬伏いきいきクラブ TEL：0283-23-9997
佐野中央スポーツクラブ TEL：0283-25-0690
ＪＯＨＯＫＵスポーツクラブ TEL：0283-21-4486
NPO法人 たぬまアスレチッククラブ TEL：0283-62-9779
葛生わいわいクラブ

いきいきエンジョイ清原
ジョイスポしろやま
豊郷元気！スポーツクラブ

TEL：0287-48-6027

野木町

元気の出るスポーツクラブのぎ

栃木市

NPO法人 大平スポーツネット

下野市

NPO法人グリムの里スポーツクラブ
NPO法人　夢くらぶ国分寺
NPO法人元気ワイワイ南河内

壬生町

ゆうがおスポーツクラブ

ましこチャレンジクラブ

市貝いきいきクラブ

大田原ジョイフルスポーツクラブ TEL：0287-22-2012

スポレクＪＯＹ那須 TEL：0287-72-1754

おにっこクラブ

みんなで楽しむスポーツクラブ
スポーツクラブおおさわ

ＮＰＯ法人イデア・スポーツ・コミュニティ

佐野市

足利市

河
内
地
区

上
都
賀
地
区

芳
賀
地
区

下
都
賀
地
区

県
北
地
区

安
足
地
区

小山市

市貝町

益子町

真岡市

西校地区設立準備委員会

鹿沼市

上三川町

生子の里スポーツクラブ　☺スマイル

スポーツクラブ ＹＯＵ ＧＯ！

宇都宮市 塩谷町

矢板市

サン・カルチャークラブ　　
スポルトかわち『ship』

大田原市

那須町

那須塩原市

日光市 特定非営利活動法人　AS栃木

元気ＵＰスポーツクラブ

TEL：028-612-5989
TEL：090-9652-5911
TEL：028-662-1221
TEL：028-666-6817
TEL：028-666-6231
TEL：028-680-5851
TEL：028-643-0800
TEL：028-661-4622
TEL：028-654-1013

TEL：0285-57-2400

TEL：0289-64-1206
TEL：0289-62-7076

わくわくひがしクラブ
加蘇スポーツクラブきらら☆

サンクスポーツクラブ陽東
ちゅんちゅんさわやかスポーツクラブ雀宮

いきいきクラブ上三川

友遊いずみクラブ
横川スポーツクラブ
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これからの総合型クラブへの支援体制について

　　　～ 動かせ心、つなげ人、地域の輪になるスポーツクラブ ～ 

　これまでの総合型クラブへの支援については、（公財）栃木県体育協会が栃木県教育委員会スポーツ振興課と連携しながら、各種
支援事業を展開してきました。また、市町行政や関係団体等においても個々に支援を行ってきました。
　しかしながら、多様な主体が総合型クラブへの支援に尽力している一方、役割分担や連携体制について十分に整理されてこな
かったため、必ずしも効率的・効果的な支援体制にはなっていませんでした。
　このような現状から、今後、（公財）栃木県体育協会では上記図が示すように、栃木県教育委員会スポーツ振興課との一体的な連
携の下、市町体育協会や加盟団体等との連携・協働体制の強化を図り、より効果的な支援を行ってまいります。
　また、栃木県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会においては、58クラブが加盟する大きな組織へと発展し、中間支援組織として
の一層の活躍が期待されているところです。平成29年４月には、県連絡協議会を構成する６地区協議会が設立され、地区協議会に
よるイベントや研修等を積極的に実施され、地域スポーツの振興に御尽力をいただいております。

県内総合型地域スポーツクラブ（５８クラブ）

地区協議会による支援体制の確立

河内 上都賀 芳賀 下都賀 県北 安 足

栃木県総合型県地域スポーツ会クラブ連絡協議

連携・協働による支援の充実

（公財）栃木県体育協会 栃木県教育委員会スポーツ振興課

市町体育協会 市町行政

体協加盟団体 各種関係機関・団体

　これまでの総合型クラブへの支援については、（公財）栃木県体育協会が栃木県教育委員会スポーツ振興課と連携しなが
ら、各種支援事業を展開してきました。また、市町行政や関係団体等においても個々に支援を行ってきました。
　しかしながら、多様な主体が総合型クラブへの支援に尽力している一方、役割分担や連携体制について十分に整理されて
こなかったため、必ずしも効率的・効果的な支援体制にはなっていませんでした。
　このような現状から、今後、（公財）栃木県体育協会では上記図が示すように、栃木県教育委員会スポーツ振興課との一
体的な連携の下、市町体育協会や加盟団体等との連携・協働体制の強化を図り、より効果的な支援を行ってまいります。
　また、栃木県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会においては、58クラブが加盟する大きな組織へと発展し、中間支援組
織としての一層の活躍が期待されているところです。平成29年４月には、県連絡協議会を構成する６地区協議会が設立さ
れ、地区協議会によるイベントや研修等を積極的に実施され、地域スポーツの振興に御尽力をいただいております。
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平成29年度スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会日程
認定員の役割
　単位スポーツ少年団活動の中心的指導者として、スポーツ少年団の理念にのっとり、その指導・運営にあたり、単位スポーツ
少年団内における育成母集団をはじめ、組織の強化を図っています。
講習会について

1
2

3

4
5

実 施 方 法
講 習 内 容

参 加 者

経 費
資 格 認 定

1会場（1コース）につき、11科目35時間（集合講習14時間・自宅学習21時間）の講習を2日間で実施します。
公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度及び日本スポーツ少年団指導者制度に基づき、県並び
に各市町スポーツ少年団の企画において行います。
なお、講習会終了後、検定試験が実施されます。

（1）スポーツ少年団登録者
（2）本年度または次年度に指導者登録が見込まれる者
参加料　2,420円（認定料は必要ありません）   ※テキスト代別途　1,080円

（1）本講習会の全課程を修了し、検定試験に合格した者に対して、日本スポーツ少年団指導者制度に基づく
「スポーツ少年団認定員」として認定し、認定証、認定員章及び指導必携書を交付する。併せて公益財
団法人日本体育協会公認スポーツリーダー資格を付与する。

（2）資格認定については、スポーツ少年団指導者（資格なし指導者登録）登録の確認後行いますので、必ず
本年度または次年度に登録を行ってください。

　★詳細につきましては、各開催コースへ直接お問い合わせください。　※直接お問い合わせください。

　平成23年度から、本県スポーツ少年団では、スポーツ少年団認定員の資質の向上を目的とし、下記の再研修が義務化と
なりました。

　平成29年度栃木県スポーツ少年団競技別交流大会の前期5競技（バドミントン、ミニバスケットボール、バレーボール、
軟式野球、空手道）が開催されました。結果につきましては、下記記載のとおりです。
　なお、関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会は、7月28日(金)～30日(日)に埼玉県さいたま市他において開催されます。

　　※認定員有効期限（更新期間）は、4年間となります。
　　※開催通知につきましては、後日、各市町スポーツ少年団へ送付いたします。

コース名 期　　　日 締切 会　　　場 参加定員 お 問 い 合 わ せ
中 央 1 12月2日（土）、16日（土） 11月17日（金）今市青少年スポーツセンター 100名程度 (公財)栃木県体育協会 028-622-7677
宇 都 宮 市 6月11日（日）、25日（日） 終了 ブレックスアリーナ宇都宮 終了 宇都宮市体育協会 申込み終了しました
鹿 沼 市 11月11日（土）、12月9日（土） ※ 鹿沼フォレストアリーナ 100名 鹿沼市体育協会 0289-63-2255
日 光 市 10月7日（土）、28日（土） ※ 日光市役所 50名 日光市体育協会 0288-21-5183
那須塩原市 6月10日（土）、7月1日（土） 終了 いきいきふれあいセンター 終了 那須塩原市体育協会 申込み終了しました
大 田 原 市 7月2日（日）、23日（日） 終了 県北体育館 終了 大田原市体育協会 申込み終了しました
佐 野 市 7月15日(土)、22日(土) 終了 葛生あくとプラザ 終了 佐野市体育協会 申込み終了しました

スポーツ少年団認定員の再研修について

平成29年度栃木県スポーツ少年団競技別交流大会（前期5競技）

No. 期　　　日 会　　　場 研　修　会　名　称
1 平成29年 12月3日（日） 栃 木 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 栃 木 県 ス ポ ー ツ 少 年 団 指 導 者 研 修 大 会
2 平成30年 2月25日（日） 栃 木 県 総 合 教 育 セ ン タ ー 栃 木 県 ス ポ ー ツ 少 年 団 認 定 員 再 研 修

☆お知らせ☆
平成27年度から各単位団において有資格指導者を2名以上登録することが義務化となっております。
つきましては、有資格指導者が1名以下の単位団は競技別交流大会に参加できません。
大会参加を予定されている資格なし指導者の方は、今年行われる認定員養成講習会を受講されますようお願いいたします。

男子 シングルス ダブルス
優　勝 堀　　燈矢 みはら 北川　雄大・今泉　宏樹 みはら
準優勝 雫　　颯太 宇都宮中央 山崎　遥人・廣瀬　海翔 みはら

女子 シングルス ダブルス
優　勝 南木　三奈 西が岡 小森　彩音・関　　鈴葉 白沢
準優勝 小松　　杏 今市 白井　陽向・遠井　更紗 宇都宮 JB

●バドミントン　　5月13日(土)　　栃木県体育館

 スポーツ少年団だより
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形の部 優　勝 準優勝

男子
4 年生 柳　颯月 清原空手道 さくら市 大森　琉生 祇園空手 下野市
5 年生 日高　櫻大 清原空手道 さくら市 川野　海喜 西空手道 那須塩原市
6 年生 植田　颯真 清原空手道 さくら市 髙橋　楓 石橋空手 下野市
中学生 舩生　勘太郎 清原空手道 さくら市 柴山　風輝 姿川空手 宇都宮市

女子
4 年生 佐藤　希羽 一友会 上三川町 橋本　一華 清原空手道 さくら市
5 年生 三浦　咲希 祇園空手 下野市 菅谷　奏音 那須塩原 那須塩原市
6 年生 黒岩　苺花 清原空手道 さくら市 出利葉　美月 一友会空手 上三川町
中学生 佐藤　幸 清原空手道 さくら市 荒川　栞奈 清原空手道 さくら市

組手の部 優　勝 準優勝

男子

4 年生 猪瀬　響 野木町空手道 野木町 福地　陸翔 野木町空手道 野木町
5 年生 初山　龍大 佐野空手道 佐野市 風間　雄大 佐野空手道 佐野市
6 年生 川上　想太 佐野空手道 佐野市 初谷　柊太 佐野空手道 佐野市

中学 1 年 大橋　大憧 松空塾日光 日光市 菅谷　至旺 公道館明保 宇都宮市
中学 2･3 年 吉澤　匠 公道館明保 宇都宮市 小林　跡武 西空手道 那須塩原市

女子

4 年生 大輪　莉央奈 白堊会空手道 那須烏山市 浦　楓 一友会空手 上三川町
5 年生 江俣　桜 真武館空手道 宇都宮市 相馬　優生 かわち空手道 宇都宮市
6 年生 鈴木　花望 一友会空手道 上三川町 小野　愛 佐野空手道 佐野市

中学 1 年 小野　愛 佐野空手道 佐野市 小野崎　陽菜 野木町空手道 野木町
中学 2･3 年 大橋　ラム 松空塾日光 日光市 江俣　雅 真武館空手道 宇都宮市

優　勝 鹿沼東光 鹿沼市 準優勝 陽東シリウス 宇都宮市
第３位 日光ウィングバレーボールクラブ 日光市 第３位 大内西バレーボールクラブ 真岡市

グッドマナー賞 新田バレーボールクラブ 宇都宮市

優　勝 陽光 宇都宮市 準優勝 清原中央 宇都宮市
第３位 清原南 JVC 男子 宇都宮市 第３位 陽東シリウス 宇都宮市

グッドマナー賞 河内 Kids 宇都宮市

●バレーボール　6月24日(土)・25日(日)　　茂木町民体育館

●男子バレーボール　6月25日(日)　　茂木町民体育館

優　勝 城山クラブ 宇都宮市 準優勝 峰学童ファイターズ 宇都宮市
第３位 中村クラブ 真岡市 第３位 小川那珂クラブ 那珂川町

グッドマナー賞 峰学童ファイターズ 佐野市

●軟式野球　6月3日(土)・4日(日)・10日(土)･11日（日）･17日（土）　矢板運動公園野球場・塩谷町総合公園野球場

●空手道　6月5日(日)　　西方総合文化体育館

男
　
子

優　勝 清原ロケッツ 宇都宮市 女
　
子

優　勝 宮の原 宇都宮市
準優勝 みはら 宇都宮市 準優勝 今二 Rabbits 日光市
第３位 宮の原 宇都宮市 第３位 今市第三 日光市
第３位 烏山 LD 那須烏山市 第３位 大谷北 OWLS 小山市

●ミニバスケットボール　6月17日(土)・18日(土)・24日(土)　　栃木県体育館、アリーナ田沼　他

今市青少年スポーツセンターからのお知らせ
秋の教室参加募集！

スポーツの秋がやってきます！Let's enjoy sports♪
自然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 ９／６～１０／２５　毎週水曜日
時　間 １９：３０～２０：３０
参加料 ２，４００円 場　所 体育館
その他 ヨガマットorバスタオル・飲み物
定　員 110名

≪受　付　期　間≫
８月１日～８月３１日

受付時間は９：００～１７：００
電話または来所にて受付いたします。 【問い合わせ】　今市青少年スポーツセンター

〒321-2342　日光市根室609-1　TEL 0288-26-1155
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栃木県体育館からのお知らせ

　今年度も様々なスポーツ教室を行っています。
　初めての方でも気軽に楽しめますので年齢、性別を問
わずたくさんの参加をお待ちしております。

　各教室ともに料金は１回ワンコイン（５００円）です。
　なお１日に２つの教室を受講されるお客様は、なんと２つ目の教室が３００円
となります！！
楽しく、皆でいい汗を流しませんか？皆様のご参加を心よりお待ちしておりま
す！！！

お問い合わせ先　
（公財）栃木県体育協会　栃木県体育館

〒320-0057　宇都宮市中戸祭1-6-3
◆栃木県体育館　TEL028-622-4201
　　　　　　　　FAX028-622-4203
◆プール館　　　TEL028-622-4204

９月以降のスポーツ教室案内

スポーツ教室参加について

≪ZUMBA≫
場所　武道館
時間　10：00～11：00
日程　9/6～2/28
（11/15・22、12/27は休み）
※運動シューズ、汗拭きタオル持参

≪バレトン≫
場所　武道館
（11月からは武道館会議室で行います）
（9/8・15、10/13はスポーツ会館
　9/22は別館になります）
時間　10：00～11：00
日程　9/1～2/23
（11/17・24は休み）
※ヨガマットかバスタオル持参

≪呼吸を感じる、
ゆったりピラティス≫
場所　別館
時間　18：30～19：30
日程　9/5～10/13
※ヨガマットかバスタオル持参
※小さなお子様連れはご遠慮ください

≪健康ヨガ教室≫
場所　武道館
（11月からは武道館会議室で行います）
時間　11：15～12：15
日程　9/6～2/28
（11/15・22、12/27は休み）
※ヨガマットかバスタオル持参
※小さなお子様連れはご遠慮ください

≪健康楽のりストレッチ≫
場所　武道館
（11月からは武道館会議室で行います）
（9/8・15、10/13はスポーツ会館
　9/22は別館になります）
時間　11：15～12：15
日程　9/1～2/23
（11/17・24は休み）
※ヨガマットかバスタオル持参

≪太極拳教室≫
場所　別館
時間　17：15～18：15
日程　9/5～10/31
※汗拭きタオル
※運動シューズ持参

デイレッスン水曜日コース

デイレッスン金曜日コース

ナイトレッスン火曜日コース
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那須塩原市体育協会
第７７回国民体育大会開催に向けて� 会長　榎本　建司

本市は「市民ひとり１スポーツ」を基本理念として全ての市民がいつでも、どこ
でも、いつまでも個人の関心や目的、体力に応じて運動やスポーツに親しむことが
できるような取り組みをしています。

当協会は平成１７年の市町村合併により旧黒磯市、旧西那須野町、旧塩原町の体
育協会が統合して現在の那須塩原市体育協会が発足しました。現在３２競技団体、
約 3,500 名が登録し各種大会の開催、指導者の育成等、市のスポーツ振興、市民

の体力向上や健康の維持推進のため日々研鑽を積んでいます。
平成３４年に本県で開催されます「いちご一会とちぎ国体」において、本市では女子サッカー、トライアス

ロンが開催されますが、これらの競技への出場はもとより競技力の向上、さらには市民の気運を醸成させ、各
競技団体や関係スポーツ団体と連携して選手育成に取り組んでいきます。

大会開催を通じて、加盟団体はもちろんのことスポーツ少年団とも連携し、また行政の御支援も賜りながら
市民のスポーツ活動の推進と健康・体力の増進を促すとともに、スポーツを通じた地域づくりを推進して参り
たいと思います。

４２年ぶりに本県で開催される本大会が、思い出に残る大会になるよう努めて参ります。

さくら市体育協会 会長　川上　登志行

５年後国体に向けての取り組み、意気込みについて

　さくら市の誕生とともに、旧氏家町・旧喜連川町の両体育協会が統合し、現在の
さくら市体育協会が発足しました。

当協会の事業推進メインテーマとして、
①「あいさつで始まる、明るい元気なスポーツライフ」
②「市民ひとり一スポーツ推進運動の全市展開」
③「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも楽しく取り組むみんなのスポー

ツ」の３つを掲げております。現在当協会では２４団体が加盟しており、2,000 名以上の会員が登録しています。
各種教室・大会等の開催を通じて、市民の体力向上・健康増進を図っております。

さて、５年後に本県で開催されます第７７回国民体育大会において、当市では宇都宮市との共催によりサッ
カー競技（成年男子）を「さくらスタジアム」を会場に開催されます。当スタジアムは多目的運動場として平
成２７年８月に完成し、陸上競技の他サッカー等多目的に利用可能なフィールドを有するほか、広域防災の機
能も有しております。また今年８月には、喜連川高校跡地のグラウンドに人工芝のサッカーフルコート及びフッ
トサルコートが完備された「ＳＡＫＵＲＡグリーンフィールド」が完成し、大会に向けた整備も整い、スポー
ツに対する市民の関心が益々高まっているところです。

最後に、第７７回国民体育大会栃木大会の成功を心からご祈念申し上げます。

加盟団体紹介
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栃木県相撲連盟
第７７回国民体育大会の開催に向けて� 会長　池田　　忠

皆様方におかれましては、平素より当連盟の趣旨と運営に深いご理解とご協力を
賜り、誠にありがたく深謝いたしております。

当連盟は、栃木県相撲研修として昭和１５年に発足し、昭和２１年９月に栃木県
相撲連盟に名称変更され、現在７支部、連盟理事４７名で活動しており、設立より
７７年の長きにわたり本県相撲の振興と競技力の向上に取り組んで参りました。特
に、本県の開催となった昭和５５年の「栃の葉国体」「平成５年全国高校総体」を

経て、競技者・指導者の育成に力を入れたことにより、着実にレベルアップを図ることができました。
近年は、相撲が競技として面白く楽しいものであることを理解し、誰もが参加できるよう働きかけ、相撲道

場の設立や整備を行ってまいりました。競技者の育成と選手層の拡大を図るため、小・中学生を中心とした低
年齢層の育成に力を入れてきました。現在では、小・中学生、高校生と成果を上げ、全国レベルの有力選手も
増えており、今後の活躍が期待できます。今後は、選手の発掘と育成強化に繋がる環境を整え、５年後の栃木
国体において最高の結果を残すことが目標であり、「相撲」という日本古来のスポーツを通じて、青少年の育成
に少しでも役立ちたいという理念とともに、地域住民の交流の場を増やし、地域の発展に繋げて参りたいと思っ
ております。

栃木県ラグビーフットボール協会
第７７回国民体育大会の開催に向けて� 会長　杉山　茂之

本協会は昭和２３年に設立され、現在小学生のラグビースクールから中学、高校、
大学そして社会人クラブチーム等２６チーム、約８００名の選手が登録されており
ます。ラグビーフットボールは、３７年前の栃の葉国体以来、しばらく少年、青年
とも国体出場の機会がなく、チーム数も少なく、どちらかというとマイナーな競技
のイメージがありましたが、ここ数年少年（高校）の活躍がめざましく、第６６回
山口国体３位、第６７回岐阜国体５位、そして昨年の第７１回岩手国体では３位と

頑張っております。
日本のラグビーフットボール競技も、２年前のラグビーワールドカップ・イングランド大会での大活躍で世

界を驚かせ、昨年のリオデジャネイロオリンピックでもラグビーフットボール競技が取り入られ（７人制ラグ
ビー男子・女子）、２年後の日本開催のラグビーワールドカップ、３年後の東京オリンピックでのラグビー競技
も注目されています。

本県で２回目の開催となる５年後の第７７回国体では、成年（７人制）、少年（１５人制）、そして昨年の岩
手国体から正式種目となった女子（７人制）の強化に取り組んでおります。特に、女子種目では本県選手が日
本代表チーム入りするなど、国体のみならずオリンピック代表に向けての活躍も期待されており、今後も各関
係機関等との連携を図りながら選手の育成、強化、競技力向上を目指して行きたいと考えております。

【訂正とお詫び】
　前回号（第１２１号）の「加盟団体だより」の中で、ＮＰＯ法人大田原市体育協会の会長名が間違っておりました。正
しくは、「岡本　允久」様ですので、ここに訂正とお詫びを申し上げます。
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賛 助 会 員 募 集
会　費〈年会費〉　(公財)栃木県体育協会では、賛助会員を募集

いたしております。
　賛助会の会費は、各種大会の開催、選手の育
成・強化、指導者養成など、県内のスポーツの
振興を目的とした様々な事業に活用されます。

個人会員 １口 5,000円から

法人・団体会員 １口 10,000円から

広告掲載募集　  法人・団体会員を対象に、この「県体協だより」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。

平成２９年度　（公財）栃木県体育協会役員名簿
理 事 長 荒 川 政 利

理　　事

濵 野 賢 司

理　　事

津 浦 智 雄

理　　事

都 丸 高 志
常務理事 飯 田 道 彦 門 馬 信 男 伊 藤 宏 幸 黒 後　　 洋

理       事

會 澤 政 宏 小曽戸　和　彦 大 島 研 一 河 合　　 寛
青 木 良 一 大谷津　　　薫 和 田 公 伸 田 代 哲 郎
阿 部 哲 夫 別　井　　　晃 保 坂 光 雄

監　　事
矢 口 勝 行

長 濱 康 夫 室　井　和比古 塩 田 雅 明 熊 代　　 弘
川　上　登志行 落　合　　　保 小 島 守 夫

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

バ
ナ
ー
広
告
募
集
中
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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
　　　52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 ISO9001・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
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活動 年間掛金

（1人当たり）

1,000万人のガンバリサポート

平成28年12月作成　16-Ｔ20746

〈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（平成29年4月）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン日本興亜
大同火災  東京海上日動  日新火災  富士火災  三井住友海上

TEL 03-3515-4346（平日9：00～17：00）この広告はスポーツ安全保険（スポーツ安全保険特約書に基づく傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険特約・スポー
ツ安全協会傷害保険特約（学校管理下外担保）・突然死葬祭費用担保特約付帯普通傷害保険）、賠償責任保険（ス
ポーツ安全協会賠償責任保険特約等付帯施設賠償責任保険及びスポーツ安全協会傷害保険特約（学校管理下外担
保）付帯普通傷害保険賠償責任担保条項））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。

検索スポーツ安全協会
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。
※インターネットからも加入受付をおこなっております。

対象となる事故

団体活動中の事故/
往復中の事故

保険期間

平成29年4月1日午前0時から
平成30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

危険度の高いスポーツ

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

スポーツ活動の指導・審判

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

突然死

葬祭費用

急性心不全
脳内出血

など（ （

180万円

突然死

葬祭費用

急性心不全
脳内出血

など（ （

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、「平成29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。

※スポーツ活動を行う場合は対象となり
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区分と同様

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。

スポーツ安全協会
028-622-7878(直通)
028-622-7677(代表) 電話受付時間　午前8時30分～午後5時（土、日、祝日を除く。）

〒320-0057 宇都宮市中戸祭1-6-3　スポーツ会館内
栃木県支部〈　　　　〉（公財）栃木県

 体育協会内

スポーツ安全保険広告用（スポーツ編） 加入区分記載　A4 /4C 2016.12.28
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