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平成30（2018）年度（公財）栃木県体育協会スポーツ顕彰授与式
平成 31（2019）年 2月 15日（金）栃木県公館において、平成 30（2018）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、熊久保 克彦 様、青山 きよ 様、安藤 博文 様、福田知事、宇田教育長、須藤 正弘 様、喜内 敏夫 様、津浦 智雄 様）

氏名及び推薦団体 主　な　役　職 主　　な　　功　　績　　等
安藤　博文　様

宇都宮市体育協会
栃木県銃剣道連盟副会長

銃剣道競技で国体をはじめ県民スポーツ大会の役員とし
て大きく貢献され、特に講習会や審査会等の審査委員長
として底辺拡大に尽力されました。

須藤　正弘　様
栃木市体育協会

栃木県卓球連盟副会長
長年にわたり市民への卓球競技の普及に努められ、現
在は栃木市卓球協会の会長として、協会主催の大会や講
習会、卓球教室などの開催に中心的役割を担っています。

青山　きよ　様
佐野市体育協会

前栃木県ゲートボール協会副会長
長年にわたりゲートボール競技の普及発展と技術向上
に努められ、佐野市ゲートボール協会長に就任して以来
「組織を強化する基盤は技術力の向上である」ことを掲
げ、毎年審判員登録講習会を実施してきました。

喜内　敏夫　様
栃木県山岳・�
スポーツクライミング連盟

前栃木県山岳連盟会長
平成 15年からの個人会員制度の導入を機に登山愛好
者の安全登山の普及啓発を推進され、また県内における
国民の祝日「山の日」の広報活動を栃木県「山の日」協
議会会長として貢献されました。

熊久保　克彦　様
栃木県柔道連盟

栃木県柔道連盟副会長
栃木県柔道連盟の役員として本県柔道界、特に県北に
おける組織の充実・発展、選手強化に熱心に取り組まれ、
現在は各種県大会・講習会の開催運営に中心的に活動さ
れています。

津浦　智雄　様
栃木県弓道連盟

前栃木県弓道連盟会長
栃木県弓道連盟の役員として国体強化に努めたり、中
学生・高校生弓道交流大会や栃木県大学弓道選手権大会
の開催に貢献され、また栃木県総合武道館建設にも尽力
されました。

上田　博　様（故）
栃木県馬術連盟

元栃木県馬術連盟理事長
宇都宮農業高校馬術部監督として全日本高等学校馬術
競技大会優勝など優秀な成績を獲得するとともに、多く
の優秀選手を育成したり、栃木県馬術連盟の役員として
馬術競技発展とスポーツ振興に貢献されました。
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スポーツ優良団体賞
団体名及び推薦団体 主　　な　　活　　動　　内　　容

宇都宮市クレー射撃協会
宇都宮市体育協会

鉄砲スポーツ愛好者の射技向上、射撃の普及を目的として設立され、年間を通じ 4回
の大会を主催しています。年齢を問わず楽しめるスポーツとして、また精神修養の修得に
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寄与しています。

栃木市卓球協会
栃木市体育協会

昭和60年の設立当初より年 12回程度県内外においてオープン大会を実施したり、小・
中・高・一般・ラージボール大会なども開催しています。年齢を問わず、選手の育成・強
化を図るとともに、楽しい卓球を目指しています。

下野市ソフトボール協会
下野市体育協会

ソフトボールの振興発展とスポーツ精神を養い、技術・体力の向上及び普及を図るとと
もに、会員相互の親睦を深めることを目的として設立されました。年間事業として市長杯、
ゆうがお杯、会長杯、読売杯など年齢別に大会を開催しています。

市貝町ターゲット･バード･ゴルフ協会
市貝町体育協会

ターゲット・バード・ゴルフを通じて心身の鍛練を図るとともに、各クラブの親睦を図
ることを目的として設立されました。協会主催の町大会を年 5回実施したり、毎年全国
大会などにも出場しています。

宇都宮渓嶺会
栃木県山岳・スポーツ
クライミング連盟

上部団体である栃木県山岳・スポーツクライミング連盟の活動に幅広く協力し、競技ク
ライミング運営の主力となったメンバーは国体監督として活躍されています。登山活動を
行う団体として、冬山やロープワークなどの登山を実施したり、競技クライミング選手の
強化・育成にも貢献しています。

スポーツ優良団体賞を受賞された方々
（写真左から、宇都宮渓嶺会代表 谷嶋真一 様、下野市ソフトボール協会会長 大橋四郎 様、宇都宮市クレー射撃協会事務局長 岩下
理正 様、福田知事、宇田教育長、栃木市卓球協会事務局長 橋村政子 様、市貝町ターゲット・バード・ゴルフ協会事務局長 軽部俊男 様）

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
水　　泳 萩野　公介�様 第18回アジア競技大会　4×200mフリーリレー　第1位 （株）ブリヂストン

水　　泳 清水　咲子�様 第 18回アジア競技大会　400m個人メドレー　第 3位 ミキハウス

山　　岳 楢﨑　智亜�様 クライミング・ワールドカップ 2018　ボルダリング　年間総合 2位 プロクライマー
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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
サッカー 磯　　裕章�様 JFA第 13回全日本ビーチサッカー大会　優勝 東京ヴェルディビーチサッカー

ライフル射撃 小林　郁弥�様 平成 30年度全日本選抜ライフル射撃競技大会　優勝 北関東綜合警備保障（株）

馬　　術 増山　誠倫 様 第 70回全日本障害馬術大会　大障害飛越競技　優勝 小山乗馬クラブ

馬　　術 広田　思乃 様 第70回全日本障害馬術大会　全日本障害飛越競技　優勝 那須トレーニングファーム

馬　　術 鈴木　直人 様 第 70回全日本障害馬術大会　内国産馬 Lクラス馬場　優勝 鍋掛牧場

ホッケー 狐塚　美樹 様 第 14回 FIH 女子ワールドカップ 2018　13位 グラクソ･スミスクライン（株）

クレー射撃 折原　研二 様 平成 30年度全日本クレー射撃選手権大会　優勝 （株）那須国際射撃場

クレー射撃 折原　梨花 様 第 52回世界選手権大会　クレー射撃　13位 文星芸術大学

クレー射撃 石原奈央子 様 第 18回アジア競技大会　クレー射撃　7位 宗教法人　古峰神社

武術太極拳 稲垣　璃樹 様 第 35回全日本武術太極拳選手権大会　槍術　優勝 宇都宮市立国本中学校

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、大橋 雅貴 様、星　　卓 様、久野 愛莉 様、福田知事、宇田教育長、平永 健太 様、落合 大将 様）

山　　岳 楢﨑　明智�様 クライミングアジア選手権 2018　ボルダリング　優勝 プロクライマー

サッカー 鮫島　　彩�様 第 18回アジア競技大会　サッカー競技　優勝 INAC神戸レオネッサ

相　　撲 久野　愛莉�様 第 8回アジア女子相撲選手権大会　重量級　優勝 日本大学

馬　　術 平永　健太�様 第 18回アジア競技大会　総合馬術《団体》　優勝 乗馬クラブクレイン栃木

ホッケー 星　　　卓�様 第 18回アジア競技大会　ホッケー競技　優勝 （株）サンコー

ホッケー 落合　大将�様 第 18回アジア競技大会　ホッケー競技　優勝 北関東綜合警備保障（株）

ホッケー 大橋　雅貴�様 第 18回アジア競技大会　ホッケー競技　優勝 北関東綜合警備保障（株）
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船田スポーツ賞

スポーツ優秀選手賞を受賞された方々
（写真左から、折原梨花 様、鈴木直人 様、磯 裕章 様、福田知事、宇田教育長、小林郁弥 様、折原研二 様、稲垣璃樹 様）

船田スポーツ賞を受賞された方々
（写真左から、益子 邦浩 様、須田 俊幸 様、福田知事、宇田教育長、石崎 紀夫 様）

須田　俊幸　様　ウエイトリフティング競技
国民体育大会ウエイトリフティング競技少年男子監督
第 73回福井国体において、クリーン＆ジャーク２位・
トータル４位の小泉直也選手を指導されました。

益子　邦浩　様　相撲競技
第 15 回世界ジュニア相撲選手権大会銅メダリス
ト、第 69回全国高等学校相撲選手権大会優勝の三
田大生選手を指導されました。

石崎　紀夫　様　弓道競技
国民体育大会弓道競技成年男子監督
第 73回福井国体において、遠的競技優勝・近的競
技優勝の成績を収めました。
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退任役員感謝状を贈呈された方々
（写真左から、小島 守夫 様、矢口 勝行 様、福田知事、

宇田教育長、森田 昇 様）

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

矢口�勝行�様
市貝町体育協会

平成 6 年度～平成10年度　評議員
平成22年度～平成26年度　評議員
平成26年度～平成30年度　監事

森田�　昇�様
栃木県バドミントン協会

平成10年度～平成12年度　評議員
平成12年度～平成23年度　理事
平成24年度～平成30年度　評議員

小島�守夫�様
栃木県山岳・
スポーツクライミング連盟

平成18年度～平成19年度　評議員
平成19年度～平成26年度　監事
平成26年度～平成30年度　監事

河合�　寛�様
学識経験者 平成18年度～平成30年度　理事

　第 73回及び第 74回国民体育大会で入賞した 14競技の監督、選手等 137名の方々に感謝状が贈られました。
　式当日は、137 名を代表して 58 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

国民体育大会優秀団体・監督感謝状を受賞された方々

国民体育大会優秀団体・選手感謝状を受賞された方々
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第 74 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 59点 30点 89点 19 位
（35点） （30点） （65点） （20位）

皇后杯 0点 20点 20点 28位
（0点） （20点） （20点） （25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 0点 0点 0点 10点 10点 31位 10点 25位
（０点） （0点） （9点） （0点） （10点）（19点）（28位）（10点）（22位）

アイスホッケー 20点 − 35 点 − 10 点 65点 3位 − −
（0点） （35点） （10点）（45点） （4位）

スキー 0点 0点 4点 0点 10点 14点 17位 10点 18位
（0点） （0点） （0点） （0点） （10点）（10点）（21位）（10点）（16位）

５カ年競技成績比較
競　　技　　会 第 70 回大会 第 71 回大会 第 72 回大会 第 73 回大会 第 74 回大会
スケート 12点 10点 19点 10点 10 点

アイスホッケー 55点 70点 55点 45点 65 点
スキー 10点 10点 15点 10点 14 点

天皇杯得点・順位 77.0 点 20位 90.0 点 18位 89.0 点 18位 65.0 点 20位 89.0 点 19位
皇后杯得点・順位 20.0 点 26位 20.0 点 27位 20.0 点 26位 20.0 点 25位 20.0 点 28位

大会日程
競　　技　　会 会　　　　　　　　期 日　　数 会　　　　　場

スケート（スピード） 平成31年 1 月31日（木）～ 2月 3日（日） 4日間 北海道釧路市
スケート（ショートトラック）平成31年 2 月 2 日（土）～ 2月 3日（日） 2日間 北海道釧路市

スケート（フィギュア） 平成31年 1 月30日（水）～ 2月 2日（土） 4日間 北海道釧路市
アイスホッケー 平成31年 1 月30日（水）～ 2月 3日（日） 5日間 北海道釧路市

スキー 平成31年 2 月15日（金）～ 2月17日（日） 3日間 北海道札幌市

入賞者一覧
競技会 種　　　　目 種　別 氏　　　名 順　位 競技得点

アイスホッケー 少年男子 日光明峰高校 2位 35点
アイスホッケー 成年男子 栃木県選抜 5位 20点

スキー ジャイアントスラローム 少年男子 君島王羅 5位 4点
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冬季大会総括
【スピードスケート】
　過去に入賞経験のある宇賀神怜眞選手（大東文化大学1年）や渡邉拓選手（山梨学院大学1年）に期待がかかったが、入賞者を出せず、得点は参加点の
10点にとどまり厳しい結果となった。
【フィギュア】
　少年女子が予選会を突破し、本戦出場を果たした。ショートプログラムにおいては八巻絵梨花選手（石橋高校3年）19位、佐藤紗菜選手（佐野日本大学
高校1年）21位と、決勝（フリースケーティング）への進出を果たしたが、入賞には至らなかった。しかし、前回大会よりも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】
　少年男子に1名、少年女子に2名が参加し、ともに500m・1000mに挑んだが、予選敗退となった。現時点では、本県選手と入賞者との実力差は大きく、
競技得点を獲得することは厳しい状況である。また、今年度は成年種別への参加がなく、選手の確保が急務であると思われる。成年種別にて行われている
3000mRについては、エントリー数が少ないため、参加（4人）できれば十分に入賞の可能性がある（参加数：成年男子14都道府県・成年女子9道府県）。
【アイスホッケー】
　成年男子（栃木県選抜）において、前回大会の少年男子第2位のメンバーが2選手加わり、若手とベテランのバランスのとれたチームで出場した。1回戦
の沖縄県、2回戦の長野県には順調に勝利し、準々決勝では、今大会優勝チームである北海道に善戦したものの敗れた。その後の順位決定戦では、群馬
県、神奈川県に大差で勝利し5位入賞を果たした。
　前回大会第2位の少年男子（日光明峰高校）は、準々決勝から登場。初戦の長野県、続く準決勝の青森県をそれぞれ接戦の末に敗り、3年連続の決勝進
出を決めた。決勝戦では15連覇中の北海道に対し、果敢に挑んだが打ち崩せず、31年ぶりの優勝には届かなかった。総合成績では天皇杯65点を獲得し、
北海道・青森県に次いで第3位となり、前回大会（第4位）を上回る成績を残した。
【クロスカントリー】
　各選手が全力で競技に挑んたが、残念ながら入賞者を出すには至らなかった。また、成年女子においてはここ数年に亘って参加選手がいないことから、
普及・強化に加え、参加選手の確保も必要と思われた。
【ジャイアントスラローム】
　少年男子の君島王羅選手（足利大学附属高校1年）が5位入賞を果たし、県勢としては2大会ぶりの競技得点となり、期待どおりの活躍を見せた。また、
成年男子Aに出場し、過去に入賞経験もある手塚芳宗選手（日本大学2年）は21位と健闘し、今後の活躍が期待できる結果となった。

■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 指定証授与式終了後のドーピング研修会

スピードスケート（成年男子） フィギュア（少年女子） ショートトラック（少年女子）

アイスホッケー第５位（成年男子） アイスホッケー第２位（少年男子） アイスホッケー競技会総合第３位

開始式 ジャイアントスラローム（少年男子）第５位
君島王羅選手

■スキー競技会

クロスカントリー（成年男子 A）
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平成 30（2018）年度総合型 SC フェスタが開催されました！
地区 開催日 主管団体 会場 参加人数
県北 10/14（日） 県北地区協議会 矢板市八方ヶ原 57 名

上都賀 11/11（日） 上都賀地区協議会 鹿沼市立加園小学校 126 名
河内 6/30（土） 河内地区協議会 宇都宮市体育館主競技場 125 名
芳賀 6/10（日） 芳賀地区協議会 真岡市総合体育館他 120 名

下都賀

10/ 1（月） 元気の出るスポーツクラブのぎ 野木町体育センター 52 名
10/ 6（土） おにっこクラブ 県南体育館 300 名

10/17（水） NPO 法人栃木スポーツネット
いわふねスポーツクラブ 栃木市大平体育館 150 名

10/20（土）
ゆうがおスポーツクラブ
NPO 法人元気ワイワイ南河内
NPO 法人夢くらぶ国分寺

壬生町総合運動場 他 133 名

11/10（土） NPO 法人グリムの里スポーツクラブ 下野市石橋体育センター 51 名
11/10（土） あいあいクラブ都賀 栃木市つがスポーツ公園 37 名

安足 11/25（日） 安足地区協議会 足利市総合運動場　他 1147 名

　　　　　　【県北地区】　　　　　　　　　　　　　【上都賀地区】　　　　　　　　　　　　　【河内地区】

　　　　　　【芳賀地区】　　　　　　　　　　　　　【下都賀地区】　　　　　　　　　　　　　【安足地区】

＊  2019 年度も県内 6 地区で総合型 SC フェスタが開催されます。各地区の開催日程・概要が決まりましたら（公財）
栃木県体育協会ホームページに掲載いたしますので、ぜひお誘い合わせの上、お気軽にお越しください。
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 スポーツ少年団だより
■2019年度栃木県スポーツ少年団行事予定
　2019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 5 月 18 日（土） 栃木県体育館

代表者会議 4月23日（火） スポーツ会館会議室
b）軟式野球 6 月 1 日（土）・2 日（日）・8 日（土） 矢板運動公園野球場・

9日（日）・15日（土） 予備日：16日（日） 塩谷総合運動公園野球場
代表者会議 5 月 24 日（金） 県武道館会議室

c）バレーボール 6 月 29 日（土）・30 日（日） 茂木町民体育館・栃木県体育館
代表者会議 6 月 7 日（金） スポーツ会館会議室

d）ミニバスケットボール 6 月 22 日（土）・23 日（日）・
29 日（土） 栃木県体育館他

代表者会議 6 月 8 日（土） 栃木県総合教育センター
e）空手道 6 月 2 日（日） にしなすの運動公園
f）柔道 11 月 17 日（日） 栃木県総合運動公園武道館・第 2 武道場
g）剣道 11 月 24 日（日） 栃木県体育館
h）卓球 11 月 17 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 15 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 9 日（金）～ 11 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 2 日（金）～ 5 日（月） 兵庫県
⑤関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 7 月 26 日（金）～ 28 日（日） 群馬県
⑥全国スポーツ少年団剣道交流大会 3 月 27 日（金）～ 29 日（日） 長野県
⑦全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 3 月 27 日（金）～ 30 日（月） 岐阜県

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 1月 26 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 2019 年度から廃止
③スポーツリーダー兼認定員養成講習会　（※受講には 2019 年度の登録システムへの指導者登録が必要です。）

a）中央Ⅰコース 5 月19 日（日）・6 月 2 日（日） 今市青少年スポーツセンター
b）中央Ⅱコース 11月 24 日（日）・12 月1日（日） 栃木県総合教育センター
c）宇都宮コース 6 月15 日（土）・6 月 29 日（土） 宇都宮市体育館（ブレックスアリーナ宇都宮）
d）那須塩原コース 6 月1日（土）・6 月 22 日（土） ハロープラザ
e）大田原コース 6 月 9 日（日）・7 月 7 日（日） 県北体育館研修室・サブアリーナ
f）下野コース 8 月 4 日（日）･8 月 25 日（日） スポーツ交流館・石橋体育センター
g）小山コース 9 月 7 日（土）・9 月 21日（土） 県南体育館研修室・柔剣道場
h）日光コース 10 月 5 日（土）・10 月 26 日（土） 大沢体育館会議室・アリーナ
i）鹿沼コース 6 月 8 日（土）・6 月 29 日（土） 鹿沼市総合体育館（TKCいちごアリーナ）
j）佐野コース 6 月 15 日（土）・7 月 6 日（土） 葛生あくとプラザ・葛生農業者トレーニングセンター

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 9 日（金）～11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 4 月 21日（日） スポーツ会館会議室
b）研修会（第 1 回） 7 月 6 日（土）～7 日（日） 今市青少年スポーツセンター
c）研修会（第 2 回） 9 月 21日（土） 今市青少年スポーツセンター
d）役員会 3 月 7 日（土） 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 8 日（木）～12 日（日） 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 6 月15 日（土）～16 日（月） 国立オリンピック記念青少年総合センター
⑧スタートコーチ（スポーツ少年団）インストラクター養成講習会 10 月～11月 関東ブロック
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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
　平成 30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では�842 名�もの方々の受講がありま
した。
　各コースの実施概要および人数は以下のとおりです。

●国際交流事業
事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場

○日独スポーツ少年団同時交流（受入） 7月25日（木）～29日（月） 佐野市（第 1 訪問県）
※日独スポーツ少年団同時交流（派遣） 7月31日（水）～8月17日（土） ドイツ連邦共和国

●報告：平成 30 年度
コース名 期　　　日 会　　　場 受講者数 認定者数 保留者数

中央Ⅰコース 5月20日（日）・6月2日（土） 今市青少年スポーツセンター 132名 72名 60名
中央Ⅱコース 12月2日（日）・16日（日） 栃木県総合教育センター 300名 65名 235名
宇都宮コース 6月16日（土）・30日（土） ブレックスアリーナ宇都宮（宇都宮市体育館） 103名 47名 55名
那須塩原コース 6月9日（土）・30日（土） いきいきふれあいセンター 69名 20名 49名
大田原コース 6月23日（土）・7月8日（日） 県北体育館 53名 19名 34名
下野コース 7月15日（日）・29日（日） スポーツ交流館・石橋体育センター 36名 36名 0名
日光コース 10月6日（土）・27日（土） 日光市役所・今市第三小学校 34名 6名 28名
足利コース 12月1日（土）・15日（土） 足利市民プラザ・身体障害者スポーツセンター・足利市研修センター 33 名 16名 17名
鹿沼コース 10月13日（土）・11月10日（土） 鹿沼フォレストアリーナ（鹿沼総合体育館） 53名 8名 45名
佐野コース 6月16日（土）・7月7日（土） 葛生あくとプラザ・農業者トレーニングセンター 29名 17名 12名

※認定・保留に関わらず、平成 31(2019) 年度の登録システムへの登録を団の代表者を通して忘れずに行ってください。合格し
ていても、スポーツ少年団登録システムへの登録がないと、認定番号が反映されず認定されません。平成 30年度中に認定され
た方についても、継続して登録いただかないと、認定員資格が失効してしまいますので、ご注意ください。

スポーツに　はじける笑顔　子どもの未来！

栃木県スポーツ少年団指導者研修大会
　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 栃木県スポーツ少年団指導者研修大会　2020年1月26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
対 象 者 2019年度栃木県スポーツ少年団登録指導者及び有資格指導者
費　　用 参加者より 1,000 円を徴収

●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 1月 26日（日） 栃木県総合教育センター
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■栃木県アスレティックトレーナー（AT）連絡協議会では、2022年「いちご一会とちぎ国体」に向けた、アスレティッ
クトレーナー分野のサポート体制の強化、競技団体との連携構築、並びに「いちご一会とちぎ国体」終了後の競技団体
との継続したサポート体制確立を目的とし、「とちぎアスレティックトレーナー国体サポートチーム」
を設立いたしました。
　栃木県AT連絡協議会は、（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー有資格者を「会員」として中心に
構成されていますが、下記の日程で「準会員」として　認定する研修会を開催します。
「チーム栃木」体制で、天皇杯・皇后杯獲得に向け、本会の活動にご興味がある方はぜひ　ご参加ください。（※研
修会に参加するには条件があります。詳細は、栃木県体育協会HPに掲載予定の要項等をご覧ください。http://www.
tochigi-sports.jp/）

日程、会場（予定）

2019 年 6月 2日（日） 帝京大学
宇都宮キャンパス

体育館

ATの役割、検査・測定、アスレティックリハビリテーション
2019年 9月 16日（月・祝） コンディショニング、ドーピングコントロール
2020年 2月 9日（日） 救急処置

※全日程10：00 ～ 17：00（講義時間により前後する場合もございます。）
※上記 3日間全日程受講者を、「準会員」として認定いたします。

募集要件
本会の活動に賛同していただける方で下記要件に当てはまる方
・原則、栃木県在住者
・NSCA、JATIなどの資格を有するトレーニング指導者
・医療従事有資格者（理学療法士、作業療法士、柔道整復師、等）
・栃木県内でトレーナー活動をしている方
◎原則、学生の受講は認めません。
※要件に当てはまらないと判断した場合、お断りする場合もあります。

参加料
各回　 6 ,000円（資料代、消耗品費用、準会員証発行手数料等含む）

とちぎアスレティックトレーナー国体サポートチームとしての活動内容（予定）
・栃木県スポーツ医・科学委員会サポート事業支援（アスレティックトレーナー分野）
・国民体育大会関東ブロック予選、本大会へ派遣
・各競技団体大会派遣（希望があった場合）
・栃木県競技力向上対策本部委託事業派遣

とちぎアスレティックトレーナー
国体サポートチーム設立！

本件に関する問合せ先
栃木県アスレティックトレーナー連絡協議会事務局
公益財団法人栃木県体育協会　事業課　競技スポーツ担当
TEL：028-622-7677　FAX：028-625-6428
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加盟団体だより
壬生町体育協会
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」開催に向けて
 会長　松本　幸三

壬生町では、「明るく元気な生涯スポーツのまちづくり」を目指しております。当

協会は 26 の競技専門部で構成されており、町スポーツ推進委員会や総合型地域ス

ポーツクラブ「ゆうがおスポーツクラブ」など関係スポーツ機関・団体とともに、

各競技の普及や競技力の向上、スポーツ少年団育成などを通じて、町民スポーツの

振興を推進しています。

2022 年栃木県で開催される第 77 回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」において、当町ではスポーツク

ライミングと銃剣道の正式 2 競技と、デモンストレーションスポーツとしてターゲットバードゴルフの競技会

場に内定していることから、これら競技の普及を通じて、町全体のスポーツ振興が推進できればと考えており

ます。スポーツクライミング競技は競技施設の整備が必要であることから、ボルダリングの普及施設を総合運

動場体育館と各小中学校体育館等に整備しました。当協会としましても、人気が急増しているスポーツクライ

ミングを呼び水として、スポーツ実践者の増加に繋がればと期待しております。また、各競技のトレーニング

としても取り入れられることから、各専門部にも普及を図りたいと考えております。

結びとなりますが、第 77 回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」の成功と、選手・指導者の皆様のご活

躍を御祈念申し上げます。

野木町体育協会
第77回国民体育大会開催に向けて 会長　真瀬　宏子

野木町では、誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境づくりが図れるよう、スポー

ツの振興に努めております。その中で、本協会では 23 の専門部が活動しており、

各種スポーツ大会や登山講習会、スキー・スノーボード講習会などの教室を開催す

ることで、町民がスポーツを楽しむことのできる環境を整えております。また、本

町は「健康タウン」を宣言していることから、各専門部のスポーツを通じて町民の

体力向上と健康づくりに寄与しています。

第 77 回国民体育大会では、ハンドボール競技が本町での開催として予定されておりますが、野木町ハンドボー

ル協会が中心となり、栃木県ハンドボール協会と協力しながら本町のスポーツ振興を図って参りたいと考えて

おります。

本県二度目の開催となる「いちご一会とちぎ国体」では、全国から選手や応援の方々など多くの方がいらっしゃ

ることから、少しでも記憶に残る大会となるよう関係機関と連携し、おもてなしの心で準備を進めて行きたい

所存です。

結びとなりますが、第 77 回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」の成功を心から御祈念申し上げます。
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栃木県クレー射撃協会
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」開催に向けて
� 会長　内山　豊

日頃より本協会の活動につきまして、県教育委員会、県体育協会をはじめ、多く

の皆様の御協力により運営できますこと、心より感謝、御礼を申し上げます。

本協会は、昭和 27 年の第 7 回国民体育大会クレー射撃競技に参加するため、栃

木県猟友会射撃部運営委員会を栃木県射撃協会と改称後、栃木県体育協会に加盟、

昭和 33 年に栃木県クレー射撃協会として発足しました。

クレー射撃競技は、1900 年のパリ大会からオリンピックの正式種目となりました。散弾銃を使用して、秒

速 20 ～ 30m で空中に放たれるクレーと呼ばれる直径 11cm の素焼きの皿を標的として打ち落とし、得点を

競う競技です。瞬時の判断力と、精密な動作が要求されるスポーツといえます。

本協会には、オリンピック、世界選手権大会やアジア競技大会などに選出される日本代表選手や、国内大会

においても上位入賞するトップアスリートが数多く在籍しております。

昭和 55 年の第 35 回国民体育大会「栃の葉国体」から 42 年後、再び本県において開催されることは大変喜

ばしく思います。2020 年開催の東京オリンピックを前に、スポーツ競技に対する機運が盛り上がっておりま

す。2022 年の第 77 回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」の成功と、多くの選手の方々のご活躍を心から

ご祈念申し上げます。

栃木県ボウリング連盟

第77回国民体育大会開催に向けて� 会長　佐藤　勉

ボウリングはレーンと呼ばれる細長い板の上にボールを転がし、前方に並べられ

た 10 本のピンに当て、倒れたピンの数で得点を争うスポーツです。ボウリングは

誰でも楽しめる「レジャースポーツ」のイメージが強いのですが、競技スポーツと

してのボウリングは、大会期間中 1 日 6 ゲーム以上の投球を行うものです。わずか

な投球のズレが結果に大きく影響してしまうだけでなく、レーン上に敷かれた無色透明の油（オイル）の状態

を読み、どのように投球すれば高得点を出せるか、まさに心・技・体の限界に挑むスポーツといえます。

当連盟では、技術練習の他にメンタルトレーニングやフィジカルトレーニングを行うことにより、心・技・

体の限界に挑む選手の育成はもちろんのこと、全国から参加される選手の方々が、持てる力を十二分に発揮で

きるような質の高い大会運営をめざし準備を進めております。

今後も、「強い選手の育成」と「質の高い大会運営」をモットーに 2022 年栃木国体を目指し、本大会におい

ては天皇杯・皇后杯の獲得、運営面では参加した選手の皆さまの心に残る大会となるよう精進して参る所存です。
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栃木県ゲートボール協会

第77回国民体育大会の開催に向けて� 会長　船田　元

ゲートボール競技は、戦後間もなく北海道の芽室町で生まれました。当初は、戦

争で心が荒んでしまった若者たちを元気付けるために考案されたものでしたが、そ

の後高齢者向けスポーツとして全国的に普及しました。

最近では他の新しいスポーツの影響もあって、ゲートボール競技人口も残念なが

ら減少傾向になっておりますが、一方でゴルフや陣取りゲームなどの要素を取り入

れた頭脳的プレーの面白さや奥深さが見直され、ミドル層やジュニア層に普及し始め、幅広い年齢層から支持

を得るようになりました。

ゲートボール競技は、4 年前の和歌山国体から公開競技として採用され、実績を積み上げつつあります。近

い将来は公式競技を目指して、競技人口の拡大や若者への普及、審判員や競技チームの服装の統一、競技力の

向上などに協会として日々努力を続けております。

3 年後の栃木国体では、全世代型のスポーツとして、誰もが楽しめるワクワクするような試合展開をお見せ

したいと思っております。

栃木県ゴルフ連盟
第77回国民体育大会の開催に向けて� 理事長　松本　典文

2022 年「いちご一会とちぎ国体」を迎えるにあたり、一言ご挨拶申しあげます。

本県は、全国 4 位のゴルフ場数を有しており、その中で 3 年後の国体ゴルフ競技

会場は、那須塩原市の「塩原カントリークラブ」「ホウライカントリー倶楽部」「西

那須野カントリー倶楽部」の 3 ゴルフ場で開催されます。

ゴルフは通常個人競技で行われますが、国体においては各種別とも 3 選手トータ

ルスコアで競う団体戦で行われます。選手も応援する側も、通常とは一味違ったゴルフの魅力を味わうことが

できると思います。昨年の「福井しあわせ元気国体 2018」では、成年男子・成年女子・少年男子の 3 種目と

も各々 4 位となり、総合 2 位という輝かしい成績を残すことができました。

3 年後の本県開催に向けて、更なる競技力向上・ゴルフ場整備を行い、関係各位のご協力をいただきながら

全国の皆さまをお迎えする所存です。
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栃 木 県 体 育 館 ス ポ ー ツ 教 室

　平成 30（2018）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『とても丁寧で無理なくできる』『毎週楽しみで、リフレッシュしています』『少しずつ身体の調子が良くなってきて
います』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

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

1、平成 30（2018）年度実施報告

2、平成 31（2019）年度開催教室一覧

〈ナイトレッスン火曜日〉4/23～ 10/29
太極拳 17：15 ～ 18：15
呼吸を感じる、ゆったりピラティス
 18：30 ～ 19：30

〈デイレッスン水曜日〉4/24～ 2/26
ＺＵＭＢＡ（ズンバ） 10：00 ～ 11：00
健康ヨガ 11：15 ～ 12：15

〈デイレッスン金曜日〉4/26～ 2/28
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）9：00～11：45
低学年　定員　1期（60名）7/26,29,30,31, 8/1
　　　　　　　2期（30名）8/2,6,7,8,9
高学年　定員　2期（30名）8/2,6,7,8,9

今後リーフレットと教室カレンダー配布予定です！！
ご不明な点がありましたらお気軽に体育館までお問合せください。皆様のご参加をお待ちしております。

【お問合せ先】　（公財）栃木県体育協会　栃木県体育館　TEL�028-622-4201　FAX�028-622-4203
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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2019
～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　5/8 ～ 7/10 （10回）　
　　　　　秋　9/4 ～ 11/6 （10回）　毎週水曜日
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

●ヨガ
期　間　　春　5/10 ～ 7/12 (10回)
　　　　　秋　9/6 ～ 10/25（8回）　毎週金曜日
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 ／ 秋教室（10回）　3,000円
ヨ　　　ガ：春教室（10回）　3,000円 ／ 秋教室（8回）　　2,400円

お問合せ先 （公財）栃木県体育協会
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
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平成30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

【お問合せ先】
(公財)栃木県体育協会��TEL�028－622－7677

　平成 30年 4月 1日～平成 31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、体協HP
に掲載されております。

賛助会員名簿　平成31年1月4日～平成31年3月31日までにご賛同いただいた方々です。（順不同・敬称略）
企業関係　日の本穀粉 (株 )　　　加盟団体関係　栃木県なぎなた連盟　　　個人関係　篠原　芳江

平成30年度賛助会員　加入状況　：　合　計　290口

銀行・法人関係 47 口

ゴルフ場関係 5 口

個人関係 115 口

企業関係 103 口

加盟団体関係 20 口

平成31（2019）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
　　　54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



仲間と一緒に
楽しく

小さな掛金、大きな補償

スポーツ安全保険 Ⓡ
賠償責任保険傷害保険 突然死葬祭費用保険

　 名以上の団体・グループで
ご加入ください。

団体・グループでの活動中の事故／往復中の事故
2019年4月1日午前0時から2020年3月31日午後12時まで（申込受付は2019年3月から）

補償内容は、加入区分によって異なります。詳しくは、ホームページなどをご覧ください。
（例）A1・A2・C区分の方は、死亡2,000万円、後遺障害最高3,000万円

掛金（1人年額800円～1,850円）は、活動内容・年齢によってご選択いただく加入区分ごとに異なります。

対象となる事故

保険期間

補償内容

掛金
ただし、危険度の高いスポーツを補償するD区分は11,000円

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

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。）

〈09 栃木〉2019

A4ad(poster)_sports_4c

2018年12月作成　18-TC02857

〈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（2019年4月予定）〉

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。

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　三井住友海上　AIG損保

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。
※インターネットからも加入受付をおこなっております。


