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国体東海ブロック大会

日独スポーツ少年団

この広報誌は、スポーツ振興
くじの助成金を受けて発行さ
れたものです。
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平成29年度体育表彰式を平成30年3
月15日（木）「ウィルあいち」において挙
行し、大村会長から468名・3団体の方々
に表彰楯を贈呈いたしました。

受賞された皆様には心からお祝いを
申し上げるとともに、今後なお一層の
ご活躍をお祈りいたします。

ここに、受賞された方々をご紹介い
たします。（敬称略）

スポーツ功労賞
特別功労賞

協会の役員として 
会の発展に寄与した方

（公財）愛知県体育協会 臼井　秀明
（公財）愛知県体育協会 加藤　常文
（公財）愛知県体育協会 森本　裕康

功労賞
多年にわたりスポーツの 
振興に功績があった方

（公社）愛知県スキー連盟 加古　正彦
（一社）愛知水泳連盟 市川　浩継
　　　〃 小川　進一
（一財）愛知陸上競技協会 兵藤　重二
　　　〃 飯田日出男
愛知県ボート協会 加藤　順一
　　　〃 牧野　公一
愛知県バレーボール協会 鬼頭　勝政
　　　〃 志水　　洋
愛知体操協会 野田みき子
愛知県ハンドボール協会 伊藤　諭志
愛知県ソフトテニス連盟 山本　周治
愛知県卓球協会 川村　光男
　　　〃 小川　謙二
愛知県馬術連盟 光岡　史郎
　　　〃 大波多葊一
愛知県フェンシング協会 若杉　和彦
愛知県バドミントン協会 武藤　要介
　　　〃 橋村　義春
（一社）愛知県柔道連盟 上野　義行
　　　〃 小野寺雄二
（一財）愛知県剣道連盟 中川　治彦
　　　〃 青山　幸光
愛知県クレー射撃協会 佐波　光男
愛知県少林寺拳法連盟 間瀬　美香

愛知県少林寺拳法連盟 山下　研治
愛知県綱引連盟 古谷　恭子
　　　〃 玉川　文夫
愛知県合気道連盟 （故）堀田武治
（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体育協会） 森川　金一
　　　〃 竹田　君子
　　　〃 森　　達郎
　　　〃 冨田　正見
（公財）豊橋市体育協会 森谷　義弘
　　　〃 菅野　純子
　　　〃 小林　久世
（公財）岡崎市体育協会 加藤　修一
　　　〃 畔柳　久義
　　　〃 上田　幸治
一宮市体育協会 伊藤　章児
　　　〃 坂田　清和
　　　〃 宮田　　豊
瀬戸市体育協会 望月　裕郎
　　　〃 小澤　　猛
　　　〃 杉浦　省吾
半田市体育協会 服部　正典
　　　〃 加藤　明弘
　　　〃 渡邊　量次
春日井市体育協会 加藤　孝一
　　　〃 冨田　卓美
　　　〃 小山　宗章
豊川市体育協会 後藤　有三
　　　〃 岩村　英幸
　　　〃 大水　敏美
津島市体育協会 伊藤　晴敏
　　　〃 佐橋　　太
　　　〃 川尻よし子
碧南市体育協会 石川　信夫
　　　〃 石川　宇一
　　　〃 永井　俊之
刈谷市体育協会 西野　浩子
　　　〃 越山　大八
　　　〃 久保　光江
（公財）豊田市体育協会 小林　　博
　　　〃 後藤　照明
　　　〃 菊地　幸一
（特非）安城市体育協会 葛西　夏夫
　　　〃 真茅　益夫
　　　〃 大塚　英之
西尾市体育協会 木村　昌保
　　　〃 藤田　　徹
　　　〃 山田　堅一
蒲郡市体育協会 鈴木　寿明
　　　〃 横山　正人
　　　〃 小林　浩之
（特非）犬山市体育協会 安田　秀樹
　　　〃 宮田　孝秀
　　　〃 宮地　繁誠
常滑市体育協会 大岩　和久
　　　〃 稲葉　重幸
　　　〃 佐藤　正仁
江南市体育協会 有村　恵子
　　　〃 丹羽　正弘
　　　〃 村瀬　秀二
（公財）小牧市体育協会 森　　　猛
　　　〃 杉田久美子
稲沢市体育協会 橋本　和仁
　　　〃 川口　敏夫
　　　〃 小田　和雄
新城市体育協会 森田　　脩
　　　〃 奥平　三郎
　　　〃 戸田　善美
スポーツクラブ東海 小金森春男
大府市体育協会 宮岡　秀治
　　　〃 鈴置満喜夫
知立市体育協会 佐藤　五郎
　　　〃 河本　泰子
　　　〃 山口　義秀
尾張旭市体育協会 加藤　省吾
　　　〃 芝田　輝彦
　　　〃 加藤　純子

高浜市体育協会 鈴木　勝彦
　　　〃 神谷　達也
岩倉市体育協会 稲垣あさ子
　　　〃 小島　保光
日進市体育協会 小池　光正
北名古屋市体育協会 恩田　　昇
弥富市体育協会 百合草信夫
　　　〃 水上　英二
みよし市体育協会 尾藤　浩司
　　　〃 須藤　光枝
大口町体育協会 渡會由貴夫
　　　〃 糸井川　毅
大治町体育協会 吉田　正子
　　　〃 田中真由美
蟹江町体育協会 荒尾　紋己
　　　〃 鈴木久美子
南知多町体育協会 間瀬　雅信

協会の発展に功績があった団体
愛知県ハンドボール協会
愛知県卓球協会
愛知県軟式野球連盟

スポーツ栄光賞
特別優秀選手賞
オリンピック入賞・ 

世界選手権において優勝した方
ス ケ ー ト

第23回オリンピック冬季競技大会
 フィギュアスケート男子シングル　第2位　団体　第5位
  宇野　昌磨（トヨタ自動車㈱）
 ショートトラックスピードスケート女子3000ｍリレー　第6位
  菊池　純礼（トヨタ自動車㈱）
  伊藤亜由子（　　  〃  　　）
 ショートトラックスピードスケート男子5000ｍリレー　第7位
  吉永　一貴（名古屋経済大学市邨高等学校）
  横山　大希（トヨタ自動車㈱）

レ ス リ ン グ
2017世界選手権大会
 女子フリー55kg級　優勝
  奥野　春菜（至学館大学）
 女子フリー69kg級　優勝
  土性　沙羅（東新住建㈱）

優秀選手・監督賞
オリンピックに出場した方

ス キ ー
第23回オリンピック冬季競技大会
 アルペンスキー回転
  湯淺　直樹
 （スポーツアルペンスキークラブ）

国際競技大会において 
優秀な成績を挙げた方

ス ケ ー ト
2017世界ショートトラックスピードスケート選手権大会
 女子3000ｍリレー　第3位
ISUワールドカップドレスデン大会
 ショートトラック女子3000ｍリレー　第4位
ISUワールドカップミンスク大会

おめでとうございます
平成29年度公益財団法人愛知県体育協会　表彰受賞者
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 ショートトラック女子1000ｍ　第4位
 ショートトラック女子3000ｍリレー　第6位
ISUワールドカップブダペスト大会
 ショートトラック女子3000ｍリレー　第3位
  菊池　純礼（トヨタ自動車㈱）
2017世界ショートトラックスピードスケート選手権大会
 女子3000ｍリレー　第3位
ISUワールドカップドレスデン大会
 ショートトラック女子500ｍ　第7位
 ショートトラック女子3000ｍリレー　第4位
ISUワールドカップミンスク大会
 ショートトラック女子3000ｍリレー　第6位
  伊藤亜由子（トヨタ自動車㈱）
2017世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会
 女子1500ｍ　第6位
 女子3000ｍリレー　第4位
第28回ユニバーシアード冬季競技大会
 女子1500ｍ　第8位
 女子3000ｍリレー　第4位
  平井　亜実（中京大学）
2017世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会
 男子総合　第3位
 男子500ｍ　第3位
 男子1500ｍ　第3位
 男子1500ｍスーパーファイナル　第3位
 男子3000ｍリレー　第4位
ISUワールドカップブダペスト大会
 ショートトラック男子5000ｍリレー　第3位
ISUワールドカップドルトレヒト大会
 ショートトラック男子5000ｍリレー　第4位
  吉永　一貴
 （名古屋経済大学市邨高等学校）
ISUワールドカップドレスデン大会
 ショートトラック男子1500ｍ　第7位
ISUワールドカップブダペスト大会
 ショートトラック男子5000ｍリレー　第3位
ISUワールドカップドルトレヒト大会
 ショートトラック男子5000ｍリレー　第4位
  横山　大希（トヨタ自動車㈱）
アジアフィギュア杯
 男子シングル　第2位
  日野　龍樹（中京大学）
ISUグランプリシリーズ　ファイナル
 男子シングル　第2位
ISUグランプリシリーズ　フランス大会
 男子シングル　第2位
ISUグランプリシリーズ　スケートカナダ
 男子シングル　優勝
ロンバルディアトロフィー2017
 男子シングル　優勝
クープ・ド・プランタン2017
 シニア男子シングル　優勝
四大陸フィギュアスケート選手権2018
 男子シングル　第2位
  宇野　昌磨（トヨタ自動車㈱）
スケートカナダオータムクラシック
 女子シングル　第6位
ハヴァリアンオープン
 女子シングル　優勝
  新田谷　凛（中京大学）
オンデレ・ネペラ・メモリアル
 女子シングル　第2位
ISUグランプリシリーズ　スケートカナダ
 女子シングル　第6位
ISUグランプリシリーズ　ＮＨＫ杯国際フィギュアスケート競技大会
 女子シングル　第7位
  本郷　理華（邦和スポーツランド）
アジアフィギュア杯
 ジュニア女子シングル　第4位
ISUジュニアグランプリシリーズ　オーストリア杯
 女子シングル　第3位
ISUジュニアグランプリシリーズ　クロアチア杯
 女子シングル　第2位
  山下　真瑚
 （名古屋市立御幸山中学校）
ISUジュニアグランプリシリーズ　ミンスク・アリーナ杯

 女子シングル　第2位
ISUジュニアグランプリシリーズ　エーニャ・ノイマルクト杯
 女子シングル　第4位
  荒木　菜那
 （中京大学附属中京高等学校）
ISUジュニアグランプリシリーズ　リガ杯
 女子シングル　第5位
  横井ゆは菜
 （中京大学附属中京高等学校）
ISUジュニアグランプリシリーズ　バルティック杯
 女子シングル　第3位
クープ・ド・プランタン2017
 ジュニア女子シングル　優勝
  笠掛　梨乃
 （愛知みずほ大学瑞穂高等学校）
ISUジュニアグランプリシリーズ　ミンスク・アリーナ杯
 男子シングル　第5位
ISUジュニアグランプリシリーズ　エーニャ・ノイマルクト杯
 男子シングル　第5位
クープ・ド・プランタン2017
 ジュニア男子シングル　第2位
  壷井　達也（岡崎市立竜海中学校）
ロンバルディアトロフィー2017
 女子シングル　第5位
ハヴァリアンオープン
 女子シングル　第2位
  松田　悠良（中京大学）
アジアフィギュア杯
 男子シングルアドバンスド・ノービス　第2位
  中村　俊介（名古屋市立東山小学校）
 女子シングルアドバンスド・ノービス　優勝
クープ・ド・プランタン2017
 ジュニア女子アドバンスド・ノービス　優勝
  河辺　愛菜（名古屋市立汐路中学校）

水 泳
第17回世界選手権大会
 女子200ｍ個人メドレー　第7位
  今井　　月（豊川高等学校）
第29回ユニバーシアード競技大会水泳競技
 100ｍ背泳ぎ　第3位
 女子4×100ｍメドレーリレー　優勝
  小西　杏奈（中京大学）
 女子1500ｍ自由形　第7位
  森山　幸美（日本体育大学）
第6回世界ジュニア水泳選手権
 男子100ｍバタフライ　第4位
 男子4×100ｍメドレーリレー　第8位
  石川愼之助
 （中京大学附属中京高等学校）
第9回アジアエージグループ選手権
 男子400ｍ個人メドレー　優勝
 男子200ｍ個人メドレー　優勝
 男子200ｍ自由形　優勝　
 男子400ｍ自由形　優勝
 男子50ｍ自由形　優勝
 男子4×100ｍメドレーリレー　優勝　
 混合4×100ｍフリーリレー　優勝
 男子4×200ｍフリーリレー　優勝
  加藤　晃成（豊橋市立東部中学校）
第42回スイスオープン大会
 チームテクニカル　優勝
 チームフリー　優勝
 チームコンビネーション　優勝
  吉田　　萌（愛知学院大学）
  杉戸　美月（中京大学）

陸 上
第16回世界陸上競技選手権大会
 男子50㎞競歩　第5位
  丸尾　知司（愛知製鋼㈱）
第22回アジア陸上競技選手権大会
 女子200ｍ　第6位
 女子4×400ｍリレー　第3位

  市川　華菜（ミズノ）
 男子3000ｍSC　第5位
  山口　浩勢（愛三工業㈱）
第29回ユニバーシアード競技大会陸上競技
 男子20㎞競歩　第3位
  及川　文隆（東洋大学）
第2回アジアユース陸上競技選手権大会
 女子200ｍ　第3位
  井戸アビゲイル風果
 （至学館高等学校）

テ ニ ス
DUＮROP SRIXOＮ Japan open
Junior Tennis chaｍpionships 2017
 女子ダブルス　優勝
  永田　杏里（南山高等学校女子部）

ボ ー ト
第47回世界選手権大会
 軽量級女子舵手なしクオドルプル　第6位
  福本　温子（トヨタ自動車㈱）
  川本　　藍（　　  〃  　　）
  山領　夏実（㈱デンソー）
第18回アジアボート選手権大会
 男子エイト　第2位
  林　　亜門（中部電力㈱）
  清水　大輔（　　〃　　）
 女子ダブルスカル　第4位
  中条　彩香（㈱デンソー）
 女子シングルスカル　第6位
  榊原　春奈（トヨタ自動車㈱）
 男子軽量級シングルスカル　第8位
  岩本　拓馬（中部電力㈱）

バ レ ー ボ ー ル
第11回アジアユース男子選手権大会U-19
 優勝
第15回世界ユース男子選手権大会U-19
 第3位
  仲濱　陽介（星城高等学校）
第2回アジアU-23男子選手権大会
 第2位
  川口　太一（豊田合成㈱）
第19回アジア選手権大会
 優勝
  山田　脩造（豊田合成㈱）
  古賀太一郎（　  〃  　）
  浅野　博亮（㈱ジェイテクト）
第29回ユニバーシアード競技大会バレーボール競技
 男子　第3位
  福山　汰一（㈱ジェイテクト）
  渡邊　侑磨（豊田合成㈱）
第15回世界ユース男子選手権大会U-19
 第3位
  田代　　至（名城大学）
第11回アジアユース女子選手権大会U-18
 優勝
第15回世界ユース女子選手権大会U-18
 第5位
  山田二千華（豊橋中央高等学校）
第2回アジアU-23女子選手権大会
 優勝
  坂本奈々香（㈱デンソー）
  工藤　　嶺（　  〃  　）
第19回アジア女子選手権大会
 優勝
  荒木絵里香（トヨタ車体㈱）
  鍋谷友理枝（㈱デンソー）
  石井　里沙（　  〃  　）
第29回ユニバーシアード競技大会バレーボール競技
 女子　第2位
  小田　桃香（トヨタ車体㈱）
  村永　奈央（　　  〃  　　）
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2017アジアクラブ男子選手権大会
 第2位
  ティリカイネン・トミー（豊田合成㈱）
  古賀幸一郎（　　  〃  　　）
  イゴール・オムルチェン
　　　　　　　（　　  〃  　　）
  高松　卓矢（　　  〃  　　）
  近　　裕崇（　　  〃  　　）
  傳田　亮太（　　  〃  　　）
  内山　正平（　　  〃  　　）
  山田　脩造（　　  〃  　　）
  椿山　竜介（　　  〃  　　）
  前田　一誠（　　  〃  　　）
  山近　　哲（　　  〃  　　）
  岡本　秀明（　　  〃  　　）
  川口　太一（　　  〃  　　）
  新井　洋介（　　  〃  　　）
  黒澤　雄介（　　  〃  　　）

体 操
第47回世界体操競技選手権大会
 種目別　平均台　第5位
  寺本明日香（中京大学）
第35回世界新体操選手権大会
 団体フープ　第8位　ボール＆ロープ　第2位
  杉本早裕吏（日本体育大学）
  竹中　七海（日本女子体育大学）
2017新体操W杯ウズベキスタン大会
 団体フープ　第5位
 ボール＆ロープ　第5位
 総合　第6位
  小松　美桜（東京女子体育大学）

バスケットボール
第27回FIBA ASIA女子バスケットボール選手権大会
 優勝
  長岡萌映子（トヨタ自動車㈱）
  水島　沙紀（　　  〃  　　）
  近藤　　楓（　　  〃  　　）
  馬瓜エブリン（　　  〃  　　）
  髙田　真希（㈱デンソー）
  赤穂さくら（　  〃  　）
第29回ユニバーシアード競技大会バスケットボール競技
 女子　第2位
  田村　未来（㈱デンソー）
  安間　志織（トヨタ自動車㈱）
  加藤　　臨（トヨタ紡織㈱）
  谷口二千華（愛知学泉大学）
第5回FIBA ASIA U-16女子バスケットボール選手権大会
 第2位
  野口さくら（安城学園高等学校）
  首藤　祐希（桜花学園高等学校）
  平下　愛佳（　　    〃    　　）
  中澤　梨南（　　    〃    　　）
FIBA U19女子ワールドカップ2017
 第4位
  江良　萌香
 （アイシン・エィ・ダブリュ㈱）
  赤穂ひまわり（㈱デンソー）
  宮下　希保
 （アイシン・エィ・ダブリュ㈱）
  馬瓜ステファニー（トヨタ自動車㈱）
  笠置　晴菜（㈱デンソー）
  髙原　春季
 （アイシン・エィ・ダブリュ㈱）

レ ス リ ン グ
2017世界選手権大会
 女子フリー53kg級　第2位
  向田　真優（至学館大学）
 女子フリー63kg級　第8位
  川井友香子（至学館大学）
2017世界ジュニア選手権大会

 女子フリー67kg級　第5位
  松雪　成葉（至学館高等学校）
 女子フリー72kg級　第2位
  松雪　泰葉（至学館高等学校）
 女子フリー52kg級　優勝
  稲垣　柚香（至学館高等学校）
 女子フリー56kg級　第2位
  永本　聖奈（至学館高等学校）
 女子フリー60kg級　第2位
  類家　直美（至学館高等学校）
 女子フリー65kg級　優勝
  中井ほのか（至学館高等学校）
2017アジア選手権大会
 女子フリー63kg級　第2位
  源平　彩南（至学館大学）
2017アジアジュニア選手権大会
 女子フリー55kg級　第2位
  内城　朝葉（至学館大学）
 女子フリー72kg級　第3位
  早川　まい（至学館大学）
2017アジアカデット選手権大会
 男子フリー76kg級　第5位
  小舩　賢登（名古屋工業高等学校）

卓 球
2017年世界ジュニア卓球選手権大会
 男子団体　第2位
 男子ダブルス　第3位
ITTFワールドツアー・韓国オープン
 アンダー21男子シングルス　第2位
ITTFワールドツアープラチナ・中国オープン
 アンダー21男子シングルス　優勝
 男子ダブルス　第2位
ITTFチャレンジ・クロアチアオープン
 アンダー21男子シングルス　第3位
アジアジュニア卓球選手権大会
 男子シングルス　第2位
ITTFワールドツアー・チェコオープン
 アンダー21男子シングルス　第3位
ITTFワールドツアープラチナ・ドイツオープン
 男子ダブルス　第2位
  木造　勇人
 （愛知工業大学名電高等学校）
2017年世界ジュニア卓球選手権大会
 男子団体　第2位
 男子ダブルス　第3位
ITTFワールドツアープラチナ・ジャパンオープン
 アンダー21男子シングルス　第3位
ITTFチャレンジ・ベルギーオープン
 男子シングルス　第2位
  髙見　真己
 （愛知工業大学名電高等学校）
2017年世界ジュニア卓球選手権大会
 男子団体　第2位
 男子ダブルス　第3位
ITTFチャレンジ・ベルギーオープン
 男子シングルス　第3位
  田中　佑汰
 （愛知工業大学名電高等学校）
ITTFジュニアサーキット・ポルトガル大会
 男子団体　優勝
 男子シングルス　第2位
  加賀美利輝
 （愛知工業大学名電高等学校）
第29回ユニバーシアード競技大会卓球競技
 男子団体　第2位
 混合ダブルス　第2位
ITTFチャレンジ・スペインオープン
 男子シングルス　第2位
  吉村　和弘（愛知工業大学）
ITTFチャレンジ・スロベニアオープン
 アンダー21男子シングルス　優勝　
  松山　祐季（愛知工業大学）
ITTFジュニアサーキット・スペイン大会
 ジュニア男子ダブルス　優勝

 ジュニア男子シングルス　第3位
 カデット男子シングルス第3位
ITTFジュニアサーキット・ポーランド大会
 ジュニア男子団体　優勝
 カデット男子シングルス　優勝
アジアジュニア卓球選手権大会
 カデット男子団体　第3位
  曽根　　翔
 （愛知工業大学附属中学校）
ITTFジュニアサーキット・スペイン大会
 カデット男子シングルス　第3位
ITTFジュニアサーキット・ポーランド大会
 ジュニア　男子団体　優勝
 カデット男子シングルス　第2位
アジアジュニア卓球選手権大会
 カデット男子団体　第3位
ITTFゴールデンシリーズジュニアサーキット・香港大会
 ジュニア男子ダブルス　第3位
  横谷　　晟
 （愛知工業大学附属中学校）
ITTFジュニアサーキット・ポーランド大会
 ジュニア男子団体　第2位
 カデット男子シングルス　第3位
アジアジュニア卓球選手権大会
 カデット男子団体　第3位
ワールドカデットチャレンジ
 男子ダブルス　第3位
  濵田　一輝
 （愛知工業大学附属中学校）
ITTFゴールデンシリーズジュニアサーキット・香港大会
 ジュニア男子ダブルス　第3位
  篠塚　大登
 （愛知工業大学附属中学校）
ITTFジュニアサーキット・ポルトガル大会
 ジュニア男子団体　優勝
 カデット男子シングルス　優勝
  谷垣　佑真
 （愛知工業大学附属中学校）
 ジュニア男子団体　優勝
 カデット男子シングルス　第2位
  鈴木　　颯
 （愛知工業大学附属中学校）

柔 道
2017ポーランドカデ国際大会
 73kg級　第3位
2017年サンティアゴ世界カデ柔道選手権大会
 73kg級　第2位
  中橋　大貴（大成高等学校）
2017ポーランドカデ国際大会
 70kg級　優勝
2017年サンティアゴ世界カデ柔道選手権大会
 70kg級　第3位
東アジアカデ選手権大会
 70kg級　優勝
  松本　りづ（大成高等学校）
2017ポーランドカデ国際大会
 44kg級　第3位
2017年サンティアゴ世界カデ柔道選手権大会
 44kg級　優勝
  河端　　悠（大成高等学校）
 52kg級　第3位
  小林　未奈（大成高等学校）

ア ー チ ェ リ ー
2017年世界ユース選手権アルゼンチン大会
 リカーブキャデット男子団体　第3位
第18回世界室内アーチェリー選手権大会
 リカーブ男子個人　第2位
  戸松　大輔
 （愛知産業大学三河高等学校）
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カ ヌ ー
2017年カヌースラローム世界選手権大会
 カナディアンシングル　第7位
  羽根田卓也
 （ミキハウススポーツクラブ）
2017年カヌースプリントアジア選手権大会
 ジュニアカヤックペア　1000ｍ　第2位
  福井　琢斗（愛知県立東郷高等学校）
カヌーポロアジア選手権大会
 カヌーポロ男子　第2位
  柴田　勝之（服部工業㈱）

ト ラ イ ア ス ロ ン
ASTCトライアスロンアジア選手権
 スタンダードタイプ（エリート）　第3位
  谷口　白羽（トヨタ車体㈱）
 スタンダードタイプ（エリート）　第5位
  前田　凌輔（ベルリオ）

少 林 寺 拳 法
2017少林寺拳法世界大会inカリフォルニア,USA
 女子マスターズの部　優勝
  牧村万紀子（名古屋植田道院拳友会）
  二村　三葉（名古屋太子道院拳友会）
 一般女子二段の部　優勝　　
  川畑　依子（中部大学第一高等学校）
  松尾　春香（　　　　  〃 　　 　　）
 夫婦の部　優勝
  則竹　達也（名古屋熱田道院拳友会）
  則竹小佑子（　　　　  〃 　　 　　）
 親子の部　優勝
  齋藤　　宏（名古屋伏屋道院拳友会）
  齋藤　　旭
 （名古屋市立西前田小学校）
 男子単演有段の部　優勝
  田家涼太郎（愛知大学）

パワーリフティング
2017年世界サブジュニアパワーリフティング選手権大会
 男子59kg級　第5位
  土屋　潤人（岡崎城西高等学校）

バ ト ン
2017年IBTFグランプリ大会
 トゥーバトン女子アダルト部門　第2位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 トゥーバトン女子アダルト部門　第2位
 スリーバトン女子アダルト部門　第6位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 フリースタイルチーム　第3位
  深谷　美海
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
2017年IBTFグランプリ大会
 ソロトワール女子アダルト部門　第4位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 ソロトワール女子アダルト部門　第4位
 アーティスティックペアアダルト部門　第2位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 フリースタイルチーム　第3位
  荻野　園巳
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
2017年IBTFグランプリ大会
 ソロトワール男子アダルト部門　第7位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 ソロトワール男子アダルト部門　第5位
 スリーバトン男子アダルト部門　第5位
  寺本　充孝
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
2017年IBTFグランプリ大会
 ソロトワール男子ジュニア部門　第8位
 トゥーバトン男子ジュニア部門　第3位
第9回WBTFインターナショナルカップ

 トゥーバトン男子ジュニア部門　第6位
  鈴木　翔真（ＮGTリトルスターズ）
2017年IBTFグランプリ大会
 トゥーバトン女子アダルト部門　第7位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 トゥーバトン女子アダルト部門　第7位
 アーティスティックペアアダルト部門　第3位
  山田　彩木（TWIRL TEAM　空）
2017年IBTFグランプリ大会
 ソロトワール女子アダルト部門　第3位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 ソロトワール女子アダルト部門　優勝
 アーティスティックトワールアダルト部門　第2位
  花井　　奏（オサムバトンスタジオ）
2017年IBTFグランプリ大会
 ソロトワール女子アダルト部門　第7位
第9回WBTFインターナショナルカップ
 ソロトワール女子アダルト部門　第7位
 アーティスティックペアアダルト部門　第6位
  荒川　夏葉（オサムバトンスタジオ）
 トゥーバトン女子アダルト部門　第3位
 スリーバトン女子アダルト部門　第5位
  加藤　智美
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 アーティスティックトワールアダルト部門　第8位
 フリースタイルチーム　第3位
  伊藤　　葵
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 スリーバトン女子シニア部門　第2位
 フリースタイルチーム　第3位
  今村　菜摘
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 アーティスティックペアアダルト部門　第2位
 フリースタイルチーム　第3位
  石原友利恵
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 アーティスティックペアアダルト部門　第6位
  山田　茄奈（オサムバトンスタジオ）
 スリーバトン女子ジュニア部門　第8位
  柴田　もも（TWIRL TEAM　空）
 アーティスティックペアアダルト部門　第3位
  鳥居　美月（TWIRL TEAM　空）
 アーティスティックペアアダルト部門　第4位
  木村　唯奈（TWIRL TEAM　空）
  千田紗矢香（　　  〃  　　）
 フリースタイルチーム　第3位
  青山　莉子
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
  白畑満寿美（　　  〃  　　）
  戸松　美穂（　　  〃  　　）
  加藤　風歌（　　  〃  　　）

公認の日本記録を樹立した方
ス ケ ー ト

2017世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会
 男子500ｍ　40秒657
 男子3000ｍリレー　4分1秒867
  吉永　一貴
 （名古屋経済大学市邨高等学校）

ア ー チ ェ リ ー
第15回世界ユース選手権大会キャデット部門最終選考会
 リカーブ男子　60ｍラウンド　697点
  戸松　大輔
 （愛知産業大学三河高等学校）

パワーリフティング
第21回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会
 ノーギア・ジュニア男子83㎏級　BP167.5㎏
  仲田　廣人（パワーフィットネス）
第43回東海パワーリフティング選手権大会
 ノーギア・一般女子84㎏級　SQ165.5kg
 ノーギア・一般女子84㎏級　TOT393kg

  梅村　優子（ちからこぶ）
 ノーギア・ジュニア男子120㎏級　BP170kg
  山本　貴之
 （愛知県パワーリフティング協会）

国民体育大会において優勝した方

ス ケ ー ト
 フィギュア成年女子
 監督　久野千嘉子（東レ㈱）
  本郷　理華（邦和スポーツランド）
  大庭　　雅（中京大学）
 成年男子　少年女子
 監督　浅野　嵩仁（中京建設㈱）
 ショートトラック成年男子5000ｍリレー
  古屋　憲吾（トヨタ自動車㈱）
  坂下　里士（　　  〃  　　）
  三澤　夏陽（　　  〃  　　）
  高御堂雄三（　　  〃  　　）
  右田　友陵（一宮中日SC）

水 泳
 少年女子A200ｍ平泳ぎ
  今井　　月（豊川高等学校）
 オープンウォーター女子5㎞
  森山　幸美（日本体育大学）

陸 上
 男子円盤投　
  湯上　剛輝（トヨタ自動車㈱）

テ ニ ス
 少年女子
 監督　若林　勇希
 （名古屋経済大学市邨高等学校）
  永田　杏里（南山高等学校女子部）
  阿部　宏美（愛知啓成高等学校）

レ ス リ ン グ
 少年男子フリー120kg級
  森　　右秀（星城高等学校）

ハ ン ド ボ ー ル
 少年女子
 監督　浅野　清隆
 （名古屋経済大学市邨高等学校）
  神谷　美名（　　  〃  　　）
  野間佳那女（　　  〃  　　）
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  江本　麻琴
 （名古屋経済大学市邨高等学校）
  杉森帆乃佳（　　  〃  　　）
  伊藤　愛莉（　　  〃  　　）
  高木　奈央（　　  〃  　　）
  水谷　文音（　　  〃  　　）
  山田　花菜（大同大学大同高等学校）
  上田　遥歌（　　  〃  　　）
  蓮尾つかさ（　　  〃  　　）
  伊藤　千遥（　　  〃  　　）
  稲垣　奈津
 （愛知県立愛知商業高等学校）

卓 球
 少年男子
 監督　今枝　一郎
 （愛知工業大学名電高等学校）
  木造　勇人（　　  〃  　　）
  髙見　真己（　　  〃  　　）
  田中　佑汰（　　  〃  　　）

軟 式 野 球
 成年男子
 監督　新田　英貴（（医）和合病院）
  上入佐　伸（　　  〃  　　）
  松本　弘樹（　　  〃  　　）
  山口　直人（　　  〃  　　）
  松本　光平（　　  〃  　　）
  水野　駿也（　　  〃  　　）
  竹中　大智（　　  〃  　　）
  山田　　聡（　　  〃  　　）
  三ヶ尻匡宏（　　  〃  　　）
  前田　直人（　　  〃  　　）
  安井　俊介（　　  〃  　　）
  佐藤　正尭（　　  〃  　　）
  落司　雄紀（　　  〃  　　）
  世古口建人（　　  〃  　　）
  貝本　智顕（　　  〃  　　）
  吉田　成志（　　  〃  　　）

馬 術
 成年女子　標準障害飛越競技
  朴本　真侑（成田乗馬クラブ）

ラ イ フ ル 射 撃
 監督　小川　　隆（エルテック㈱）
 成年男子センター・ファイヤ・ピストル30発競技
  松本　　洋（愛知県警察）

カ ヌ ー
 少年男子カヤックフォア　500ｍ
  松代　龍治（南山高等学校男子部）
  内田　海斗（愛知県立東郷高等学校）
  水野　貴斗
 （愛知県立豊田西高等学校）
  福井　琢斗（愛知県立東郷高等学校）

全国高等学校総合体育大会に 
おいて優勝した方
陸 上

 監督　北村　　肇
 （中京大学附属中京高等学校）
 女子4×100ｍリレー
  高須　鮎香
 （中京大学附属中京高等学校）
  久野　なつ（　　  〃  　　）
  天神　綾音（　　  〃  　　）
  長谷川愛樹（　　  〃  　　）

柔 道
 監督　大石　公平（大成高等学校）
 女子78kg級
  和田梨乃子（大成高等学校）

カ ヌ ー
 監督　鈴木　祥之（南山高等学校）
 男子スプリントカヤックシングル500ｍ
  松代　龍治（南山高等学校）

フ ェ ン シ ン グ
 監督　冨田　弘樹
 （愛知工業大学名電高等学校）
 男子サーブル
  尾矢　陽太
 （愛知工業大学名電高等学校）

ア ー チ ェ リ ー
 監督　杉浦　直人
 （愛知産業大学三河高等学校）
 男子個人
  戸松　大輔
 （愛知産業大学三河高等学校）

卓 球
 監督　今枝　一郎
 （愛知工業大学名電高等学校）
 男子学校対抗・男子ダブルス・男子シングルス
  木造　勇人
 （愛知工業大学名電高等学校）
 男子学校対抗・男子ダブルス　
  髙見　真己
 （愛知工業大学名電高等学校）
 男子学校対抗
  宮本　春樹
 （愛知工業大学名電高等学校）
  太田　　輝（　　  〃  　　）
  田中　佑汰（　　  〃  　　）
  橋本　一輝（　　  〃  　　）
  加山　　裕（　　  〃  　　）

レ ス リ ン グ
 監督　岡田　洋一（星城高等学校）
 女子56kg級
  五十嵐彩季（星城高等学校）
 監督　冨永　忠秀（至学館高等学校）
 女子60kg級
  花井　瑛絵（至学館高等学校）

水 泳
 監督　小池　隆治（豊川高等学校）
 女子100ｍ平泳ぎ・女子200ｍ平泳ぎ・女子4×100ｍフリーリレー
  今井　　月（豊川高等学校）
 女子100ｍバタフライ・女子200ｍ個人メドレー・女子4×100ｍフリーリレー
  新野　杏奈（豊川高等学校）
 女子4×100ｍフリーリレー
  竹内　愛貴（豊川高等学校）
  今井　美祈（　　  〃  　　）

ス ケ ー ト
 フィギュア男子学校対抗
  山本　草太
 （愛知みずほ大学瑞穂高等学校）
  和田　龍京（　　  〃  　　）
 フィギュア女子学校対抗 女子個人総合
  竹内　すい（大同大学大同高等学校）
 フィギュア女子学校対抗
  金澤　茉由（大同大学大同高等学校）
  吉岡　美紅（　　  〃  　　）

全国中学校体育大会に 
おいて優勝した方
陸 上

第44回全国中学校陸上競技選手権大会
 女子4×100ｍリレー
 監督　瀧　将太（岡崎市立竜海中学校）
  高野　景子（　　  〃  　　）
  土居　心愛（　　  〃  　　）
  手島　美咲（　　  〃  　　）
  土居　幸愛（　　  〃  　　）
 男子110ｍハードル
  鈴木　大河（名古屋市立扇台中学校）

水 泳
第57回全国中学校水泳競技大会
 男子400ｍ個人メドレー
  加藤　晃成（豊橋市立東部中学校）

ハ ン ド ボ ー ル
第46回全国中学校ハンドボール大会
 男子
 監督　深見　忠司
 （名古屋市立滝ノ水中学校）
  浅野　大海（　　  〃  　　）
  大竹　徹大（　　  〃  　　）
  岩間　竣亮（　　  〃  　　）
  尾谷　浩希（　　  〃  　　）
  榊原　英志（　　  〃  　　）
  服部　匠悟（　　  〃  　　）
  山田　　剛（　　  〃  　　）
  佐藤　流起（　　  〃  　　）
  上床　　稜（　　  〃  　　）
  田崎　真也（　　  〃  　　）
  水野　悠人（　　  〃  　　）
  楠本　颯大（　　  〃  　　）
  宇野　智詔（　　  〃  　　）
  下郷健志郎（　　  〃  　　）
  岸田　亮也（　　  〃  　　）

体 操
第48回全国中学校体操競技選手権大会
 女子跳馬
  文堂日南子（半田市立青山中学校）
 女子床
  新田いずみ（名古屋市立原中学校）

卓 球
第48回全国中学校卓球大会
 男子団体
 監督　真田　浩二
 （愛知工業大学附属中学校）
  曽根　　翔（　　  〃  　　）
  小林　広夢（　　  〃  　　）
  横谷　　晟（　　  〃  　　）
  白山　　遼（　　  〃  　　）
  篠塚　大登（　　  〃  　　）
  谷垣　佑真（　　  〃  　　）
  濵田　一輝（　　  〃  　　）
  鈴木　　颯（　　  〃  　　）
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柔 道
第48回全国中学校柔道大会
 男子団体
 監督　神谷　兼正（大成中学校）
  中村　　心（　　  〃  　　）
  佐々木健翔（　　  〃  　　）
  大久保竜希（　　  〃  　　）
 男子個人60kg級　男子団体　
  辻岡　慶次（大成中学校）
 男子団体
  中山　　康（大成中学校）
  中束　龍人（　　  〃  　　）
  尾﨑　太志（　　  〃  　　）
 女子個人63kg級
  奥井　花奈（大成中学校）

ス ケ ー ト
 フィギュア男子個人総合
  壷井　達也（岡崎市立竜海中学校）
 フィギュア女子個人総合
  山下　真瑚
 （名古屋市立御幸山中学校）

日本選手権大会及びこれに準ずる 
大会において優勝した方

ス ケ ー ト
第40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
（平昌オリンピックカップ日本代表選手選考競技会）
 男子500ｍ　男子3000ｍスーパーファイナル　男子総合
  吉永　一貴
 （名古屋経済大学市邨高等学校）
 男子1500ｍ
  横山　大希（トヨタ自動車㈱）
 女子500ｍ
  菊池　純礼（トヨタ自動車㈱）

ヨ ッ ト
第15回全国中学校ヨット選手権大会
 OP級　女子の部
  村田　奈穂
 （名古屋市立御幸山中学校）
 OP級　総合　　男子の部
  高山巧太郎（名古屋市立大森中学校）

陸 上
第101回日本陸上競技選手権大会
 男子棒高跳
  山本　聖途（トヨタ自動車㈱）
 女子100ｍ　女子200ｍ
  市川　華菜（ミズノ）
第101回日本陸上競技選手権リレー競技大会
 男子4×400ｍリレー
  吉津　拓歩（東洋大学）

テ ニ ス
第35回第一生命小学校テニス選手権大会
 女子シングルス
  虫賀　心央（一宮市立奥小学校）

バ レ ー ボ ー ル
平成29年度　天皇杯・皇后杯　全日本バレーボール選手権大会
 監督　多治見　麻子（トヨタ車体㈱）
  竹田　沙希（　　  〃  　　）
  佐藤　　澪（　　  〃  　　）
  髙橋　沙織（　　  〃  　　）
  比金　桃子（　　  〃  　　）
  平松美有紀（　　  〃  　　）
  村永　奈央（　　  〃  　　）
  志智真梨奈（　　  〃  　　）
  榊原美沙都（　　  〃  　　）
  辻　　彩乃（　　  〃  　　）
  小田　桃香（　　  〃  　　）

  荒木絵里香（トヨタ車体㈱）
  渡邊　　彩（　　 〃 　　）
  ネリマン・ゲンシュレック
　　　　　　　（　　 〃 　　）  　
  金本　　望（　　 〃 　　）
  中屋　夏澄（　　 〃 　　）
  山上　有紀（　　 〃 　　）
  安井由香子（　　 〃 　　）

体 操
第71回全日本学生体操競技選手権大会
 女子1部個人総合
  寺本明日香（中京大学）

レ ス リ ン グ
JOCジュニアオリンピックカップ
 男子ジュニアフリー84kg級
  松雪　泰成（専修大学）

卓 球
平成29年度全日本卓球選手権大会(カデットの部)
 14歳以下男子シングルス　男子ダブルス
  篠塚　大登
 （愛知工業大学附属中学校）
 男子ダブルス　
  濵田　一輝
 （愛知工業大学附属中学校）

自 転 車
2017年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会
 女子U15 500ｍタイムトライアル
  大野風貴芽（春日井市立松原中学校）

フ ェ ン シ ン グ
第41回全国高等学校選抜フェンシング大会
 男子学校対抗サーブル
  尾矢　陽太
 （愛知工業大学名電高等学校）
  加賀　匠馬（　　  　  〃  　  　　）
  平田佳史樹（　　  　  〃  　  　　）
  宮地　恭平（　　  　  〃  　  　　）
  松田隆之介（　　  　  〃  　  　　）

ソ フ ト ボ ー ル
第69回全日本総合女子ソフトボール選手権大会
 監督　中西あかね（トヨタ自動車㈱）
  モニカ・アボット
　　　　　　　（　　  〃  　　）
  峰　　幸代（　　  〃  　　）
  古澤　春菜（　　  〃  　　）
  坂元　令奈（　　  〃  　　）
  鈴木　鮎美（　　  〃  　　）
  渥美　万奈（　　  〃  　　）
  神山みどり（　　  〃  　　）
  山崎　早紀（　　  〃  　　）
  長﨑　望未（　　  〃  　　）
  山下　りら（　　  〃  　　）
  田中　麻美（　　  〃  　　）
  黒澤　花菜（　　  〃  　　）
  塚本　智名（　　  〃  　　）
  田内愛絵里（　　  〃  　　）
  江渡　祐希（　　  〃  　　）
  平原かすみ（　　  〃  　　）
  山本絵梨奈（　　  〃  　　）
  山根佐由里（　　  〃  　　）
  馬場今日子（　　  〃  　　）
  堤　加菜子（　　  〃  　　）
  富本　凛子（　　  〃  　　）
  三輪さくら（　　  〃  　　）

柔 道
平成29年度全日本カデ柔道体重別選手権大会
 監督　石田　輝也（大成高等学校）
 73kg級
  中橋　大貴（大成高等学校）
 52kg級
  小林　未奈（大成高等学校）

ラ イ フ ル 射 撃
平成29年度全日本ライフル射撃競技選手権大会
 25ｍCP60ｍ
  松本　　洋（愛知県警察）

カ ヌ ー
平成29年度日本カヌースラローム選手権大会
 カナディアンシングル
  羽根田卓也
 （ミキハウススポーツクラブ）

日 本 拳 法
第35回全日本拳法少年個人選手権大会
 小学1年女子　
  尾前　希愛（豊橋市立向山小学校）
 小学6年男子　
  熊谷蔵乃助（春日井市立西山小学校）

パワーリフティング
第18回ジャパンクラシックベンチプレス選手権大会
 一般男子59kg級　
  小笠原康司（Power Line）

ド ッ ジ ボ ー ル
2017J.D.B.A.全日本選手権 
 シニアチャンピオンシップ
  橘　　真吾（阿呆鳥）
  野村　龍佑（　〃　）
  小笠原了俊（　〃　）
  神谷　聡一（　〃　）
  井上　雄貴（　〃　）
  井上　聖貴（　〃　）
  伊藤　雅之（　〃　）
  吉田　啓人（　〃　）
  高木　優也（　〃　）
  山口　知泰（　〃　）
  鈴木　　遼（　〃　）
  吉田　彩人（　〃　）

バ ト ン
第42回全日本バトントワーリング選手権大会
 スリーバトン女子O-19部門
  加藤　智美
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 スリーバトン男子アダルト部門
  寺本　充孝
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）

オリエンテーリング
第26回全日本リレーオリエンテーリング大会
 スーパージュニア選手権
  藤原考太郎（東海中学校）
  早川　正真（　   〃   　）
  片岡　勇仁（　   〃   　）
 男子選手権
  菅谷　裕志
 （オリエンテーリングクラブルーパー）
  南河　　駿（名古屋大学）
  堀田　　遼
 （愛知県オリエンテーリング協会）
 男子ジュニア選手権
  祖父江有祐（東海高等学校）
  稲森　　剛（横浜国立大学）
  竹内　公一（名古屋大学）
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第７3回国民体育大会冬季大会は、今年秋に開催される本大会「福井しあわせ元気国体」に先駆け、山梨県、神奈川県及び新潟県で
開催されました。

冬季大会終了時点で天皇杯７位・皇后杯4位となり、前回大会を上回る成績を上げ、本大会に向け好スタートを切ることができました。
1　大会の概要

競　技 名　称 期　間 団　長 参加人数会場地 副団長
スケート 富士の国やまなし国体

1月2７日（土）～ 2月1日（木）
箕輪田　晃

７2人山梨県富士吉田市、甲府市
アイスホッケー 氷闘！かながわ・よこはま冬国体 川原　三男、伊藤　政行神奈川県横浜市

スキー にいがた妙高はね馬国体 2月25日（日）～28日（水） 村木　啓作 46人新潟県妙高市 川原　三男、鳥居　宜展
注）  参加人数は県選手団本部役員・監督・選手の合計人数
2　総合成績（冬季大会終了時点）

男女総合成績（天皇杯） 第72回国体 女子総合成績（皇后杯） 第72回国体
順位 都道府県 総合得点 スケート得点

アイスホッケー
得点

スキー
得点 順位 都道府県 総合得点 順位 都道府県 総合得点 スケート得点 スキー得点 順位 都道府県 総合得点

1 長野県 43７.5 224.0 30.0 183.5 1 長野県 430.0 1 長野県 185.0 11７.0 68.0 1 長野県 1７1.0 
2 北海道 432.0 18７.0 90.0 155.0 2 北海道 420.0 2 北海道 122.0 ７７.0 45.0 2 北海道 140.0
3 新潟県 165.0 10.0 10.0 145.0 3 青森県 1７6.0 3 東京都 96.0 83.0 13.0 3 岩手県 85.0
4 東京都 161.0 108.0 40.0 13.0 4 岩手県 1７5.0 ４ 愛知県 86.0 76.0 10.0 4 福岡県 80.0
5 青森県 156.0 42.0 ７5.0 39.0 5 秋田県 1７0.0 5 山形県 ７4.0 54.0 20.0 5 山梨県 ７6.0
6 福井県 145.0 86.0 25.0 34.0 6 神奈川県 156.0 5 山梨県 ７4.0 64.0 10.0 6 兵庫県 ７4.0
7 愛知県 1４3.0 123.0 10.0 10.0 ７ 新潟県 146.0 ７ 大阪府 6７.0 5７.0 10.0 ７ 秋田県 69.0
8 秋田県 140.0 10.0 10.0 120.0 8 大阪府 143.0 8 福岡県 64.0 34.0 30.0 ７ 山形県 69.0
8 山形県 140.0 10７.0 10.0 23.0 15 愛知県 101.0 ９ 愛知県 65.0

3　入賞者一覧
ス ケ ー ト

ショートトラック
 成年男子
　500ｍ2位
 　坂下　里士（トヨタ自動車(株)）
　500ｍ7位
 　古屋　憲吾（トヨタ自動車(株)）
　1000ｍ3位 
　　三澤　夏陽（トヨタ自動車(株)）
　5000ｍR１位
 　坂下、古屋、三澤、高御堂（愛知選抜）
　

ス ケ ー ト
ショートトラック
　成年女子
　500ｍ2位 
　　横山　世奈（トヨタ自動車(株)）
　500ｍ5位
　　平井　亜実（中京大学）
　1000ｍ6位
　　平井　亜実（中京大学）
　3000ｍR2位
　　平井、横山、鈴木、上村（愛知選抜）

ス ケ ー ト
フィギュア
　成年男子5位
　　日野　龍樹・山本　恭廉
　成年女子１位
　　大庭　　雅（中京大）
　　本郷　理華（邦和スポーツランド）
　少年男子5位
　　和田　龍京（愛知みずほ大瑞穂高）
　　壷井　達也（岡﨑市立竜海中）
　少年女子2位 
　　横井ゆは菜（中京大中京高）
　　竹内　すい（大同大大同高）

国民体育大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、国民の健康増進と体力の向
上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するスポーツの祭
典です。

福井しあわせ元気国体は、昭和43年に福井県で開催された第23回国民体育大会
から50年ぶり、二巡目の開催となります。幸福度日本一といわれる福井県で、県民
の元気と創意を結集し、しあわせを感じ、元気があふれる国体を創り上げます。県
民みんなで全国からの参加者を温もりの心でもてなし、交流を通じて、しあわせと
元気を全国に発信します。

会　期 ： 9月29日（土）～10月9日（火）
愛知県選手団のみなさんの大いなる活躍を期待します。

「はぴりゅう」のプロフィール

 生まれたところ 　 福井県
 生まれた日 　 9月29日（この日は平成30年福井国

体総合開会式が行われる日はぴっ！）
 性　　　別 　男の子
 家　　　族 　5人兄弟3番目で次男
 年　　　齢 　不明（推定年齢10歳）
 性　　　格 　好奇心いっぱい。みんなのリーダー！
 好きな食べ物 　福井のおいしい食べ物ぜ～んぶ
 好 き な 色 　情熱の赤
 口 ぐ せ 　はぴっ！
 お 仕 事 　 福井しあわせ元気国体・大会をみんな

に知ってもろうために結成された広報
キャラバン「はぴねす宣隊」リーダー

福井国体承認30第2-89号

　 ス ケ ー ト

第73回国民体育大会本大会の開催 （福井県）

第73回国民体育大会冬季大会の結果
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愛知県スポーツ指導者連絡協議会だより
愛知県スポーツ指導者研修会
　愛知県体育協会では、日本スポーツ協会公認スポーツ指
導者資格、更新のための義務研修会（一部の競技を除く）を
年2回開催しています。
　本年度は、当協会創設40周年記念事業として第1回を
平成30月７月8日（日）、ウィルあいち「ウィルホール」にお
いて、68７名の参加を得て開催しました。講演は下記のと
おりです。
講演Ⅰ　「 これからの指導者のあり方 

 ～良い指導者の条件とは～」
　元中日ドラゴンズ選手、元WBC日本代表打撃コーチ、 
　現野球解説者　立浪　和義　氏
講演Ⅱ　「 プレーヤーと指導者の望ましい関係 

 ～適切な指導を考える～」
　アイ・プラス株式会社　代表取締役　吉田　繁敬　氏
※第2回　平成30年11月24日（土）
　詳細につきましては、本会ホームページ、日本スポーツ協
会機関誌SportJapanに掲載する予定ですのでご覧ください。

スポーツドクター愛知県連絡協議会だより
　本会では、年1回研修会を開催し、会員相互の情報交換や
資質向上に努めております。また、県体協加盟団体を通し
て、市町村や競技団体の開催するスポーツ関連事業へ派遣
し、国民体育大会においては愛知県選手団に帯同し選手を
サポートする活動を行っております。

［研修会］
　去る７月14日（土）、愛知県医師会館において、3７人の参加を
得て開催しました。
講演　「超高齢社会におけるアクティブ・エイジングの実現」
　早稲田大学　スポーツ科学学術院教授　樋口　満　氏

愛知県スポーツ少年団指導者協議会だより
　本協議会では、愛知県スポーツ少年団登録指導者相互の
連携と資質の向上並びに、スポーツ少年団の育成指導及び
指導者活動の促進を目的に、年1回の研修会を実施すること
や市町村スポーツ少年団が実施する研修会に対し補助をし
ております。
　また、愛知県スポーツ少年団と連携し、スポーツ少年団各
種事業実施における協力・運営を行っております。
※ 研修会等の詳細は、各市町村スポーツ少年団事務局へお

問合せ下さい。

愛知県アスレティックトレーナー連絡協議会だより
1．活動報告

当協議会は、201７年度も様 な々活動を行いました。リトルリーグ
東海連盟の指導者・保護者を対象に傷害予防を目的とした講習
会「第21回 からだ向上プロジェクト」（1月28日）、会員向け実技
講習としての「頭部外傷の救急対応」（2月18日）、「ウエイトトレー
ニングの実際」（2月25日）を開催しました。マラソンフェスティバル
ナゴヤ・愛知2018における「第７回　ランナーズサポート」では、
約400名のランナーに障害予防のための評価・指導を行いました

（3月9～11日）。また、名古屋ウィメンズマラソンでは救護所での
活動も実施しました（3月11日）。研修会としては「第10回アスレ
ティックトレーナーズミーティング」を開催し、ジュニアアスリートへの
対応について井上眞一氏・大神雄子氏をはじめ多くの先生方か
ら貴重なご講演を賜りました（4月22日）。
2．今後の予定
　例年通り、研修会・ワークショップ等会員向けの行事や、第７3
回国民体育大会等での選手・競技団体へのトレーナー活動を
行っていきます。また、当協議会設立10周年を控え、より充実した
活動が行えるよう「会員へのアンケート」を実施し、多くの選手・指
導者から求められるアスレティックトレーナーを目指して参ります。ど
うぞ宜しくお願い致します。 （記 ： 監事・馬越　信行）

ＳＣネットワークあいちだより
SCネットワークあいち事業
　ＳＣネットワークあいちは、県内の総合型地域スポーツクラブの相互支援組織として、研修会、交流会等の事業を行ってお
ります。今年度第1回運営研修会は「民間企業と総合型クラブの連携事業について」をテーマとして、下記の内容を実施いたし
ました。
第1部　「民間企業が応援したくなる総合型クラブとは」　株式会社アイジョブ　岩田賢治氏
第2部　「 地元企業と総合型クラブの連携事業について」　ＮPO法人萩原スポーツクラブ　細江隆司氏
第3部　「あなたのクラブはどうですか？～参加者同士でのディスカッション～」
　今後の予定は以下の通りとなっております。総合型地域スポーツクラブ関係者の方は是非ともご出席ください。
クラブ交流会　平成30年9月8日（土）　於 ： 岡崎市中央総合公園武道館
第2回クラブ運営研修会　平成31年2月10日（土）　愛知県教育会館
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スポーツ少年団だより　平成30年度愛知県スポーツ少年団事業計画
（1）組織整備強化事業
総会及び常任委員会の開催

会の名称 開催時期 開催会場 参加者
総　会 5月、3月 愛知県教育会館 委員及び常任委員
常任委員会 5月、10月、3月 愛知県教育会館 常任委員

全国競技別交流大会への派遣

大会名 開催期日 開催会場 参加予定数
第40回全国軟式野球交流大会 ７月28日～31日 長崎県営野球場　他（長崎県） 1チーム（16名）
第41回全国剣道交流大会 3月2７日～29日 維新100年記念公園（山口県） 1チーム（8名）
第16回全国バレーボール交流大会 3月28日～31日 べっぷアリーナ　他（大分県） 男女各1チーム（15名）

※軟式野球、バレーボール（男子）については、東海大会を実施して選考する。その他については県大会を実施して選考する。
顕彰事業

事業名 開催期日 会　場 受賞予定数
日本顕彰伝達式 10月 愛知県教育会館 指導者4名及び4団体
愛知県表彰式 3月 愛知県教育会館 指導者25名及び７団体

（2）指導者・リーダー養成事業
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の開催

実施予定コース 開催期日 会　場 参加予定数
中央コース 6月23日・24日 愛知県教育会館 80名
豊橋コース 6月24日・７月1日 豊橋市総合体育館 80名
尾張旭コース 9月23日・30日 スカイワードあさひ 60名
高浜コース 11月1７日・18日 高浜市女性文化センター 60名
江南コース 11月4日・18日 江南市スポーツセンター 80名

リーダー養成事業の開催

事業名 開催期日 会　場 参加予定数
ジュニア・リーダースクール 9月15日～1７日 愛知県青年の家 ７0名

指導者・リーダー養成事業への派遣及び開催

事業名 開催期日 開催地 参加予定数
全国リーダー連絡会 6月16日・1７日 国立オリンピック記念青少年総合センター他（東京都） リーダー1名、指導者1名
ジュニアスポーツフォーラム 6月1７日 ホテルグランドパレス（東京都） リーダー1名、指導者10名
シニア・リーダースクール 8月9日～13日 国立中央青少年交流の家（静岡県）　 団員5名
東海ブロック指導者研究協議会 11月24日・25日 ホテルリソル岐阜（岐阜県） リーダー3名、指導者７名
東海ブロックリーダー研究大会 3月中旬 未　　定（静岡県） リーダー15名、指導者2名

（3）活動推進事業
愛知県スポーツ少年大会（支部大会）の開催

実施地区 開催期日 会　場 参加者数
愛知県内各支部において開催 各支部において決定 各支部において決定 未定

運動適性テスト助成事業 

実施少年団 開催期間 会　場 参加者数
県内各市町村少年団において実施 4月上旬～2月中旬 各実施少年団において決定 未定

※実施少年団に対して、必要需品を無償配布するとともに、実績に基づき、普及費を交付する。
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家族とのふれあいや、友人・仲間との交流を楽しみながら
行うことのできるスポーツ・レクリエーション。生涯にわ
たって活動することで、健康の保持増進が図られ、明るく豊
かで活力に満ちた生活を形成することにつながります。

さて、今年度で24回目を迎える県フェスティバルは、10月
21日（日）を中心に29種目（フリー参加種目16種目、地区代表
参加種目13種目）を実施します。たくさんの方々の御参加を
お待ちしています。

なお、フリー参加種目の申込みについては、県大会募集要
項に従って、各種目団体が定めた所定の様式により、期日ま
でに提出となります。
▼募集要項と参加申込書
　各教育事務所・各市町村教育委員会生涯スポーツ主管課・

各種目団体事務局で配布します。また、県教育委員会保健
体育スポーツ課ホームページにも掲載しています。

　（アドレスhttp://www.pref.aichi.jp/kyoiku/sports/index.htｍl）
▼募集期間
　9月1日（土）から9月30日（日）

※種目により申込みの方法・期間等が異なります。
▼問合せ
　愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル実行委員会

事務局（愛知県教育委員会保健体育スポーツ課  担当 ： 管野）
電話（052）954－6７9７（ダイヤルイン）

※ 地区及び市町村フェスティバルについては、地区代表参
加種目を中心に、各地域の実情に応じて実施します。

【フリー参加種目】16種目
ターゲット・バードゴルフ、男女混合綱引き、タスポニー、
バウンドテニス、マスターズ陸上競技、マスターズ水泳、
ハンドボール、キンボールスポーツ、オリエンテーリン
グ、ラダーゲッター、チャレンジ・ディスクゴルフ、ペタ
ンク、ゲートボール、スキー、ネオホッケー、組討道

【地区代表参加種目】13種目
グラウンド・ゴルフ、壮年サッカー、ソフトバレーボール、
女子ソフトボール、年齢別テニス、年齢別ソフトテニス、
卓球、年齢別バドミントン、ボウリング、インディアカ、弓
道、柔道、軟式野球

愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル2018　愛知県教育委員会保健体育スポーツ課

（４）交流活動推進事業
全国スポーツ少年大会・東海ブロック各種大会への派遣及び開催

事業名 開催期日 開催地 参加予定数
第40回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会東海大会 6月9日（予：10日） 鈴鹿市石垣池公園野球場（三重県） 団員14名、指導者2名
第56回全国スポーツ少年大会 8月2日～8月5日  白浜少年自然の家（茨城県） 団員5名、指導者1名
第49回東海ブロックスポーツ少年大会 8月14日～16日 岐阜市少年自然の家（岐阜県） 団員30名、リーダー2名、指導者3名
第30回東海ブロック競技別交流大会（ソフトボール） 11月23日（予：24日） 奥町公園　野球場・ソフトボール場（愛知県） 団員16名、指導者3名
第30回東海ブロック競技別交流大会（バレーボール） 12月16日 エコパサブアリーナ（静岡県） 団員12名、指導者2名
第30回東海ブロック競技別交流大会（サッカー） 12月9日（予：16日） 未　　定（三重県） 団員18名、指導者3名
愛知県競技別交流大会の開催

大会名 開催期日 会　場 参加者（団）予定数
軟式野球交流大会 5月19、20、26、2７日（予：6月2日） 愛知県口論義運動公園野球場 16団
バレーボール交流大会 10月13日 豊橋市総合体育館（豊橋市） 女子16団、男子10団
ソフトボール交流大会 10月20日（予：2７日） 奥町公園　野球場・ソフトボール場（一宮市） 女子10団、男子10団
サッカー交流大会 11月3日・4日（予：1７日・18日） 岡崎市中央総合公園（岡崎市） 16団
剣道交流大会 12月2日 新日鐵住金名古屋体育館 500名
国際交流事業の実施

事業名 開催期日 開催地 参加予定数
第45回日独同時交流受入 ７月30日～8月3日 碧南市 ドイツ団員9名、指導者1名
第45回日独同時交流派遣 ７月31日～8月1７日 ドイツ・ヴュルテンベルク州 指導者1名、団員5名

（5）その他
スポーツ少年団関連事業

事業名 開催期間 会　場 主催団体
リーダー研修会 9月8日・9日 愛知県青年の家 愛知県スポーツ少年団指導者協議会
平成30年度ＡＣＰ普及講習会 1月19日 愛知県スポーツ会館 日本スポーツ少年団

昨年度の様子（グラウンド・ゴルフ）
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○春日井市体育協会
▽第37回新春春日井マラソン大会参加者を募集します。
日　時 平成31年1月13日（日）
会　場  春日井市総合体育館を発着点とする市街地を周回

するコース
種　目　⑴10Ｋｍ競技の部
 　 （一般男女、40歳代男女、50歳代男子、50歳以上 

女子、60歳以上男子）
 ⑵3Ｋｍ競技の部（中学生男女）　
 ⑶2Ｋｍ競技の部（小学5・6年生男女）
 ⑷3Ｋｍジョギングの部（小学生以上）
申込期間 平成30年10月1日（月）～平成30年10月31日（水）
申　込 ⑴春日井市総合体育館窓口　　
　　　　⑵インターネット・携帯サイト　
定　員 10㎞競技の部　4,500人（先着順）　
問合先 春日井市鷹来町4196番地3　総合体育館内
 新春春日井マラソン大会実行委員会　事務局
 TEL 0568-84-７109　FAX 0568-83-0006
 Eｍail ： spopro＠spofure-kasugai.or.jp
大会HP  http ： //www.kasugai-ｍarathon.jp

○一般社団法人 西尾市スポーツ協会
▽にしお駅伝フェスティバル2018参加者を募集しております。
日　時 平成30年12月16日（日）
 受付 8時50分まで
会　場 愛知こどもの国（西尾市東幡豆町）
部　門 Aコース1部　高校一般男子（男女混合可）
 Aコース2部　高校一般女子　　　
 Bコース3部　中学生男子
 Bコース4部　中学生女子
 Bコース5部　小学生（男女混合可）
 Bコース6部　シニア（50歳以上男女混合可）
 Bコース７部　フレンドリー（年齢、性別は不問）
コース(5区間)
 Aコース全長 1７.9kｍ　Bコース全長 10.09kｍ
定　員 Aコース120チーム　Bコース120チーム　
参加料 高校一般・シニア・フレンドリー チーム6,000円
　 小・中学生 チーム3,000円
申込締切  10月5日（金）
 ※コース毎定員になり次第締め切ります。
  詳細は西尾市市役所ホームページをご覧くださ

い。是非ご参加ください。　　
問合先 （一社）西尾市スポーツ協会事務局　林・清水・杉浦
 TEL 0563-65-005７

○新城市体育協会
▽第４3回新城マラソン大会参加者募集
日　時 平成31年1月20日（日）雨天決行
 受付 8時30分～スタート 10時～
会　場 県営新城総合公園及び周辺道路
コース  県営新城総合公園を拠点とする非公認 

10kｍ、5kｍ、3kｍ、2kｍ
特　徴  長篠・設楽ヶ原の戦いが行われた戦地を舞台に自

然豊かな高低差があるコース
種　目 マラソン競技33部門及び健康ジョギング　
申込期間 平成30年11月1日（木）～平成30年11月30日（金）
申込方法	 ⑴インターネット
 　・RUＮＮET　・スポーツナビDC
 ⑵パンフレット（募集要項）申込書
 　 パンフレットにある申込書（払込取扱票）を使用

し、郵便局又は事務局窓口でエントリー
　　　　　※申込用紙は下記事務局までご請求ください。
問合先 新城市字東入船115番地　新城市教育委員会内
 新城マラソン大会実行委員会　事務局
 TEL 0536-23-７639　FAX 0536-23-8388
 E-ｍail　sport＠city.shinshiro.lg.jp

○一般社団法人 スポーツクラブ東海
▽スポーツフェスティバル「GO!GO!とうかい」を開催します。
日　時 平成30年9月8日（土）
 10時～15時（14時30分受付終了）
会　場 東海市民体育館
種　目  剣道、卓球、バスケットボールなどの競技体験コー

ナーやニュースポーツやスポーツクライミング
コーナーなど盛りだくさん!　

申　込 申込み不要、参加無料
問合先 （一社）スポーツクラブ東海　TEL 0562-39-4050

○知多市体育協会
▽知多市ではスポーツ指導者の養成を目的として毎年スポー

ツ研修会を実施しています。
　スポーツ指導に関する一般知識を身につけ安全管理を含
め資質の向上を目指しています。
　講師にはスポーツ教養専門者やアスリート等を招いてい
ます。　過去10年間の実績内容を紹介します。

スポーツ研修会開催一覧
年度 講義内容 講師名 開催日 参加者数
20 競技者から見た指導者論・

壁にぶつかった時の克服法
古田 昌直 氏

セコム㈱柔道部総監督
3月７日
（土） 80名

21 実践的コーチングの技法 阿部 征次 氏
東京女子体育大学学長

1月23日
（土） ７5名

22 脚は第2の心臓 脇坂 康彦 氏
愛知江南短期大学教授

2月8日
（火） 98名

23 スポーツにおけるメンタルケア
‐主な精神疾患と対応について‐

永田 文隆 氏
新舞子メンタルクリニック院長

2月9日
（木） ７0名

24 救急救命措置講習会 知多市消防署 3月5日
（火） 18名

25 コーディネーショントレーニング 平井 博史 氏
中部学院大学子ども学部

11月1日
（火） ７2名

26 豊かなスポーツライフの
実現に向けて

加藤裕美氏
武豊町立衣浦小学校長

12月18日
（木） ７1名

2７  「勝てる！ジュニアアスリー
トのための食事術 」

杉島 有希 氏
至学館大学栄養科学科

11月2７日
（金） 93名

28 体力…？鱓（ごまめ）のつぶやき 服部 良信 氏
宏潤会 大同病院 顧問

2月14日
（火） 90名

29「生涯柔道‐子どもの教育
から老人の健康へ」

二村 雄次 氏
愛知県がんセンター名誉総長

11月29日
（水） 81名

○日進市体育協会
▽平成30年度体協まつりアウトドアスポーツ体験会
日　時　平成30年9月23日（日）　9時～1７時（予定）
　　　　予備日　平成30年9月30日（日）
会　場　総合運動公園、弓道、スポーツ広場、テニス、野球場
内　容　 アウトドアスポーツの体験会です。どなたでも参

加できます。
種　目　午前の部　 ソフトテニス・陸上競技・軟式野球・弓

道・フラッグフットボール
　　　　午後の部　テニス・サッカー・ソフトボール
問合先　日進市体育協会
　　　　 〒4７0-0122　日進市蟹甲町家布58-1　 

日進市スポーツセンター内
　　　　TEL/FAX 0561-７2-6511
　　　　E-ｍail n-taikyou@tuba.ocn.ne.jp

○東浦町体育協会
▽第４４回東浦マラソン　参加者募集します。
日　時 平成30年12月16日（日）
 受付７時30分～8時30分　スタート9時10分～
会　場 あいち健康の森公園
部　門  マラソンの部　
 2 kｍ　小学生3年～6年男女
 3 kｍ　 中学生男女、一般39歳以下男性（高校生以

上）、40歳以上男性、一般女性
 10kｍ　 29歳以下男性（高校生以上）、30歳代男性、

40歳代男性、50歳代男性、60歳以上男性、 
 39歳以下女性（高校生以上）、40歳代女性、
50歳以上女性

 ジョギングの部
 2 kｍ　一般、中学生以下（就学前幼児は親子で参加）
申込期間 平成30年9月5日（水）～10月4日（木）
問合先  東浦マラソン実行委員会事務局（東浦町体育館内）

TEL 0562-83-8333

○一般社団法人 愛知水泳連盟
▽「愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル2018」
 　マスターズ水泳競技（未公認大会）参加者を募集しています。
日　時 平成30年10月21日（日）
 ※競技会の詳細は申込み締め切り後に公表します。

加盟団体だより
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会　場 愛知県口論義運動公園屋内温水プール
申　込  （一社）愛知水泳連盟ホームページからダウンロー

ドして下さい。
申込締切  平成30年9月25日（火）正午必着
参加資格 ①男女とも30歳以上とし、全て年齢5歳刻みで行う。
 ②年齢は、2018年12月31日現在の満年齢とする。
 ③第７2回、第７3回国民体育大会に出場した者は除く。
問合先  （一社）愛知水泳連盟事務局（事務局在室時）
 毎週火・水・木・金曜日
 9時30分～12時30分　13時30分～16時30分
  〒464-006７  名古屋市千種区池下一丁目11番21号

サンコート池下3階
 TEL 052-７5７-505７　FAX 052-７5７-5056
 郵便物　 〒464-8691 名古屋市千種区
 　　　　千種郵便局私書箱第25号

○一般社団法人　愛知陸上競技協会
　愛知陸上競技協会主催・主管の主なロード関係の大会名を
以下に紹介いたします。多くの方の参加を期待しております。
▽愛知選手権駅伝大会
日　時 平成30年12月8日（土）
会　場 万博記念公園
内　容 中学男・女の部（4区間）、一般・高校女子の部（4区間）
 高校男子の部（5区間）、一般男子の部（5区間）
▽元旦競歩・長距離競走大会
日　時 平成31年1月1日（火）
会　場 パロマ瑞穂スタジアム及び周辺
▽愛知競歩競技会
日　時 平成31年2月11日（月・祝）
会　場 知多運動公園陸上競技場
▽読売犬山ハーフマラソン
日　時 平成31年2月24日（日）
会　場 内田防災公園及び犬山市内
▽マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知2019　 
日　時 平成31年3月10日（日）
内　容 名古屋ウィメンズマラソン2019（ナゴヤドーム発着）
  名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン2019 

（名古屋市内）
 名古屋シティマラソン2019（名古屋市内）
　　　　・ハーフマラソン　・クオーターマラソン
 ・チャレンジラン（3月9日・ドーム周辺）
            ボランティア募集（3月8日～10日）
 マラソンEXPO（関連イベント3月8日～10日）
問合先   愛知陸上競技協会　TEL 052-249-4363

○愛知体操協会
▽「2018年　豊田国際体操競技大会」 
日　時 平成30年12月8日（土）開場 ： 12時　開演 ： 14時
　　　　平成30年12月9日（日）開場 ： 11時　開演 ： 13時
会　場 スカイホール豊田（豊田市総合体育館）豊田市八幡町1-20
種　目 8日（土）　男子　ゆか、あん馬、つり輪
 　　　  女子　跳馬、段違い平行棒
 9日（日）　男子　跳馬、平行棒、鉄棒
 　　　  女子　平均台、ゆか
入場料  昨年大会は500円（自由席小中高生、前売り）～4,000

円（指定アリーナ席）
前売り  平成30年10月2７日（日）チケットぴあ、スカイホール

豊田、中日新聞販売店　等
問合先    中日新聞社スポーツ事業部　TEL 052-211-4420
　　　　http://www.toyota-taiso.coｍ（「豊田体操」で検索）

○愛知県ソフトボール協会
▽日本女子ソフトボールリーグ開催
　日本代表選手が多数参加！トッププレイヤーの戦いを是
非ご覧下さい。
第6節 安城大会
日　時 平成30年9月8日（土）、9日（日）
会　場 安城市総合運動公園ソフトボール場
内　容  8日（土）　ホンダ×SGホールディングス、
 　　　  デンソー×豊田自動織機
  9日（日）　SGホールディングス×豊田自動織機、
 　　　  デンソー×ホンダ
第8節 名古屋大会
日　時 平成30年10月6日（土）、７日（日）
会　場 パロマ瑞穂野球場
内　容  6日（土）　大垣ミナモ×シオノギ製薬、
 　　　  トヨタ自動車×シオノギ製薬
 　　　  トヨタ自動車×ビックカメラ高崎
  ７日（日）　シオノギ製薬×ビックカメラ高崎、

 　　　  大垣ミナモ×ビックカメラ高崎
 　　　  大垣ミナモ×トヨタ自動車
問合先  https://jsl-woｍen.coｍ/　（日本女子ソフトボール

リーグ機構ＨP）をご覧下さい。

▽第23回 全日本レディースソフトボール大会開催
　全国のレディースチームの頂点を決める大会が愛知県で開催。
日　時 平成30年9月15日（土）～1７日（月）
会　場 田原市　緑が浜公園　多目的広場 他
問合先  http://www.aichi-softball.jp/2018/Ｎ23_zenniti_

ladys/Ｎ23_zenniti_ladys.htｍ　　　　　　
  （愛知県ソフトボール協会　第23回全日本レ

ディース大会　紹介ページ）をご覧下さい。
▽ソフトボール公式記録員募集
　ソフトボールの公式記録員を募集しております。
第3種公式記録員認定会
日　時 平成30年11月11日（日）、18日（日）
会　場 11日（日）　デンソー安城荘
　　　　18日（日）　扶桑町総合福祉センター
問合先　 http://owarisoftkiroku.blog.shinobi.jp/Entry/2７8/

（2018年 公式記録員募集ページ）をご覧下さい。

○一般社団法人　愛知県弓道連盟
　平成30年9月9日（日）にドルフィンズアリーナ（旧 愛知県体
育館）で約2000人が参加する「中日本弓道近的選手権大会」
が開催されます。選手として参加する人も応援する人も大
いに盛り上げて下さい。
　また、9月23日（日）全弓道会対抗弓道大会（日本ガイシスポー
ツプラザ弓道場）、9月30日（日）都道府県対抗大会予選会（日本
ガイシスポーツプラザ弓道場）、10月14日（日）愛知県スポーツ
レクリエーション大会県大会（愛知県武道館）と地方を代表
する大会が続きます。皆様のご声援、よろしくお願いします。

○愛知県カヌー協会
▽愛知県カヌー協会では、本年４月から待望のホームページ

を開設しました。
　（https ： //aichicanoe.wixsite.coｍ/spsp）
　例年4月下旬に、カヌーシーズンの幕開けを告げる大会と
して実施している「スプリングスプリントカヌー会」では、
要項やエントリーフォーマットの掲載により、過去最高の
303選手が参加、当日は天候にも恵まれ、白熱したレースが
繰り広げられました。
　また、大会の様子を写真で紹介し、レース結果を素早く掲
載するなど好評で、5,000を超すアクセスがあります。カヌー
大会だけではなく、会員のホットな話題も掲載しますので、
情報をお寄せください。
 
▽愛知県中学校カヌー大会が　25周年
　わかしゃち国体が実施された平成6年に始めた「愛知県中
学校カヌー大会」と秋の「同大会新人戦」が25周年を迎えま
した。カヌーは自然の中で行うスポーツですが、台風や雷、
また渇水などで中止になります。幸い県中と新人戦は、一度
も中止したことが無く、レースを短縮したこともありませ
ん。７月14日の大会パンフレットでは、表紙で過去を振り返
り24枚の組み写真にて、初めてカラー印刷しました。10月の
新人戦では抽選を行い通算50回を祝う計画です。（※リオ五
輪メダリストの羽根田選手も中学時代に出場しました）
▽ご案内
　9月15日・16日の二日間、保田ヶ池カヌー競技場（みよし市
三好町）で、日本カヌーポロ選手権大会・同ジュニア選手権
大会・同高等学校選手権大会の3大会を合同開催します。
　カヌーポロは一般には馴染みのないスポーツですが、今
年のインドネシアの第18回アジア競技大会でも実施された
競技です。カヌーに乗って水球のボールを相手のゴールに
入れて得点を競います。興味のある方は是非ご観戦してみ
てはいかがでしょう。（入場無料・詳しくはホームページで
ご確認ください）

○愛知県合気道連盟
▽平成30年度愛知県合気道連盟講習会を開催します。
日　時 平成30年11月4日（日）
会　場 愛知県武道館　大道場
内　容 少年講習会　10時30分～11時45分
 参加資格　　中学生以下
 参加費　　　無料
 一般講習会　13時～15時
 参加資格　　高校生以上
 参加費　　　一般　1,000円、学生以下 無料
ご指導 （公財）合気会 本部道場長 植芝充央 先生
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　「公益財団法人愛知県体育協会定款第3章第5条」に基づき、平成30年度の
賛助会員を募集いたします。

（1） 本会のスポーツの普及、振興及び競技力の向上事業に協賛する個人、法人
及びその他の団体とします。

（2） 年度会員とし、年額一口10，000円の会費を一口以上納められる方とし
ます。

（3） 退会による会費の返還は、行いません。
（4） 会員には、本会の発行する広報誌「愛知体協」などをお届けいたします。
※ご賛同いただける方は、本会までご連絡ください。

平成30年3月28日（水）に平成29年度第4回理事会が開催され、平成30年度の事業計画が承認されました。
－平成30年度事業計画－

事　業 主な内容
各種体育大会事業 国民体育大会への参加

国民体育大会東海ブロック大会への参加
指導者等養成事業 指導員・上級指導員養成講習会の開催

スポーツ指導者研修会の開催

スポーツ少年団育成事業
全国競技別大会への派遣
指導者・リーダーの養成
母集団研修会、地域交流活動への助成
競技別交流大会の開催、国際交流

体育振興普及事業
広報誌「愛知体協」の発行
ホームページの充実
市町村体育協会への助成
総合型地域スポーツクラブの育成・支援

表彰事業 体育スポーツにおける功労者の表彰
競技力向上対策事業 加盟競技団体が実施する選手強化事業の補助

アンチ・ドーピング教育・啓発
スポーツ安全協会事務受託事業 スポーツ安全保険受付事務を受託
■本会主催事業及び役員に係る賠償責任保険への加入

 平成30年度事業計画 

－正味財産増減計算書－
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで （単位 ： 千円）

科　　　目 当年度 前年度 増　減
経常収益
　基本財産運用益 195 783 △588
　特定資産運用益 3 7 △4
　受取会費 5,330 4,890 440
　事業収益 6,646 6,956 △310
　受取補助金等 78,257 76,170 2,087
　受取負担金 41,729 41,629 100
　雑収益 906 951 △45

経常収益計 133,066 131,386 1,680
経常費用
　事業費 104,744 106,547 △1,803
　管理費 21,620 20,932 688

経常費用計 126,364 127,479 △1,115
当期経常増減額 6,702 3,907 2,795
当期一般正味財産増減額 6,702 3,907 2,795
一般正味財産期首残高 57,377 53,470 3,907
一般正味財産期末残高 64,079 57,377 6,702
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 132,660 132,660 0
指定正味財産期末残高 132,660 132,660 0
正味財産期末残高 196,739 190,037 6,702

－貸借対照表－
平成30年3月31日現在 （単位 ： 千円）

科　　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ資産の部
　1.流動資産 75,475 44,876 30,599
　　　現金預金 48,678 41,253 7,425
　　　定期預金 22,620 0 22,620
　　　未収金 4,177 3,549 628
　2.固定資産 159,058 181,970 △22,912
　（1）基本財産 132,660 132,660 0
　　　公債 132,660 39,470 93,190
　　　定期預金等 0 93,190 △93,190
　（2）特定資産 25,749 47,665 △21,916
　　  退職給付引当預金 8,864 30,780 △21,916
　　  組織整備・スポーツ振興基金 16,885 16,885 0
　（3）その他固定資産 649 1,644 △995
　　  リース資産 649 1,644 △995

資産合計 234,533 226,846 7,687
Ⅱ負債の部
　1.流動負債 28,751 5,134 23,617
　　　未払金 26,417 2,276 △24,141
　　　預り金 259 538 △279
　　　賞与引当金 2,076 2,320 △244
　2.固定負債 9,043 31,675 △22,632

負債合計 37,794 36,809 985
Ⅲ正味財産の部
　1.指定正味財産 132,660 132,660 0
　2.一般正味財産 64,079 57,377 6,702

正味財産合計 196,739 190,037 6,702
負債及び正味財産合計 234,533 226,846 7,687

平成30年5月31日（木）に平成30年度第1回理事会が、6月28日（木）に定時評議員会がそれぞれ開催され、平成29年度の決算が承認されました。
 平成29年度決算 

平成29年度　賛助会員の募集平成30年度　賛助会員の募集 訃　報
後藤　淳様　学校法人名古屋電気学園　総長
 （県体協名誉会長、元県体協会長）
平成30年6月1日逝去。享年90歳。生前は県卓球協会会長、
県フェンシング協会会長、県バドミントン協会会長、名古屋市
体協会長を歴任され、競技力向上を始め、地域スポーツの
普及・振興と県内スポーツ界に多大なご尽力を賜りました。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
大須賀　一誠様（本会副会長・前幸田町長）
平成30年4月4日にご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。






