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令和元年度本会表彰式を令和2年3
月12日（木）に挙行する予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点より表彰式は中止いたしました。

受賞された503名・3団体の皆様には、
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

協会の会長又は理事長であった方
（公財）愛知県スポーツ協会 村木　啓作

協会の役員として 
会の発展に寄与した方

（公財）愛知県スポーツ協会 松本　康夫
　　　〃　　　 神野　紀郎

多年にわたり加盟団体の代表者とし
てスポーツの振興に特に寄与した方
日進市体育協会 大嶋　武彦
愛知県アイスホッケー連盟 田中　政雄
愛知体操協会 丸山　益生

功労賞
多年にわたりスポーツの 
振興に功績があった方

（公財）豊橋市体育協会 小林　勝司
　　　〃　　　 鈴木　捷三
　　　〃　　　 崎下　匡弘
（公財）岡崎市体育協会 中村　順子
　　　〃　　　 （故）見村　三郎
　　　〃　　　 早川　勝博
一宮市スポーツ協会 長尾　光平
　　　〃　　　 寺西　広造
瀬戸市スポーツ協会 大島　　伸
　　　〃　　　 林　　弘一
　　　〃　　　 稲垣　将樹
半田市スポーツ協会 立石　　孝
　　　〃　　　 間瀬　俊美
春日井市スポーツ協会 打田　敏己
　　　〃　　　 鮎澤　清次
　　　〃　　　 大島　一成
豊川市体育協会 大江　利和
　　　〃　　　 鈴木　克哉
　　　〃　　　 榎谷　幸郎
津島市スポーツ協会 奥山　　巧
　　　〃　　　 伊藤　壽美
碧南市スポーツ協会 樅山　泰繁
　　　〃　　　 杉浦　秀彦
　　　〃　　　 清水　清一
刈谷市スポーツ協会 浅井　理絵
　　　〃　　　 浅野　卓志
　　　〃　　　 栗原　大介
（公財）豊田市体育協会 平松　清文
　　　〃　　　 市川　淳司
　　　〃　　　 柴田　東八
（特非）安城市体育協会 都築　俊行
　　　〃　　　 加藤　和巳
　　　〃　　　 神谷　恵子
（一社）西尾市スポーツ協会 田中　浩二

（一社）西尾市スポーツ協会 織田　智治
　　　〃　　　 日高　孝雄
蒲郡市体育協会 鈴木　成人
　　　〃　　　 中瀬　怜子
（特非）犬山市体育協会 中村　洋一
　　　〃　　　 多和田　聡
　　　〃　　　 大澤美智代
常滑市体育協会 早川　　彰
　　　〃　　　 都筑　　徹
　　　〃　　　 長屋　博美
江南市体育協会 今枝　早苗
　　　〃　　　 後藤　武雄
　　　〃　　　 中村　秀光
（公財）小牧市体育協会 松山　武敏
稲沢市体育協会 太田　三樹
　　　〃　　　 小森　智雄
　　　〃　　　 森　　勝己
新城市体育協会 佐野　菊代
　　　〃　　　 有賀　　司
　　　〃　　　 小林　郁二
（一社）スポーツクラブ東海 村林　秀子
大府市スポーツ協会 柴田　智広
　　　〃　　　 飯尾　圭太
高浜市スポーツ協会 石川　　博
岩倉市体育協会 葛谷　五彦
　　　〃　　　 丹羽　俊治
豊明市体育協会 徳永　恭之
北名古屋市体育協会 河口　牧子
　　　〃　　　 髙橋喜美男
　　　〃　　　 髙橋　知尚
弥富市スポーツ協会 渡辺　佐織
みよし市スポーツ協会 長谷川敏夫
　　　〃　　　 松岡　弘記
蟹江町体育協会 萩野　広記
幸田町スポーツ協会 羽根渕　悟
（一社）愛知水泳連盟 湯浅千鶴子
　　　〃　　　 鈴木　省三
（一財）愛知陸上競技協会 吉越　　明
　　　〃　　　 木村　元彦
愛知県ボート協会 天野　安明
愛知県バレーボール協会 柴田美登利
　　　〃　　　 金成　敏弘
愛知体操協会 近藤　重晃
（一財）愛知県バスケットボール協会 出原　竜彦
　　　〃　　　 桝岡　直久
愛知県ハンドボール協会 小島　克明
愛知県ソフトテニス連盟 伊藤　三郎
　　　〃　　　 山本　悦子
愛知県卓球協会 村瀬　修一
　　　〃　　　 原田洋一郎
愛知県フェンシング協会 太田　　求
愛知県バドミントン協会 永井与志夫
　　　〃　　　 青山　忠雄
（一社）愛知県柔道連盟 山本　卓志
　　　〃　　　 内藤　光明
愛知県ライフル射撃協会 大谷　　肇
（一財）愛知県剣道連盟 祝　　要司
　　　〃　　　 塩野谷　厚
愛知県ボウリング連盟 鈴木千恵彦
愛知県少林寺拳法連盟 西山　和男
　　　〃　　　 平田　武雄

協会の発展に功績があった団体
※第74回国民体育大会競技別総合優勝
（一財）愛知県バスケットボール協会
愛知県軟式野球連盟
愛知県カヌー協会

スポーツ栄光賞
特別優秀選手賞・指導者賞
世界選手権において優勝した方

陸 上
第17回世界陸上競技選手権大会
 男子20㎞競歩　優勝
  山西　利和（愛知製鋼㈱）

体 操
第37回世界新体操選手権大会
 団体種目別決勝ボール５　優勝
  杉本早裕吏（トヨタ自動車㈱）
  竹中　七海
 （みなみ新体操クラブ（日本女子体育大学））

レ ス リ ン グ
2019年世界レスリング選手権大会
 女子57kg級　優勝
  川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）

多年にわたり選手育成に 
功労があった方

愛知県ハンドボール協会 本谷　昌利

優秀選手・監督賞
国際競技大会において 
優秀な成績を挙げた方
ス ケ ー ト

2019年フィンランディア杯 フィンランド（ヘルシンキ）
 男子シングル　優勝
ISUグランプリシリーズ ロステムコム杯 ロシア（モスクワ）
 男子シングル　第4位
  宇野　昌磨（トヨタ自動車㈱）
2019年フィンランディア杯 フィンランド（ヘルシンキ） 
 男子シングル　第2位
ISUグランプリシリーズ NHK杯 北海道（札幌市）
 男子シングル　第6位
  山本　草太（中京大学）
2019年フィンランディア杯 フィンランド（ヘルシンキ）
 女子シングル　第3位
ISUグランプリシリーズ ロステレコム杯 ロシア（モスクワ） 
 女子シングル　第6位
ISUグランプリシリーズ NHK杯 北海道（札幌市）
 女子シングル　第4位
  横井ゆは菜（中京大学）
オンドレイネペラトロフィー スロバキア（ブラチスラヴァ）
 女子シングル　第6位
ISUグランプリシリーズ NHK杯 北海道（札幌市）
 女子シングル　第５位
  山下　真瑚
 （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 ラトビア（リガ）
 女子シングル　第3位
  松生　理乃（名古屋市立前津中学校）

おめでとうございます
令和元年度公益財団法人愛知県スポーツ協会　表彰受賞者
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ISUジュニアグランプリシリーズ チェリャビンスク ロシア（チェリャビンスク）
 女子シングル　第５位
  浦松　千聖
 （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 チェリャビンスク ロシア（チェリャビンスク）
 女子シングル　第4位
ISUジュニアグランプリシリーズ クールシュヴェル フランス（クールシュヴェル）
 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）
「クープ・ド・プランタン2019」プランタン杯ルクセンブルク・コッケルシュエール
 女子シングルアドバンスノービス　優勝
  手嶋　里佳（豊田市立浄水中学校）
2019/20 ワールドカップショートトラック（名古屋）
 ショートトラックスピードスケート
 男子1500m（2）　第５位
 男子5000mリレー　第５位
2019 世界ジュニアショートトラック選手権大会（モントリオール）
 ショートトラックスピードスケート男子1000m　第3位
 男子1500m　第6位
 男子3000mリレー　第4位
  吉永　一貴（中京大学）
2019 世界ショートトラック選手権大会（ソフィア）
 ショートトラックスピードスケート女子3000mリレー　第５位
  平井　亜実（中京大学）
2020 四大陸ショートトラック選手権大会
 ショートトラックスピードスケート女子3000mリレー　第５位
  小池　祐奈（中京大学）
 ショートトラックスピードスケート男子5000mリレー　第4位
  横山　大希（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５位
  渡邉　　碧（トヨタ自動車㈱）

水 泳
第18回世界水泳
 アーティステッィックスイミング
 チーム・テクニカル・フリー・コンビネーション　第4位
 デュエットテクニカル・フリー　第4位
  吉田　　萌（愛知学院大学職員）
第1回ＦINＡ世界ユース選手権ＡS
 チーム　第7位
 フリーコンビネーション　第4位
  藤井　萌夏（刈谷市立刈谷南中学校）
第18回世界水泳
 男子200m平泳ぎ　第3位
  渡辺　一平（トヨタ自動車㈱）
第30回ユニバーシアード競技大会
 男子100mバタフライ　優勝
 男子4×100mメドレーリレー　第4位
  石川愼之助
 （パルスイミング西尾（日本大学））
 女子50mバタフライ　第2位
 女子100mバタフライ　第4位
 女子4×100mメドレーリレー　第2位
  相馬　あい（中京大学）
第10回アジアエージグループ選手権
 女子50m自由形　第4位

 女子100m自由形　第4位
 女子200m自由形　第3位
  神野　ゆめ
 （中京大学附属中京高等学校）

陸 上
第3回アジアユース陸上競技選手権大会
 男子1500m　第2位
  栁本　匡哉（豊川高等学校）
 女子2000mSC　優勝
  村上　弓月（愛知県立豊明高等学校）
 女子7種競技　第2位
  伊藤　桃子
 （中京大学附属中京高等学校）
第23回アジア陸上競技選手権大会
 男子20㎞競歩　優勝
  山西　利和（愛知製鋼㈱）
 男子5000m　第4位
  服部　弾馬（㈱トーエネック）
 男子3000mSC　第6位
  山口　浩勢（愛三工業㈱）
 男子棒高跳　第7位
  山本　聖途（トヨタ自動車㈱）
 男子円盤投　第4位
  湯上　剛輝（トヨタ自動車㈱）

バ レ ー ボ ー ル
第30回ユニバーシアード競技大会バレーボール競技
 男子　第５位
  高梨　健太（ＴＧ SＰＯＲＴS㈱）
  勝岡　将斗（　　　〃　　　）
  郡　　浩也（㈱ジェイテクト）
  小林　光輝（　　　〃　　　）
  永露　元稀（ＴＧ SＰＯＲＴS㈱）
  小川　智大（豊田合成㈱）
第16回男子U19世界選手権大会
 第6位
  山崎　真裕（星城高等学校）
  澤田　　昌
 （愛知工業大学名電高等学校）
第20回アジア男子選手権大会
 第3位
ワールドカップ2019 男子
 第4位
  古賀太一郎（ＴＧ SＰＯＲＴS㈱）
第20回アジア男子選手権大会
 第3位
ワールドカップ2019
 第4位
  西田　有志（㈱ジェイテクト）
第30回ユニバーシアード競技大会バレーボール競技
 女子　第3位
  杉　　郁香（トヨタ車体㈱）
ワールドカップ2019 女子
 第５位
  荒木絵里香（トヨタ車体㈱）
  鍋谷友理枝（㈱デンソー）

体 操
第37回世界新体操選手権大会
 団体総合　第2位
 団体種目別決勝フープ3クラブ2　第2位
  杉本早裕吏（トヨタ自動車㈱）
  竹中　七海
 　　（みなみ新体操クラブ（日本女子体育大学））
2019ワールドカップ第3戦
 女子タンブリング　第6位
  北折　愛里（㈱Ｒainbow）

バスケットボール
ＦIBＡ 3×3アジアカップ2019
 女子　第3位
  伊集　　南（㈱デンソー）
  西岡　里紗（三菱電機㈱）
  宮下　希保
 （アイシン・エィ・ダブリュ㈱）
ＦIBＡ女子アジアカップ2019
 優勝
  長岡萌映子（トヨタ自動車㈱）
  馬瓜エブリン（　　　〃　　　）
  髙田　真希（㈱デンソー）
  渡邉　亜弥（三菱電機㈱）
  赤穂ひまわり（㈱デンソー）
ＦIBＡ 3×3 U23 WＯＲLD CUＰ 2019
 優勝
  馬瓜ステファニー（トヨタ自動車㈱）
  山本　麻衣（　　　〃　　　）
  西岡　里紗（三菱電機㈱）
第41回ウィリアム・ジョーンズカップ2019
 優勝
  永井　唯菜（三菱電機㈱）
  根本葉瑠乃（　　　〃　　　）
  池谷　悠希（　　　〃　　　）
  櫻木　千華（　　　〃　　　）
  篠宮　杏奈（　　　〃　　　）
  川井　麻衣（　　　〃　　　）
  小菅　由香（　　　〃　　　）
  見崎　南美（　　　〃　　　）
  西岡　里紗（　　　〃　　　）
  王　新朝喜（　　　〃　　　）
  田代　桐花（　　　〃　　　）
  渡邉　亜弥（　　　〃　　　）
ＦIBＡ 3×3 ウーマンズシリーズ 2019 雄安大会
 優勝
  山本　麻衣（トヨタ自動車㈱）
  西岡　里紗（三菱電機㈱）
  宮下　希保
 （アイシン・エィ・ダブリュ㈱）
ＦIBＡ 女子オリンピック プレ・クオリファイイング・トーナメント2019 （アジア・オセアニア） 
 3戦全勝
  渡邉　亜弥（三菱電機㈱）
  根本葉瑠乃（　　　〃　　　）
  赤穂ひまわり（㈱デンソー）
  宮下　希保
 （アイシン・エィ・ダブリュ㈱）
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レ ス リ ン グ
2019年世界レスリング選手権大会
 女子53㎏級　第2位
  向田　真優（至学館大学）
 女子62㎏級　第3位
  川井友香子（至学館大学）

ラグビーフットボール
ラグビーワールドカップ2019
 ベスト8
  姫野　和樹（トヨタ自動車㈱）
  茂野　海人（　　　〃　　　）
  木津　悠輔（　　　〃　　　）

ハ ン ド ボ ー ル
第15回女子ジュニアアジア選手権
 　第2位
  服部沙也加（中京大学）
第8回女子ユースアジア選手権
 第3位
  中島　紗央（大同大学大同高等学校）
  福井すみれ
 （名古屋経済大学市邨高等学校）
第19回男子アジア選手権
 第3位
  杉岡　尚樹（トヨタ車体㈱）
  笠原　謙哉（　　　〃　　　）
  北詰　明未（　　　〃　　　）
  甲斐　昭人（　　　〃　　　）
  渡部　　仁（　　　〃　　　）
  岡元　竜生（　　　〃　　　）
  吉野　　樹（　　　〃　　　）
  久保　侑生（大同特殊鋼㈱）
  東江　雄斗（　　　〃　　　）
  小澤　　基（　　　〃　　　）
  徳田新之介（豊田合成㈱）

卓 球
2019IＴＴＦジュニアサーキット・フランスオープン
 ジュニア男子団体　優勝
2019IＴＴＦジュニアサーキット・ベルギーオープン
 ジュニア男子ダブルス　優勝
2019IＴＴＦジュニアサーキット・中国オープン
 ジュニア男子シングルス　第2位
2019アジアジュニア＆カデット卓球選手権大会
 ジュニア男子シングルス　第3位
 ジュニア男子ダブルス　第2位
2019IＴＴＦチャレンジ・ベラルーシオープン
 男子ダブルス　第2位
2019年世界ジュニア卓球選手権大会
 男子団体　第3位
  篠塚　大登
 （愛知工業大学名電高等学校）
2019IＴＴＦジュニアサーキット・フランスオープン
 ジュニア男子団体　優勝
2019IＴＴＦジュニアサーキット・ベルギーオープン

 ジュニア男子ダブルス　優勝
2019IＴＴＦジュニアサーキット・中国オープン
 ジュニア男子シングルス　第3位
  横谷　　晟
 （愛知工業大学名電高等学校）
2019IＴＴＦジュニアサーキット・チャイニーズタイペイオープン
 ジュニア男子団体　第3位
 ジュニア男子ダブルス　第3位
 ジュニア男子シングルス　第3位
  濵田　一輝
 （愛知工業大学名電高等学校）
2019IＴＴＦアジアジュニア＆カデット卓球選手権大会
 ジュニア男子ダブルス　第2位
2019IＴＴＦチャレンジ・ベラルーシオープン
 男子ダブルス　第2位
2019年世界ジュニア卓球選手権大会
 男子団体　第3位
  曽根　　翔
 （愛知工業大学名電高等学校）
2019IＴＴＦジュニアサーキット・フランスオープン
 ジュニア男子団体　優勝
 カデット男子シングルス　第2位
2019IＴＴＦジュニアサーキット・ベルギーオープン
 カデット男子シングルス　第3位
2019IＴＴＦジュニアサーキット・中国オープン
 ジュニア男子団体　第3位
2019IＴＴＦジュニアサーキット・チャイニーズタイペイオープン
 ジュニア男子団体　第3位
 ジュニア男子ダブルス　第3位
 カデット男子シングルス　第2位
  鈴木　　颯
 （愛知工業大学名電中学校）
 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
  加山　　裕
 （愛知工業大学名電高等学校）
2019IＴＴＦチャレンジ・タイオープン
 アンダー21男子シングルス　第2位
  髙見　真己（愛知工業大学）
2019IＴＴＦジュニアサーキット・フランスオープン
 カデット男子シングルス　優勝
2019IＴＴＦジュニアサーキット・中国オープン
 ジュニア男子団体　第3位
 カデット男子シングルス　第3位
2019IＴＴＦジュニアサーキット・チャイニーズタイペイオープン
 ジュニア男子ダブルス　優勝
 ジュニア男子シングルス　第2位
  吉山　僚一
 （愛知工業大学名電中学校）
2019IＴＴＦチャレンジ・インドネシアオープン
 男子アンダー21シングルス　優勝
  谷垣　佑真
 （愛知工業大学名電高等学校）

ソ フ ト ボ ー ル
第12回女子アジアカップ
 優勝

  渥美　万奈（トヨタ自動車㈱）
  山崎　早紀（　　　〃　　　）
  川畑　　瞳（㈱デンソー）
  洲鎌　夏子（㈱豊田自動織機）
  江口未来子（　　　〃　　　）
第8回東アジアカップ女子ソフトボール大会
 優勝
  杉本　梨緒（中京大学）
  舟橋　花保（　　　〃　　　）
  高瀬　沙羅（　　　〃　　　）
WBSC第16回世界男子ソフトボール選手権大会
 第2位
  山脇　佑也（㈱デンソー）
  森田　裕介（㈱豊田自動織機）
  黒岩　誠亥（トヨタ自動車㈱）
第13回女子U19ワールドカップ
 第2位
  後藤　希友（トヨタ自動車㈱）
  今村　あこ（㈱デンソー）
  福重さくら（㈱豊田自動織機）
第8回女子U17アジアカップ
 優勝
  澤村　真心（星城高等学校）
  石堂　紗雪（東海学園高等学校）
  池上　桃花（　　　〃　　　）

な ぎ な た
第7回世界なぎなた選手権大会
 全日本の形の部　優勝
  加藤　大貴（㈱エスワイシステム）

カ ヌ ー
2019NHK CUＰカヌースラローム選手権大会
 男子カナディアンシングル　第3位
2019カヌースラローム世界選手権大会
 男子カナディアンシングル　第13位
  羽根田卓也（㈱ミキハウス）

トライアスロン
東アジアトライアスロン選手権
 第3位
  潮田　小波（中京大学）

パワーリフティング
2019世界クラシックパワーリフティング選手権大会
 ジュニア男子59㎏級　第５位
2019アジアクラシックパワーリフティング選手権大会
 ジュニア男子59㎏級　優勝
  土屋　潤人（愛知学院大学）
2019世界クラシックパワーリフティング選手権大会
 サブジュニア男子66㎏級　第6位
  苅谷　賢展（岡崎城西高等学校）
2019世界ベンチプレス選手権大会
 クラシック・サブジュニア女子84㎏超級　第2位
2019世界クラシックパワーリフティング選手権大会
 サブジュニア女子84㎏級　第3位



第 122 号（5）

  林　　美緒（岡崎城西高等学校）

バ ト ン
第10回WBＴＦインターナショナルカップ
 スリーバトン男子ジュニア　第4位
  丹羽　駿斗（ＰL愛知第一ＭBＡ）
 スリーバトン男子シニア　第8位
  寺本　充孝
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 スリーバトン女子アダルト　第6位
  深谷　美海
 （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　第7位
  伊藤　　葵
 （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女子アダルト　第6位
 アーティスティックペアアダルト　第7位
  荻野　園巳
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 スリーバトン女子アダルト　第５位
 アーティスティックペアアダルト　第8位
  𫝆村　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　第8位
  加藤　風歌
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
第10回インターナショナルカップ
 スリーバトン女子シニア部門　優勝
  柴田　もも（ＴWIＲL ＴＥＡＭ空）
 アーティスティックトワール女子ジュニア部門　第6位
  蒲　　和葉（ＴWIＲL ＴＥＡＭ空）
 アーティスティックグループ　第4位
  安藤　千尋（ＴWIＲL ＴＥＡＭ α）
  墨谷　真珠（　　　〃　　　）
  岡田　紗和（　　　〃　　　）
  小出　彩寧（　　　〃　　　）
  小田　起子（　　　〃　　　）
  大西　春香（　　　〃　　　）
  岡村　榛香（　　　〃　　　）
  中島　瀬菜（　　　〃　　　）
  前山　にこ（　　　〃　　　）
  髙羽　知世（　　　〃　　　）
  鵜飼　ゆな（　　　〃　　　）
  土井　香凜（　　　〃　　　）
  山田　菜月（　　　〃　　　）
  伊藤みなみ（　　　〃　　　）
  青山　琴美（　　　〃　　　）
  小林　　歩（　　　〃　　　）
  太田菜ノ葉（　　　〃　　　）
  柘植　彩花（　　　〃　　　）
2019年IBＴＦグランプリ大会
 トゥーバトン女子アダルト　第3位
 フリースタイルチーム　第５位
  深谷　美海
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 ソロトワール女子アダルト　第7位
  荻野　園巳

 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
 フリースタイルチーム　第５位
  青山　莉子
 （ナゴヤゴールデントワラーズ）
  𫝆村　菜摘（　　　〃　　　）
  加藤　風歌（　　　〃　　　）
  布目菜津美（　　　〃　　　）
  篠谷りりあ（　　　〃　　　）
  古澤　奈々（　　　〃　　　）
  若杉奈那華（　　　〃　　　）
  渡辺　真有（　　　〃　　　）
 トゥーバトン女子アダルト　第6位
 フリースタイルチーム　第6位
  山田　彩木（ＴWIＲL ＴＥＡＭ空）
 フリースタイルチーム　第6位
  鳥居　美月（ＴWIＲL ＴＥＡＭ空）
  山口　友那（　　　〃　　　）
  木村　巴南（　　　〃　　　）
  柴田　もも（　　　〃　　　）
  蒲　　水輝（　　　〃　　　）
  蒲　　和葉（　　　〃　　　）
  中島　笑里（　　　〃　　　）
  実近　映里（　　　〃　　　）
  高田唯莉菜（　　　〃　　　）

エ ア ロ ビ ッ ク
第30回エアロビック世界大会
 ＡＧI Ｔrio　第4位
  黒田　七菜（刈谷市立刈谷東中学校）
  嶺木　愛里（豊明市立栄中学校）

オリエンテーリング
アジアジュニアユースオリエンテーリング選手権
 スプリントＭ20　優勝
  森清　星也（東海高等学校）
 スプリントＭ16　優勝
  早川　正真（東海高等学校）
 スプリントＭ16　第2位
 ミドルＭ16　第2位
  森　創之介（東海高等学校）
 スプリントW18　第3位
  落合　英那（滝高等学校）

公認の日本記録を樹立した方
陸 上

第95回早慶対抗陸上競技会
 男子4×200mＲ　1分21秒91
  小久保友裕（早稲田大学）
第58回全日本50㎞競歩高畠大会
 男子50㎞競歩　3時間37分39
  丸尾　知司（愛知製鋼㈱）

パワーリフティング
第45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

 スクワット167㎏
  梅村　優子（ちからこぶ）
 ノーギア・サブジュニア/ジュニア
 女子84㎏超級
 スクワット152.5㎏
 ベンチプレス88㎏
 トータル400.5㎏
 シングルベンチプレス88㎏
2019世界クラシックパワーリフティング選手権大会
 ノーギア・サブジュニア/ジュニア女子84㎏級
 スクワット150㎏
 トータル390㎏
  林　　美緒（岡崎城西高等学校）
第24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・サブジュニア男子66㎏級
 デッドリフト230㎏
  苅谷　賢展（岡崎城西高等学校）
 ノーギア・サブジュニア男子74㎏級
 ベンチプレス125.5㎏
 トータル568㎏
  上大門柊介
 （中京大学附属中京高等学校）

国民体育大会において優勝した方
水 泳

 成年男子100mバタフライ
 成年男子4×100m
  石川愼之助
 （パルスイミング西尾（日本大学））
 成年男子4×100m
  川本　武史（トヨタ自動車㈱）
  山中　祥輝（㈱ティラド）
  安江　貴哉（新東工業㈱）
 少年女子B　200m個人メドレー
  木村　碧海（豊川高等学校）
 成年女子　4×50mフリーリレー
  野呂　優花（日本体育大学）
  西津　亜紀（中京大学）
  後藤真由子（フットマーク㈱）
  高橋　美紀（林テレンプ㈱）
 オープンウォーター女子5km
  森山　幸美（SWＡNS）

陸 上
 成年男子400mH
  小田　将矢（名古屋大学）

バスケットボール
 少年女子
 監督　井上　眞一
   （桜花学園高等学校）
  平下　結貴（　　　〃　　　）
  前田　心咲（　　　〃　　　）
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  玉川なつ珠（桜花学園高等学校）
  仲村　瑠夏（　　　〃　　　）
  朝比奈あずさ（　　　〃　　　）
  安田　朋生（　　　〃　　　）
  近藤はづき（安城学園高等学校）
  美口まつり（　　　〃　　　）
  伊波　美空（桜花学園高等学校）
  関　　遥花（安城学園高等学校）
  松浦　涼香（桜花学園高等学校）
  海老原唯花
 （名古屋経済大学高蔵高等学校）
 成年女子
 監督　木村　　功（愛知学泉大学）
  髙橋　華菜（　　　〃　　　）
  伊藤　里奈（　　　〃　　　）
  杉原　成美（　　　〃　　　）
  粟津　雪乃（　　　〃　　　）
  岡田真那美（　　　〃　　　）
  平野　実月（　　　〃　　　）
  石原　柚香（　　　〃　　　）
  鬼塚　彩乃（　　　〃　　　）
  石牧　　葵（　　　〃　　　）
  坂本　　雅（　　　〃　　　）
  富田　愛理（中部大学）

軟 式 野 球
 成年男子
 監督　新田　英貴
   （医療法人和合病院）
  松本　弘樹（　　　〃　　　）
  三ヶ尻匡宏（　　　〃　　　）
  安井　俊介（　　　〃　　　）
  前田　直人（　　　〃　　　）
  松尾　豪晃（　　　〃　　　）
  貝本　智顕（　　　〃　　　）
  落司　雄紀（　　　〃　　　）
  水野　駿也（　　　〃　　　）
  竹中　大智（　　　〃　　　）
  松本　光平（　　　〃　　　）
  山口　直人（　　　〃　　　）
  市川　真悟（　　　〃　　　）
  山田　　聡（　　　〃　　　）
  吉田　成志（　　　〃　　　）
  村田　　誠（　　　〃　　　）

山 岳
 成年女子ボルダリング競技
 監督　坂口　公美（愛知県山岳連盟）
  倉　菜々子（名古屋芸術大学）
  石井　未来（㈱ウィルスタッフ）

弓 道
 少年女子近的競技

 監督　朝倉　千尋
 （愛知県立豊橋商業高等学校）
  太田　陽菜（　　　〃　　　）
  加藤　莉茉
 （愛知みずほ大学瑞穂高等学校）
  酒井　杏佳
 （愛知県立豊橋商業高等学校）

ラ イ フ ル 射 撃
 監督　小林　克己（日東醸造㈱）
 成年男子センター・ファイア・ピストル
  松本　　洋（愛知県警察）

カ ヌ ー
 成年女子スプリント500mカヤックシングル
 200mカヤックシングル　
  宮嶋　　愛（人間環境大学）
 少年男子スプリント200mカナディアンシングル　
  森　　陽紀
 （名鉄学園杜若高等学校）

ボ ウ リ ン グ
 少年女子
 監督　皆越　英次（㈱興啓社）
 少年女子団体戦　個人戦　
  水谷　秋穂
 （愛知県立中川商業高等学校）
 少年女子団体戦　
  近藤　菜帆
 （愛知県立三好高等学校）

トライアスロン
 成年女子
 監督　斉藤　大輝
 （チームゴーヤー名古屋）
  潮田　小波（中京大学）

ス ケ ー ト
 フィギュア女子
 監督　久野千嘉子（東レ㈱）
 フィギュア少年女子
  荒木　菜那
 （中京大学附属中京高等学校）
  笠掛　梨乃
 （愛知みずほ大学瑞穂高等学校）

全国高等学校総合体育大会において優勝した方
陸 上

 男子4×100mリレー
 監督　北村　　肇
 （中京大学附属中京高等学校）
  竹内　大和（　　　〃　　　）
  富田　大智（　　　〃　　　）
  神谷　翔矢（　　　〃　　　）
  河田　航典（　　　〃　　　）
 女子七種競技
 監督　稲垣　克憲
   （至学館高等学校）
  田中　友梨（　　　〃　　　）
 監督　早川　周吾
   （安城学園高等学校）
 女子三段跳　学校対抗女子フィールド
  小寺　波音（安城学園高等学校）
 女子円盤投　学校対抗女子フィールド
  近藤　未空（安城学園高等学校）

レ ス リ ン グ
 監督　冨永　忠秀
   （至学館高等学校）
 女子62㎏級
  稲垣　柚香（至学館高等学校）

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
  堀　　千馬
 （愛知工業大学名電高等学校）
  加山　　裕（　　　〃　　　）
  曽根　　翔（　　　〃　　　）
  横谷　　晟（　　　〃　　　）
  篠塚　大登（　　　〃　　　）
  谷垣　佑真（　　　〃　　　）
  濱田　一輝（　　　〃　　　）

テ ニ ス
 監督　伸居　勝己
   （愛知啓成高等学校）
 女子ダブルス
  川出　莉子（愛知啓成高等学校）
  髙橋　有優（　　　〃　　　）

ア ー チ ェ リ ー
 監督　杉浦　直人
 （愛知産業大学三河高等学校）
 男子団体
  佐々木蓮真
 （愛知産業大学三河高等学校）
  西川　晴貴（　　　〃　　　）
 男子団体、個人
  髙井　将平
 （愛知産業大学三河高等学校）
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 男子団体
  下原　　涼
 （愛知産業大学三河高等学校）

カ ヌ ー
 監督　長澤　彰裕（杜若高等学校）
 スプリントカナディアンフォア500m
  森　　陽紀（杜若高等学校）
  井原　崚汰（　　　〃　　　）
  長坂　　蓮（　　　〃　　　）
  梅村　昂生（　　　〃　　　）

バスケットボール
 監督　井上　眞一
   （桜花学園高等学校）
 女子
  平下　愛佳（桜花学園高等学校）
  中山　　桂（　　　〃　　　）
  岡本　美優（　　　〃　　　）
  田中　平和（　　　〃　　　）
  中澤　梨南（　　　〃　　　）
  首藤　祐希（　　　〃　　　）
  江村　優有（　　　〃　　　）
  前田　芽衣（　　　〃　　　）
  オコンクウォ スーザン アマカ　　
   （　　　〃　　　）
  佐藤多伽子（　　　〃　　　）
  前田　心咲（　　　〃　　　）
  朝比奈あずさ（　　　〃　　　）

フィギュアスケート
 監督　丹羽　　悠
 （中京大学附属中京高等学校）
 女子学校対抗
  荒木　菜那（　　　〃　　　）
  浦松　千聖（　　　〃　　　）
  吉田　莉菜（　　　〃　　　）

全国中学校体育大会において優勝した方
水 泳

第59回全国中学校水泳競技大会
 監督　原　　洸太
   （南山中学校男子部）
 男子100m自由形　200m自由形
  坂本　琉耶（南山中学校男子部）

ハ ン ド ボ ー ル
第48回全国中学校ハンドボール大会
 監督　鳥本　岳志
 （名古屋市立扇台中学校）
 男子
  宮田　　怜（名古屋市立扇台中学校）
  小野田匡陽（　　　〃　　　）
  小宮凜太郎（　　　〃　　　）
  水野　舜斗（　　　〃　　　）
  林谷　侑磨（　　　〃　　　）

  本多　春喜（名古屋市立扇台中学校）
  矢野　海里（　　　〃　　　）
  水谷　優斗（　　　〃　　　）
  川原　緑心（　　　〃　　　）
  福田　敬基（　　　〃　　　）
  遠山　陽介（　　　〃　　　）
  深川　悠斗（　　　〃　　　）
  加藤　　蓮（　　　〃　　　）
  岩田　敬右（　　　〃　　　）
  竹内　　克（　　　〃　　　）

体 操
第50回全国中学校体操競技選手権大会
 監督　山本　幸俊
   （半田市立青山中学校）
 男子団体総合
  百合草建紀（半田市立青山中学校）
  岡田　榮心（　　　〃　　　）
  角皆　友晴（　　　〃　　　）
  片山　空秋（　　　〃　　　）

卓 球
第50回全国中学校卓球大会
 監督　真田　浩二
 （愛知工業大学名電中学校）
 男子団体
  鈴木　　颯
 （愛知工業大学名電中学校）
  田尻　　要（　　　〃　　　）
 男子団体　男子個人
  吉山　僚一
 （愛知工業大学名電中学校）
 男子団体
  丹羽　　良
 （愛知工業大学名電中学校）
  中村　煌和（　　　〃　　　）
  萩原　啓至（　　　〃　　　）
  加山　雅基（　　　〃　　　）
  菅沼　翔太（　　　〃　　　）

柔 道
第50回全国中学校柔道大会
 監督　神谷　兼正
 （愛知真和学園大成中学校）
 男子個人90kg級
  三並　壮太
 （愛知真和学園大成中学校）

駅 伝
第27回全国中学校駅伝大会
 監督　太田　周作
 （岡崎市立六ッ美北中学校）
 女子
  小山　心結
 （岡崎市立六ッ美北中学校）
  桟敷真菜美（　　　〃　　　）
  鈴村　愛菜（　　　〃　　　）

  小嶋　聖來
 （岡崎市立六ッ美北中学校）
  松山　由奈（　　　〃　　　）
  渡邉　有咲（　　　〃　　　）
  平岡　彩花（　　　〃　　　）
  金田　茉耶（　　　〃　　　）

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88回全日本フィギアスケート選手権
 男子シングル　
  宇野　昌磨（トヨタ自動車㈱）
2019/20　全日本ショートトラック選手権大会
 男子1500m
  横山　大希（トヨタ自動車㈱）

水 泳
第61回日本選手権25m水泳競技大会
 100mバタフライ
  相馬　あい（中京大学）
 200m背泳ぎ
  江戸　勇馬（㈱八神製作所）

ヨ ッ ト
第51回全日本オプティミスト級セーリング選手権大会
 総合　優勝
  岩永　燎汰（蒲郡市立三谷中学校）

陸 上
第103回日本陸上競技選手権リレー競技大会
 男子4×400mＲ
  小久保友裕（早稲田大学）

テ ニ ス
第81回日本商業開発㈱全日本ベテランテニス選手権’19
 男子55才以上シングルス
  田中　英雄（竜美丘テニスクラブ）
 男子85才ダブルス
  宮田　敏男
 （名古屋ローンテニス倶楽部）

ボ ー ト
第97回全日本選手権大会
 成年女子ダブルスカル
  榊原　春奈（トヨタ自動車㈱）
  米川　志保（　　　〃　　　）

体 操
第73回全日本体操競技個人総合選手権大会
 女子個人総合　種目別　跳馬　平均台
  寺本明日香
 （ミキハウス/レジックスポーツ）
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レ ス リ ン グ
天皇杯令和元年度全日本レスリング選手権大会
 女子53㎏級　
  奥野　春菜（至学館大学）
 女子55㎏級　
  東川　加奈（至学館大学）
 女子57㎏級
  南條　早映（至学館大学）
 女子59㎏級　
  屶網　さら（至学館大学）
 女子65㎏級
  類家　直美（至学館大学）
 女子76㎏級
  松雪　泰葉（至学館大学）

卓 球
2019年全日本卓球選手権大会（カデットの部）
 13歳以下男子シングルス
  坂井　雄飛
 （愛知工業大学名電中学校）
 14歳以下男子シングルス　男子ダブルス
  中村　煌和
 （愛知工業大学名電中学校）
 男子ダブルス
  菅沼　翔太
 （愛知工業大学名電中学校）

自 転 車
第88回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース大会
 男子ジュニア
  津田　悠義（愛知県立三好高等学校）

フ ェ ン シ ン グ
第5回全国中学生フェンシング選手権大会
 男子団体
  弓長　昇主
 （愛知工業大学名電中学校）
  杉浦　敬祐（　　　〃　　　）
  長谷川力玖（　　　〃　　　）
  林川　琉偉（　　　〃　　　）

バ ド ミ ン ト ン
第35回若葉カップ全国小学生大会
 男子団体
 監督　山脇　克泰
 （光洋スプリング工業㈱）
  池田純一朗（大府市立吉田小学校）
  石川　　隼（刈谷市立小垣江小学校）
  坂野　開俐（大府市立石ヶ瀬小学校）
  石川　　剛（刈谷市立小垣江小学校）
  松下　遼祐
 （名古屋市立熊の前小学校）
  三ツ石幸太
 （名古屋市立桶狭間小学校）
  櫨　　彪斗（大府市立吉田小学校）

  山脇　弘奨（豊川市立三蔵子小学校）
  因藤　将夢（大府市立北山小学校）
  三浦　壮太（東浦町立緒川小学校）

ソ フ ト ボ ー ル
第71回全日本総合女子選手権
 監督　中西あかね（トヨタ自動車㈱）
  古澤　春菜（　　　〃　　　）
  石川　恭子（　　　〃　　　）
  峰　　幸代（　　　〃　　　）
  坂元　令奈（　　　〃　　　）
  田中　麻美（　　　〃　　　）
  鈴木　鮎美（　　　〃　　　）
  黒澤　花菜（　　　〃　　　）
  長﨑　望未（　　　〃　　　）
  アリー アギュラー（　　　〃　　　）
  田内愛絵里（　　　〃　　　）
  モニカ アボット（　　　〃　　　）
  江渡　祐希（　　　〃　　　）
  伊波　菜々（　　　〃　　　）
  後藤　希友（　　　〃　　　）
  山本絵梨奈（　　　〃　　　）
  切石　結女（　　　〃　　　）
  有吉　　茜（　　　〃　　　）
  渥美　万奈（　　　〃　　　）
  鎌田　優希（　　　〃　　　）
  髙槗　美咲（　　　〃　　　）
  堤　加菜子（　　　〃　　　）
  深沢　未花（　　　〃　　　）
  山崎　早紀（　　　〃　　　）
  富本　凜子（　　　〃　　　）
  三輪さくら（　　　〃　　　）

カ ヌ ー
文部科学大臣杯 令和元年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会
 男子スプリントカナディアンフォア
  森　　陽紀（名鉄学園杜若高等学校）
  井原　崚汰（　　　〃　　　）
  長坂　　蓮（　　　〃　　　）
  梅村　昂生（　　　〃　　　）

ボ ウ リ ン グ
JＯCジュニアオリンピックカップ第43回全日本高校選手権大会
  齋藤　　翔（愛知県立鳴海高等学校）

少 林 寺 拳 法
2019年少林寺拳法全国大会inあいち
 女子護身技法の部
  田家涼太郎（愛知大学）
  山下　望愛（知多信用金庫）

日 本 拳 法
第37回全日本拳法少年個人選手権大会
 小学3年女子　
  尾前　希愛（豊橋市立向山小学校）

 小学6年女子　
  山北　夕愛（春日井市立西山小学校）

パワーリフティング
第24回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会
 一般女子84㎏級　
  梅村　優子（ちからこぶ）
 サブジュニア男子66㎏級
  苅谷　賢展（岡崎城西高等学校）
 サブジュニア男子74㎏級　
  上大門柊介
 （中京大学附属中京高等学校）

ド ッ ジ ボ ー ル
第28回春の全国小学生ドッジボール選手権
  押村　汰生（サザン’97）
  宮田　悠功（　　　〃　　　）
  濵島　蓮司（　　　〃　　　）
  宮田　稜大（　　　〃　　　）
  岩崎　愛彩（　　　〃　　　）
  鈴木　杏滋（　　　〃　　　）
  林田健太郎（　　　〃　　　）
  舩木　稜平（　　　〃　　　）
  山内　亮汰（　　　〃　　　）
  内藤　大樹（　　　〃　　　）
  川西　晴樹（　　　〃　　　）
  百瀬　暁斗（　　　〃　　　）
  梅山ひな汰（　　　〃　　　）
  熊澤　陸康（　　　〃　　　）
  百瀬　湊斗（　　　〃　　　）
  山越　蒼介（　　　〃　　　）
  山越　瑛介（　　　〃　　　）
  梅山　結愛（　　　〃　　　）
  小林　峻也（　　　〃　　　）
  中井　桃子（　　　〃　　　）

エ ア ロ ビ ッ ク
第14回JＯCジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会
 ジュニアトリオ
  桐木　心望（刈谷市立平成小学校）
  知崎　百華（東浦町立石浜西小学校）
  中井　琴海（東浦町立生路小学校）

オリエンテーリング
第28回全日本リレーオリエンテーリング大会
 男子選手権
  堀田　　遼
 （愛知県オリエンテーリング協会）
  南河　　駿（　　　〃　　　）
  佐藤　遼平（　　　〃　　　）
 リトルジュニア選手権　
  高田　朋輝（東海中学校）
  徳光　拓哉（　　　〃　　　）
  髙橋　侑大（　　　〃　　　）
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ス ケ ー ト
ショートトラック
 成年男子
 500m2位
  横山 大希（トヨタ自動車㈱）

 1000m2位
  三澤　夏陽（トヨタ自動車㈱）

　成年女子
 500m3位
  横山 世奈（トヨタ自動車㈱）

フィギュア
　成年男子4位
  日野　龍樹（中京大）
  山本 恭廉（アテナ豊橋ＦSC）
 成年女子3位　
  大庭　雅
（東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株））
  横井　ゆは菜（中京大）
　少年女子１位
  荒木　菜那（中京大中京高）
  笠掛　梨乃（愛知みずほ大瑞穂高）

アイスホッケー
 成年男子7位
  今井田、三小田(伸)、福井、東内、 振津、吉村、伊尾木、
  笠間、 三小田(充)、山本、冨士元、口田、伊藤、葛西、
  加藤、石川（愛知選抜）

第７5回国民体育大会冬季大会は、青森県八戸市、三沢市、南部町及び富山県南砺市で開催されました。
なお、冬季大会終了時点では天皇杯14位、皇后杯６位となっています。

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・
アイスホッケー

氷都新時代！八戸国体
1月29日（水）～2月2日（日） 箕輪田　晃

６3人
青森県八戸市、三沢市、南部町 藤嶋　典弘、伊藤　政行

スキー
とやま・なんと国体2020

2月1６日（日）～19日（水） 稲垣　裕
45人

富山県南砺市 藤嶋　典弘、久保田　昌俊
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74回国体 女子総合成績（皇后杯） 第74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 北海道 444.5 193.0 90.0 1６1.5 1 北海道 441.0 1 長野県 142.0 105.0 3７.0 1 長野県 1６4.5 
2 長野県 3６６.0 203.0 25.0 138.0 2 長野県 3６8.5 2 北海道 118.0 ７0.0 48.0 2 北海道 10７.0 
3 青森県 188.0 81.0 50.0 5７.0 3 茨城県 1７2.0 3 山形県 98.0 ７8.0 20.0 3 茨城県 90.0 
4 山形県 1７７.0 133.0 10.0 34.0 4 青森県 1６5.0 4 群馬県 84.0 59.0 25.0 4 愛知県 76.0 
5 東京都 155.0 ７0.0 ７5.0 10.0 5 山形県 152.0 5 青森県 82.0 43.0 39.0 5 山形県 ７5.0 
６ 群馬県 151.0 102.0 10.0 39.0 ６ 東京都 14６.0 6 愛知県 68.0 58.0 10.0 ６ 東京都 ６9.0 
７ 新潟県 149.5 1６.0 10.0 123.5 ６ 神奈川県 14６.0 ７ 秋田県 ６７.0 10.0 5７.0 ７ 山梨県 ６７.0 
8 埼玉県 141.0 5６.0 ７0.0 15.0 8 秋田県 144.5 8 東京都 ６2.0 52.0 10.0 ７ 兵庫県 ６７.0 
14 愛知県 117.0 87.0 20.0 10.0 12 愛知県 118.0 

3　入賞者一覧

第75回国民体育大会冬季大会の結果

第７5回国民体育大会本大会（鹿児島開催）は延期となり、それに伴い第41回東海ブロック大会が中止となりました。
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愛知県スポーツ指導者連絡協議会だより
　本協議会及び愛知県スポーツ協会では、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。
　本年度の第1回は７月4日（土）を予定しておりましたが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より中止いたしま
した。
　第2回は、11月14日（土）に開催を予定しております。詳細に
つきましては、本会ホームページ、もしくは日本スポーツ協
会情報誌「Sport Japan」をご確認ください。

スポーツドクター愛知県連絡協議会だより
　本協議会では、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、県スポ協加盟団体を
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
の派遣や、国民体育大会における愛知県選手団への帯同等、
選手をサポートする活動を行っております。
　今年度の研修会は７月に開催を予定しておりましたが、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より中止すること
といたしました。

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
　新型コロナウィルス感染症（CＯVID-19）は日常に大きな
変化をもたらしました。東京オリンピック・パラリンピック
は来年への延期となり、鹿児島国体をはじめ、各種スポーツ
大会も軒並み中止となりました。私どもの活動も影響を受
けていますが、留まるわけにはいかないため、様々な工夫を
凝らし、活動をしております。
1．活動報告
　毎年、名古屋ウィメンズマラソン開催時のマラソンフェ
スティバルで実施しているランナーズサポートは、大会規
模縮小に伴い中止となりましたが、同時に開催された名古
屋ウィメンズホイールチェアマラソンでは、コンディショ
ニング・トレーナーブースにおいて、当会のアスレティック
トレーナー2名が選手からの要望に対して活動させていた
だきました。
　また、７月2日に初めての試みとして「会員限定のミーティ
ング（テーマ ： アスレティックトレーナー活動の「これま
で」と「これから」）をWＥBにて開催しました。新型コロナ
ウィルス禍で、アスレティックトレーナー活動がどのよう
に変化しているか、その取り組みを3名の会員に紹介してい
ただき、その後は参加した会員同士で意見交換会を行いま
した。
　当協議会にて作成したコンディショニングハンドブッ
クを、愛知県スポーツ局競技・施設課の依頼により、アカデ
ミー対象者とオリンピック、パラリンピック、202６年アジア
大会に向けて愛知県から認証された選手へ、合計320部を寄
贈させていただきました。
2．今後の予定
　第12回研修会を12月20日（日曜日）に、WＥBにて開催す
る予定となっております。（内容は現在検討中）
　会員限定の講習会も様々な内容を準備しまして、WＥB
にて開催を予定しておりますので、詳細は愛知県アスレ
ティックトレーナー連絡協議会の公式ブログをご確認くだ
さい。 （記 ： 理事・久保田真広）

ＳＣネットワークあいちだより
　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各種事業を行っております。令和2年
4月11日（土）にＳＣネットワークあいち総会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合での総会
は中止とし、オンラインにて運営委員会を開催。今後の対応について協議し、総会は書面決議にて実施しました。
　学校の休業や緊急事態宣言の発令により、クラブの活動休止も余儀なくされ、情報交換の場が求められる中、facebookグルー
プを立ち上げ活用するなど、新たな取組も行っています。
　例年にない対応となっておりますが、今年度は以下の事業を予定しております。
　総合型地域スポーツクラブ関係者の方は是非ともご参加ください。
クラブ交流会　令和2年10月4日（日）10時～1６時　　於 ： 武豊町総合体育館
　　　　　　　内容 ： アクティブ・チャイルド・プログラム体験会、ミニバス交流会
クラブ運営研修会　令和3年2月13日（土）13時～1６時半　於 ： 愛知県教育会館
　　　　　　　　　内容 ： 未定
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スポーツ少年団だより　令和2年度愛知県スポーツ少年団事業計画
 ※取消線 ： 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止

（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
 ※ 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から書面決議による実施
全国競技別交流大会への派遣

大会名 開催時期 開催会場 参加予定数

第42回全国軟式野球交流大会 8月６日～9日 岩手県 1チーム（1６名）
第43回全国剣道交流大会 3月2６日～28日 福島県 1チーム（8名）
第18回全国バレーボール交流大会 3月2６日～29日 宮城県 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
スタートコーチ（スポーツ少年団）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20日 愛知県教育会館 50名

豊橋コース 9月６日 豊橋市総合体育館 50名

春日井コース 10月18日 春日井市総合体育館 50名

刈谷コース 11月22日 ウィングアリーナ刈谷 50名

大治コース 11月21日 大治町スポーツセンター 50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19日～21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2７日・28日 東京都内 リーダー1名、
指導者1名

第3回ジュニアスポーツフォーラム ６月28日 東京都内 リーダー1名、
指導者10名

シニア・リーダースクール 9月19日～22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21日・22日 プラトンホテル四日市（三重県） リーダー及び

指導者15名
東海ブロックリーダー研究大会 3月13日・14日 愛知県青年の家（愛知県） リーダー20名、

指導者2名
幼児期からの
ＡＣＰ都道府県普及促進研修会 11月15日 昭和スポーツセンター（愛知県） 指導者50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 各支部において決定 未定

運動適性テストⅡ助成事業
実施少年団 開催期間 会　場 参加者数

県内市町村において実施 4月上旬～2月中旬 各市町村において決定 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。

（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58回全国スポーツ少年大会
（リーダーズアクション2020） ７月31日～8月3日 国立中央青少年交流の家

（静岡県）
団員5名、
指導者1名

第51回東海ブロックスポーツ少年大会 8月21日～23日 県立鈴鹿青少年センター
（三重県）

各県団員30名、
リーダー2名、
指導者3名

第42回全国スポーツ少年団
軟式野球交流大会東海大会 ６月６日（予:７日） 浅中公園総合グラウンド

（岐阜県）
団員14名、
指導者2名

第32回東海ブロック競技別交流大会
（ソフトボール） 11月15日（予:28日） エコパグラウンド

（静岡県）
団員1６名、
指導者3名

第32回東海ブロック競技別交流大会
（バレーボール） 12月20日 親水公園総合体育館

（愛知県）
団員12名、
指導者2名

第32回東海ブロック競技別交流大会
（サッカー） 12月19日（予:20日） 岐阜メモリアルセンター

長良川競技場（岐阜県）
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1６、1７、23、24日
（予:30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18日 ＫＴＸアリーナ
（江南市）

女子1６団、
男子10団

ソフトボール交流大会 10月1７日（予:24日） 南グランド、晴丘運動広場
（尾張旭市）

女子10団、
男子10団

サッカー交流大会 11月７、14日
（予:28、29日）

海陽多目的広場
（蒲郡市） 1６団

剣道交流大会 12月６日 刈谷市体育館 500名
国際交流事業の実施
事業名 開催期日 開催地 参加者数

第4７回日独同時交流
東海ブロック事前研修会 ６月６日～７日 焼津青少年の家

（静岡県）
派遣団員9名、
指導者1名、
受入関係者

第4７回日独同時交流受入 8月10日～19日 休番県 ドイツ団員9名、
指導者1名

第4７回日独同時交流派遣 ７月2６日～8月６日 ドイツ・ヴュルテンベルク州 団員2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5日・６日 愛知県青年の家 愛知県スポーツ少年団指導者協議会
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○令和2年度よりスポーツ少年団の登録区分等が変わりました。

○スポーツ少年団指導者について
　令和2年度以降、スポーツ少年団に「指導者」として登録するためには、JSＰＯ公認資格保有者でなければなりません。
① スポーツ少年団指導者のうち「JSＰＯ公認スポーツ指導者資格」をすでに保有している指導者の方は、当該資格が有効であれ

ばスポーツ少年団に指導者として登録することが可能です。
② 2019年度スポーツ少年団「認定員」の方は本年度より「JSＰＯ公認スポーツリーダー」資格保有者としてスポーツ少年団指導者

登録が可能ですが、更新・登録制の資格「JSＰＯ公認コーチングアシスタント」への資格移行の手続きが必要となります。
　〈移行手続き方法〉
　Web上で指導者マイページを作成し、移行申請を行ってください。
　指導者マイページログインUＲL　https://my.japan-sports.or.jp/login
※ 4年間のうちに資格移行が必要です。（令和5年度のスポーツ少年団登録まで、スポーツリーダー資格による指導者登録が可

能です。）
※ 取得後、資格更新のためには、更新研修会を受講し、更新登録手続きをする必要があります。（資格登録料は4年間で10,000円）

詳細はこちらからもご確認いただけます。
　日本スポーツ協会HＰ（https://www.japan-sports.or.jp/club/tabid122６.html）

○公益社団法人　愛知県スキー連盟
　当連盟では、スノースポーツに取り組む県民の方々を応
援し、自然の中で楽しく活動できる大会イベントを実施し
ております。経験者はもちろん、スノースポーツに関心を持
ち、これから始めようと思っているジュニア向けのイベン
トもありますので、ぜひご参加ください。（イベント詳細は、
愛知県スキー連盟のホームページ（https://ski.aichi.jp/info/
index.html）まで。）
▽「スキーの日」記念イベント-初心者対象無料講習会
日 時・人　数　
　　　　令和3年1月11日（月）　
　　　　午前の部（30名）　午前9時45分集合
　　　　午後の部（30名）午後0時45分
会 場・集　合
　　　　 茶臼山高原スキー場（愛知県北設楽郡豊根村）　ス

キーセンター前に集合
対　象　初級者（小学生以上）ハの字で滑れること
申込み　 令和2年12月25日までに愛知県スキー連盟事務局

へ往復はがきで申込み。先着順です。
　　　　 「スキーの日」記念イベント、住所、氏名、年齢、連絡

先電話番号を明記して下さい。
問合先　愛知県スキー連盟事務局（052-７5７-６2７７）
　　　　〒4６4-0821　名古屋市千種区末盛通5丁目13-3
　　　　大雄ビル2Ｆ

▽「愛知県マスターズ・ジュニアスキー技術選手権大会」
ジュニアの部
日 時　令和3年2月13日（土）・14日（日）
会 場　ほおのき平スキー場（岐阜県高山市丹生川町久手）
集　合　レストハウス雷鳥
　　　　（ほおのき平スキー場内　Ｔel　05７７-７9-2452）
対　象　 小学3年生から高校3年生で大会バーンを安全に滑

り降りる技術を持つ者。
　　　　 保護者の同意を得ることができ、大会開催期日有

効の傷害保険に加入済であること。
参加料　第1戦、第2戦それぞれ5,500円
　　　　（SＡＡ会員は4,400円）
　　　　第1、2戦共にエントリー７,７00円
　　　　（SＡＡ会員は７,７00円）
申込み　 令和3年1月29日までに当連盟のホームページより

申し込みください。
問合先　愛知県スキー連盟事務局（052-７5７-６2７７）
▽「ジュニアテスト」（事前講習会・検定会）
日 時　令和3年3月13日（土）・14日（日）
会 場　ほおのき平スキー場（岐阜県高山市丹生川町久手）
集　合　 レストハウス雷鳥 

（ほおのき平スキー場内　Ｔel　05７７-７9-2452）
対　象　 小学1年生から６年生でリフトに一人で乗ることが

できる。中斜面を滑降できる。

加盟団体だより

スポーツ少年団だより　スポーツ少年団登録

今後のスポーツ少年団指導者に係る説明会

２スポーツ少年団登録
（１）スポーツ少年団の登録区分とスポーツ少年団登録料

指導者
役職員有資格指導者

（認定育成員・認定員） 無資格指導者 育成母集団

【従来（ 年度まで）のスポーツ少年団登録区分】

団員 指導者
（ 公認スポーツ指導者） 役員 スタッフ

【 年度以降のスポーツ少年団登録区分】

団員
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参加料　5,500円（講習・受検料）
申込み　 令和3年2月2６日までに当連盟のホームページより

申し込みください。
問合先　愛知県スキー連盟事務局（052-７5７-６2７７）

○一般社団法人	愛知水泳連盟
　新型コロナウイルス感染により亡くなられた方々とご家
族のみなさまに、謹んで哀悼の意を表します。また罹患され
たみなさまには、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
　さて、すでにご案内しておりますが、当連盟の事業（競技
会の開催、競技力向上事業等）は現在まで全てを中止してお
ります。今後の予定については、公式競技会（競泳競技）の開
催はいったん白紙とし、9月以降に公式競技会を複数日程で
開催できるように調整、準備をしています。詳細につきまし
ては、決定次第、速やかにホームページ等で発表させていた
だきますので今しばらくお待ちください。
　また、競泳強化事業につきましては、国民体育大会の中止

（鹿児島大会延期）が決定したこともございますので、宿泊
を伴う強化事業は当面自粛いたします。
　当連盟では、新型コロナウイルス感染拡大防止を最優先
として様々な対策を講じてまいりました。しかしながら、現
在も先行きが見通せない状況が続いており、今後もさらな
る決断を下さなくてはならないことが起こらないとも限り
ません。引き続き細心の注意を払って臨む所存です。
　かつて経験したことのない危機に直面された選手のみな
さん、ご家族、関係各位の心情は察するに余りあるものがあ
ります。この困難を一緒に乗り越え、みなさんと笑顔でお会
いできる日が来ることを願っております。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大により状況が急変す
ることがございますのでご承知おきください。事業の変更
等についてはホームページ等でご確認ください。
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
 10時30分～12時30分　13時30分～1７時
  〒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

○一般財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。
◯ 9 月21日（祝月） 駅伝強化豊川長距離競技会（豊川）
◯10月10日（土） 駅伝強化長距離競技会①（瑞穂北）
◯11月 ７ 日（土） 駅伝強化長距離競技会②（知多）

◯12月 5 日（土）  第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 
（愛・地球博記念公園）

〇12月12日（土）  愛知陸協駅伝競走大会 
（愛・地球博記念公園）

  ・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）
〇 1 月 1 日（祝金）  元旦競歩・長距離大会 

 （知多運動公園陸上競技場及び周辺）
〇 2 月20日（土） 愛知競歩競技会（瑞穂北）
〇 2 月28日（日）  第43回読売犬山ハーフマラソン（内田防災

公園及び犬山市内）
〇 3 月14日（日）  ①名古屋ウィメンズマラソン2021 

　（ナゴヤドーム発着）
  ②名古屋シティマラソン2021（名古屋市内）
  ⇒①,②はボランティアも募集しています
  マラソンＥXＰＯ（関連イベント3月12日～14日）
〇 3 月28日（日）  第12回穂の国・豊橋ハーフマラソン 

（豊橋市内）
問合先　愛知陸上競技協会（052-249-43６3）

○知多市体育協会
　今年9月で知多市制施行50周年と知多市体育協会創立50
周年を迎えます。
　市主催で「市制施行50周年記念ちた梅子マラソン」を開催
すべく準備を進めておりました。
　体育協会としても、これに協力すると共に体育協会独自
のイベントも各種計画しておりました。
　しかしながら、年の初めからの新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、全ての記念事業は来年度に延長または中
止とすることになりました。
　マラソン大会は梅の名所である佐布里池周辺の素晴らし
い景色を愛でながら楽しんでいただく企画でしたが残念で
なりません。しかしながら中止ではなく延期ですので、その
分、計画をしっかり練り直すことが出来ると前向きに考え
ております。
　令和3年11月第3日曜日を予定しておりますが決まった折
には各方面にＰＲしたいと思っておりますので、その節には
多くの皆様のご参加をお願いいたします。
　体育協会としては記念誌の発行や記念式典の日程を今後
の情勢を見ながら決める予定です。
　本年の後半は特定天井改修工事でリニューアルした体育
館で精いっぱい汗をかきたいと考えております。

あいち

シンクロ

水球 飛び込み OWS

競泳 日本泳法

　愛知県スポーツ協会関係者で、表彰を受賞された方々
を御紹介いたします。（敬称略）
叙勲（旭日双光章）スポーツ振興功労
　（公財）愛知県スポーツ協会理事
　（公財）日本バドミントン協会副会長
　山田　順一郎

祝 春の表彰
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令和2年3月に令和元年度第4回理事会が書面会議で開催され、令和2年度の事業計画が承認されました。
－令和2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の開催
指導者等養成事業 コーチ1・コーチ2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
支部大会、運動適性テストⅡへの助成
競技別交流大会の開催、国際交流

スポーツ振興普及事業
広報誌の発行
ホームページの充実
市町村体育・スポーツ協会への助成
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

	令和2年度事業計画	

－正味財産増減計算書－
平成31年4月1日から令和2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 373 373 0
　特定資産運用益 0 1 △1
　受取会費 4,770 5,050 △280
　事業収益 25,015 25,291 △276
　受取補助金等 63,912 59,129 4,783
　受取負担金 42,772 42,517 255
　雑収益 859 939 △80

経常収益計 137,701 133,300 4,401
経常費用
　事業費 109,631 103,464 6,167
　管理費 18,200 20,215 2,015

経常費用計 127,831 123,679 4,152
当期経常増減額 9,870 9,620 250
当期一般正味財産増減額 10,683 9,620 1,063
一般正味財産期首残高 73,699 64,079 9,620
一般正味財産期末残高 84,382 73,699 10,683
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 217,042 206,359 10,683

－貸借対照表－
令和2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 76,633 62,454 14,179
　　　現金預金 69,699 59,675 10,024
　　　定期預金 4,631 0 4,631
　　　未収金 1,923 2,779 △856
　　　立替金 281 0 281
　　　前払金 99 0 99
　2.固定資産 157,689 162,798 △5,109
　（1）基本財産 132,660 132,660 0
　　　公債 132,660 132,660 0
　（2）特定資産 21,719 26,050 △4,331
　　  退職給付引当預金 4,234 8,865 △4,631
　　  組織整備・スポーツ振興基金 17,485 17,185 300
　（3）その他固定資産 3,310 4,088 △778
　　  リース資産等 3,310 4,088 △778

資産合計 234,322 225,252 9,070
Ⅱ負債の部
　1.流動負債 10,009 6,276 3,733
　　　未払金 6,500 3,490 3,010
　　　預り金 483 259 224
　　　賞与引当金 3,025 2,527 498
　2.固定負債 7,272 12,617 △5,345

負債合計 17,281 18,893 △1,612
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 84,382 73,699 10,683

正味財産合計 217,042 206,359 10,683
負債及び正味財産合計 234,323 225,252 9,071

令和2年5月2７日（水）に令和2年度第1回理事会が、６月2６日（金）に定時評議員会がそれぞれ開催され、平成元年度の決算が承認されました。
	令和元年度決算	

　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点による行事・会議等の中止・延期については、本会
ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

	お知らせ	

　「公益財団法人愛知県スポーツ協会定款第3章第5条」に基づき、令和2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29年度　賛助会員の募集令和2年度　賛助会員の募集 訃　報
小山　勇様　
愛知体操協会　会長
令和2年６月10日逝去
　心からご冥福をお祈り申し
上げます。






