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理事長就任にあたって� 公益財団法人愛知県スポーツ協会理事長　箕輪田　晃

この度、令和3年6月24日に開催されました理事会におきまして、理事長に選出され、就任いたし
ました。前2年に続く拝命は、身に余る光栄であるとともに、責任の重さを痛感しているところです。
多くの諸先輩方が築いてこられた愛知県スポーツ協会の伝統を引き継ぎ、９０年余りの歴史に恥じぬ
よう努めてまいりたいと考えています。

令和元年度にスポーツ局が設立され、スポーツ界の爆発的なイノベーションを期待するととも
に、スポーツ振興・普及、競技力向上等、本協会の発展に微力ではありますが精一杯努力してまいり
たいと思います。

さて、本県のスポーツ界においては、国際競技会や全国大会で優秀な成績をあげられた選手や
コーチの方々、また、そうした大会の開催・運営にご尽力いただいている役員の皆様が数多く輩出され、「スポーツ愛知・チー
ム愛知」の活力をより強く感じることができます。

近年、国民体育大会における「チーム愛知」は、総合得点2０００点を目標に天皇杯を視野に入れる力があるものと確信してお
り、天皇杯を目標に強化に努めているところです。「チーム愛知」総力で戦ってもらいたいと思います。

2０2０東京オリンピック・パラリンピックもコロナ禍の中すばらしい成績を残して終了することができました。また、2０26年
に愛知・名古屋での開催が決定しています、第2０回アジア競技大会に向けた強化も着々と進めているところでございます。こ
うしたスポーツ界をしっかりと支えていくとともに、指導者の育成、スポーツ少年団の充実、生涯スポーツの推進、県民の健康
増進や生きがいづくりに向けた取り組みにも力を入れている本協会の役割は大変大きいものがあります。今後とも皆様とと
もに力を合わせ、より一層ポジティブに積極的に本県のスポーツの発展のために力を注いでいきたいと考えております。

コロナ禍の中、安全で安心して生活できる日を期待し、関係各位の更なるご支援ご協力をお願い申し上げ、理事長就任の挨
拶とさせていただきます。

名誉会長 鈴木　礼治 神田　真秋   
顧　問 竹内　伸也 丸山　益生 伊藤　信義 米田　吉孝 臼井　秀明
 加藤　常文 村木　啓作 宇佐美義光
参　与  川口　勝春 赤尾　清美 後藤　　勝 三浦　俊正 大橋　正昭 坂野　　功 國分　孝雄 

田中　政雄 堀尾　雅明 松原　曉美 鈴木　敏夫 松山　好弘 森本　裕康 神野　紀郎 
松本　康夫 服部　美佐 宇藤　久子 三井　政昭

会　長 大村　秀章（愛知県知事） 
副会長  山田　拓郎（愛知県市長会長（犬山市）） 成瀬　　敦（愛知県町村会長（幸田町））　 

芦沢　典幸（愛知県スポーツ局長） 勝野　　哲（中部電力㈱代表取締役会長）　 
三矢　　誠（トヨタ自動車㈱アドバイザー）

評議員

理事長 箕輪田　晃　水 泳
副理事長 大河内廣之　ホ ッ ケ ー　　後藤　泰之　名古屋市
常務理事 藤嶋　典弘　学 識 経 験
理　事     

     
監　事 相津　晴洋　市 長 会 宇佐見比呂志　町 村 会   

小林　明発 ス キ ー
近藤　辰哉 レ ス リ ン グ
大元　　司 卓 球
礒貝　昭男 ラ イ フ ル 射 撃
多月　文博 少 林 寺 拳 法
池田　博幸 バウンドテニス
後藤　満彦 西尾張（弥富市）
木村　昌保 西三河（西尾市）
岡田　達也 東三河（田原市）

稲垣　　裕 陸 上 競 技
髙岡　義伸 ラグビーフットボール
田中　光高 軟 式 野 球
與語　美恵 な ぎ な た
山田　正紀 日 本 拳 法
佐野　洋一 名 古 屋 市
森　　　猛 東尾張（小牧市）
伴野　義雄 西三河（碧南市）
河村　禎之 高 体 連

安藤　　治 ボ ー ト
安島　将門 ウエイトリフティング
大波多廣一 馬 術
吉田　隆雄 トライアスロン
大岡　宗弘 武 術 太 極 拳
恒川　武久 西尾張（稲沢市）
武田　　宏 東尾張（阿久比町）
三浦　和利 東三河（蒲郡市）

小川　卓也 ス ケ ー ト
小縣　徹男 バ レ ー ボ ー ル
松原　英司 ハ ン ド ボ ー ル
朝倉　康善 バ ド ミ ン ト ン
下里　智子 バ ト ン
水谷　　豊 西尾張（一宮市）
田中　　稔 東尾張（武豊町）
冨田　佳央 東三河（豊橋市）
加藤　博之 中 小 体 連
井戸田　仁 学 識 経 験
大槻　洋也 学 識 経 験

德田　　康 サ ッ カ ー
鈴木　雅博 体 操
篠邉　　保 ソ フ ト テ ニ ス
亀田　正隆 ソ フ ト ボ ー ル
久野千嘉子 名 古 屋 市
水谷　正勝 西尾張（津島市）
安藤　英彦 西三河（岡崎市）
山本　松宏 東三河（新城市）
大参　孝彰 学 識 経 験
髙橋　繁浩 学 識 経 験
來田　享子 学 識 経 験

小川　　敏 テ ニ ス
石塚　康裕 バスケットボール
諸星　明彦 ア ー チ ェ リ ー
竹内香緒利 弓 道
榛村　宣仁 名 古 屋 市
加藤　春彦 東尾張（瀬戸市）
手嶋　道雄 西三河（豊田市）
小林　整次 高 体 連
岩田　政久 学 識 経 験
小林　寛和 学 識 経 験

令和3・４年度　役員決まる　（公財）愛知県スポーツ協会
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★専門委員会
☆総務委員会
委 員 長 小川　卓也 （理事・スケート）
委 員

徳田　　康（理事・サッカー）
松原　英司（理事・ハンドボール）
朝倉　康善（理事・バドミントン）
水谷　　豊（理事・西尾張）
久保田昌俊（スポーツ局競技・施設課）
宇佐見比呂志 （監事・町村会）

石塚　康裕 （理事・バスケットボール）
諸星　明彦 （理事・アーチェリー）
榛村　宣仁 （理事・名古屋市）
山本　松宏 （理事・東三河）
相津　晴洋 （監事・市長会）

☆競技委員会
委 員 長 亀田　正隆 （理事・ソフトボール）
副 委 員 長 小縣　徹男 （理事・バレーボール）

　  桑田　厚司 （ラグビーフットボール）
委 員

福島　秀幸（ス キ ー）
溝　　和浩（アイスホッケー）
杉浦　育保（ヨ ッ ト）
山田　一宏（サ ッ カ ー）
岩月　孝敏 （ボ ー ト）
中村　大太 （ボクシング）
大石　敬治 （バスケットボール）
出村　享市 （ウエイトリフティング）
澤田　康彦 （ソフトテニス）
白石　角也 （自転車競技）
松永　裕和 （相 撲）
倉　　　要 （山 岳）
伊藤　一夫 （バドミントン）
伊東　朝樹 （柔 道）
伊藤　国博 （剣 道）
生野　泰史 （アーチェリー）
井元　良彦 （クレー射撃）
門田　羊生 （カ ヌ ー）
松岡　敏和 （ゴ ル フ）
林　　正義 （少林寺拳法）
大村　和久 （パワーリフティング）
中村　　剛 （武術太極拳）
神田　新二 （グラウンド・ゴルフ）
寺山　敦朗 （バウンドテニス）
羽場　弘樹 （ビリヤード）
東　　成光 （ダンススポーツ）
鷹羽　保夫 （合 気 道）
鈴木　秀幸 （高 体 連）

久野千嘉子 （ス ケ ー ト）
田中　良夫 （水 泳）
北村　　肇 （陸 上 競 技）
小林　淑一 （テ ニ ス）
小坂井悠平 （ホ ッ ケ ー）
佐伯　孝子 （体 操）
岡田　洋一 （レスリング）
矢野　哲二 （ハンドボール）
今枝　一郎 （卓 球）
鈴木　敏夫 （軟 式 野 球）
加藤　順一 （馬 術）
佐藤　　創 （フェンシング）
今井喜久子 （弓 道）
尾﨑　和郎 （ライフル射撃）
増田　桂子 （な ぎ な た）
山口　　輝 （銃 剣 道）
佐藤　幹治 （空 手 道）
伊藤　一明 （ボウリング）
齋藤　大輝 （トライアスロン）
岩井　成浩 （日 本 拳 法）
鈴木　克昌 （ゲートボール）
古谷　恭子 （綱 引）
田中　　健 （ドッジボール）
安藤　憲良 （バ ト ン）
杉浦　綺乃 （エアロビック）
落合志保子 （オリエンテーリング）
岩田　徹二 （スポーツチャンバラ）
横井　秀幸 （中 小 体 連）

☆普及・広報委員会
委 員 長 下里　智子 （理事（競技団体））
副 委 員 長 安藤　英彦 （理事（地域団体））
委 員

☆倫理委員会
委 員 長 小川　卓也 （競 技 団 体）
委 員

榛村　宣仁（地 域 団 体）
藤嶋　典弘 （常 務 理 事）

久保田昌俊 （スポーツ局競技・施設課）
金刺　廣長 （弁 護 士）

☆スポーツ科学委員会
委 員 長 井戸田　仁 （学 識 経 験）
副 委 員 長 小林　寛和 （ 〃 ）
委 員

藤嶋　典弘（理 事）
田島　正孝（学 識 経 験）
松浦　　隆（　 　〃　 　）
山本　和恵（　 　〃　 　）
竹内　　奨 （　 　〃　 　）

小川　　敏 （　 　〃　 　）
亀山　　泰 （　 　〃　 　）
加藤　正美 （　 　〃　 　）
宮本　由記 （　 　〃　 　）

☆選手強化推進委員会
委 員 長 髙橋　繁浩 （理 事）
副 委 員 長 亀田　正隆 （ 〃 ）
委 員

藤嶋　典弘（常 務 理 事）
鈴木　雅博（理 事）
古井　成之（高 体 連）
田中　和宏（学 識 経 験）

小縣　徹男 （理 事）
亀山　　泰 （学 識 経 験）
大﨑　和憲 （中 小 体 連）
髙橋　直美 （ 〃 ）

☆スポーツ少年団本部
本 部 長 手嶋　道雄 （理 事）
副 本 部 長 藤嶋　典弘 （ 〃 ）
 井内　隆成 （名 古 屋）
 深谷　龍正　 （指 導 協）
常 任 委 員

水野　晴雅（西 尾 張）
森　　靖弘（東 尾 張）
夏目　善徳（東 三 河）
黒川　利之（学 識 経 験）

福田　守高 （東 尾 張 ）
太田　　仁 （西 三 河）
吉田　繁敬 （学 識 経 験）
佐野　豪哉 （スポーツ局競技・施設課）

委 員
井内　隆成（名 古 屋 市）
浅野　静雄（津 島 市）
野田　　誠（江 南 市）
田中　茂実（岩 倉 市）
馬渕　徳彦 （弥 富 市）
社本　直樹 （大 口 町）
萩野　広記 （蟹 江 町）
久野　鉄男 （飛 島 村）
長江　勝郎 （春 日 井 市）
福田　守高 （清 須 市）
坪井　純一 （豊 山 町）
市田　恭教 （常 滑 市）
伊藤　寿治 （知 多 市）
竹内　慎佑 （阿 久 比 町）
廣重　弘和 （美 浜 町）
伴野　義雄 （碧 南 市）
安藤　五男 （豊 田 市）
坪井　雅典 （知 立 市）
青山　裕美 （み よ し 市）
夏目　善徳 （豊 川 市）
久野要治郎 （新 城 市）
長坂　好人 （設 楽 町）

加藤　一代 （一 宮 市）
水野　晴雅 （犬 山 市）
平林　安正 （稲 沢 市）
三澤　伸之 （愛 西 市）
中村　正生 （あ ま 市）
下山　幸一 （大 治 町）
鵜飼　保之 （扶 桑 町）
倉田　　明 （瀬 戸 市）
谷川　辰巳 （尾 張 旭 市）
福田　之保 （北名古屋市）
森　　靖弘 （半 田 市）
久野　耕佐 （東 海 市）
深谷　龍正 （大 府 市）
坂部　博幸 （東 浦 町）
太田　　仁 （岡 崎 市）
酒井　幸夫 （刈 谷 市）
木下　光明 （安 城 市）
野村　辰弥 （高 浜 市）
紅林　宏昌 （豊 橋 市）
福井　正実 （蒲 郡 市）
彦坂　久伸 （田 原 市）
筒井　吉人 （東 栄 町）

佐野　洋一（名古屋支部）
河野　純寛（東尾張支部）
村田　安朗（東三河支部）
尾﨑　和郎（競技委員会）
出井　良直 （学校団体（高体連））
佐野　豪哉 （スポーツ局競技・施設課）
橋本　允至 （学 識 経 験）

熊沢　裕司 （西尾張支部）
清田　由雅（西三河支部）
澤田　康彦（競技委員会）
鷹羽　保夫（ 〃 ）
中野渡善樹（学校団体（中小体連））
簗瀬　　歩 （学 識 経 験）
小野　　隆 （ 〃 ）
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令和2年度本会表彰式は、新型コロ
ナウイルス感染症感染拡大防止のため
通常規模での開催はせず、3月16日（火）
アイリス愛知において、代表受賞者７
名の方に大村会長から記念の楯を授与
しました。

受賞された226名の皆様には、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

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寄与した方
愛西市スポーツ協会 水谷　瀧男

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）名古屋市教育スポーツ協会 尾野　博之

　　　〃 山川　直美

　　　〃 岩津　　賢

　　　〃 久保多加史

（公財）豊橋市体育協会 天野　明彦

　　　〃 黒木　憲生

　　　〃 稲田　昇司

（公財）岡崎市スポーツ協会 渡部　高英

　　　〃 中江　　武

　　　〃 伊藤　勝治

一宮市スポーツ協会 野澤千江子

　　　〃 八代　政彦

　　　〃 伊藤　昌孝

瀬戸市スポーツ協会 山本　敏枝

　　　〃 上久保正治

　　　〃 柴田　光正

半田市スポーツ協会 東　　　勝

春日井市スポーツ協会 濱野　秀明

　　　〃 小島　明男

　　　〃 稲田　邦男

豊川市スポーツ協会 井伊谷竜一

津島市スポーツ協会 津兼　　徹

碧南市スポーツ協会 原田　竹二

刈谷市スポーツ協会 松原　憲一

　　　〃 平野　忠彦

　　　〃 黒田　久志

（公財）豊田市スポーツ協会 新田　正喜

　　　〃 高橋　義行

　　　〃 門間由美子

（特非）安城市体育協会 和田　　智

　　　〃 川澄　真弓

　　　〃 永見　幸久

（一社）西尾市スポーツ協会 鈴木　　睦

　　　〃 尾﨑　健二

　　　〃 安井　末治

蒲郡市スポーツ協会 飛田　芳江

（特非）犬山市体育協会 河村　紀一

　　　〃 伊藤　敏彦

　　　〃 江口みさ子

常滑市体育協会 野崎　善照

　　　〃 江本　洋人

　　　〃 岩川　吉彦

江南市体育協会 倉橋　和久

　　　〃 洞口　政行

（公財）小牧市スポーツ協会 宮原　寛信

　　　〃 東　日出男

稲沢市スポーツ協会 藤村　考三

　　　〃 光崎　明代

　　　〃 宮村　利幸

新城市体育協会 岡山　　充

　　　〃 夏目　浩孝

　　　〃 坂野　公彦

大府市スポーツ協会 麦田　達弘

　　　〃 花田　拓治

知立市スポーツ協会 山本　恒久

　　　〃 風間　勝治

　　　〃 藤村　正子

尾張旭市スポーツ協会 森田　　寛

　　　〃 高村　寿子

　　　〃 早佐　公明

高浜市スポーツ協会 杉浦　雅子

岩倉市体育協会 小川　博敬

　　　〃 大嶋　敏英

豊明市スポーツ協会 円城寺賢治

　　　〃 岩川　知夫

　　　〃 石田ミチ子

日進市スポーツ協会 大屋　芳郎

愛西市スポーツ協会 青木　萬生

　　　〃 鬼頭　俊雄

北名古屋市スポーツ協会 大島登美子

　　　〃 加藤　典保

弥富市スポーツ協会 若松　良一

みよし市スポーツ協会 近藤　和彦

　　　〃 服部　徳子

あま市スポーツ協会 石原　正美

大治町体育協会 江口　博幸

　　　〃 吉田　照雄

蟹江町スポーツ協会 金井　春夫

　　　〃 森　　明彦

東浦町スポーツ協会 後藤　　修

武豊町スポーツ協会 鳥本　靖之

（一社）愛知水泳連盟 八神　慎介

　　　〃 宮田　三恵

（一財）愛知陸上競技協会 竹前　正直

愛知県バレーボール協会 足立　典子

　　　〃 鈴木　克典

愛知体操協会 友松　恵美

（一財）愛知県バスケットボール協会 杉山　正弘

　　　〃 神田久美子

愛知県ソフトテニス連盟 加藤　健治

　　　〃 八明　輝修

愛知県卓球協会 林　　明人

　　　〃 鈴木　則彦

愛知県軟式野球連盟 那須　啓介

　　　〃 横井　　栄

愛知県バドミントン協会 伊藤みゆき

　　　〃 内田　公明

（一社）愛知県弓道連盟 森田　良二

（一社）愛知県柔道連盟 鈴木　善幸

　　　〃 角谷　竜彦

愛知県ライフル射撃協会 礒貝　昭男

　　　〃 小林　克己

（一財）愛知県剣道連盟 東　　一良

　　　〃 白井　孝一

愛知県少林寺拳法連盟 古西　眞二

　　　〃 相谷　直善

おめでとうございます
令和2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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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

ISUグランプリシリーズ 2020 NHK杯国際フィギュアスケート競技大会

 女子シングル第３位

  松生　理乃（中京大学附属中京高等学校）

自 転 車

第20回TROPHEE DE LA VILLE DE CHATELLERAULT（全仏大会）

 ロード・レース　クラスジュニア優勝

  津田　悠義（愛知県立三好高等学校）

第25回PETRONAS Le Tour de Langkawi Stage6

 ロード・レース　ステージ６優勝

  中根　英登（Nippo-Delko-One Provence）

馬 術

CCI4*-L Strzegom

 優勝

CCI4*-S Baborowko

 優勝

CCI3*-S Baborowko

 優勝

  大岩　義明（㈱nittoh）

公認の日本記録を樹立した方
水 泳

第62回日本選手権（25m）水泳競技大会

 50mバタフライ　22秒19

 100mバタフライ　49秒54

  川本　武史（トヨタ自動車㈱）

陸 上

第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会（埼玉）

 男子5000m競歩  18分34秒88

  山西　利和（愛知製鋼㈱）
パワーリフティング

第25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238㎏  トータル538kg

  苅谷　賢展（岡崎城西高等学校）

国民体育大会において 
優勝した方

ス ケ ー ト

第76回国民体育大会冬季大会スケート競技会

 ショートトラック成年男子

 監督　榊　　　聡（トヨタ自動車㈱）

 ショートトラック成年男子500m

 ショートトラック成年男子1000m

  吉永　一貴（中京大学）

 

ショートトラック成年男子5000mR

  吉永　一貴（中京大学）

  林　　伊吹（トヨタ自動車㈱）

  三澤　夏陽（　　　〃　　　）

  坂爪　亮介（　　　〃　　　）

  井上弥佑人（愛知SSC）

全国高等学校総合体育大会において 
優勝した方

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）

 女子個人・学校対抗

  松生　理乃（中京大学附属中京高等学校）

 女子学校対抗

  横井きな結（中京大学附属中京高等学校）

  浦松　千聖（　　　　　〃　　　　　　）

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89回全日本フィギュアスケート選手権大会

 女子シングル

  紀平　梨花（トヨタ自動車㈱）

水 泳

第62回日本選手権（25m）水泳競技大会

 50mバタフライ

 100mバタフライ

  川本　武史（トヨタ自動車㈱）

 200m平泳ぎ

  渡辺　一平（トヨタ自動車㈱）

 200m背泳ぎ

  江戸　勇馬（㈱八神製作所）

 50m自由形

  神野　ゆめ（中京大学附属中京高等学校）

陸 上 競 技

第104回日本陸上競技選手権大会（大阪）

 男子3000mSC

  山口　浩勢　（愛三工業㈱）

バ レ ー ボ ー ル

令和２年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会

 監督　髙橋　慎治（ジェイテクトSTINGS）

  藤中　優斗（　　　〃　　　）

  金丸　晃大（　　　〃　　　）

  伏見　大和（　　　〃　　　）

  福山　汰一（　　　〃　　　）

  饒　　書涵（　　　〃　　　）

  フェリペ・ホンテレス（　　　〃　　　）

  郡　　浩也（　　　〃　　　）

  小林　光輝（　　　〃　　　）

  袴谷　亮介（　　　〃　　　）

  興梠　　亮（　　　〃　　　）

  西田　有志（　　　〃　　　）

  久保山　尚（　　　〃　　　）

  本間　隆太（　　　〃　　　）

  浅野　博亮（　　　〃　　　）

バスケットボール

Softbankウインターカップ2020　

第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会

 監督　井上　眞一（桜花学園高等学校）

  江村　優有（　　　〃　　　）

  前田　芽衣（　　　〃　　　）

  佐藤多伽子（　　　〃　　　）

  倉持のりか（　　　〃　　　）

  オコンクウォ スーザン アマカ（　　　〃　　　）
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  日野　華希（桜花学園高等学校）

  石原　妃栞（　　　〃　　　）

  玉川なつ珠（　　　〃　　　）

  平下　結貴（　　　〃　　　）

  伊波　美空（　　　〃　　　）

  朝比奈あずさ（　　　〃　　　）

  高木　美波（　　　〃　　　）

  横山智那美（　　　〃　　　）

  平賀　真帆（　　　〃　　　）

  森　　美麗（　　　〃　　　）

ハ ン ド ボ ー ル

第72回日本ハンドボール選手権大会

 監督　田中　　茂（豊田合成㈱）

  藤戸　量介（　　　〃　　　）

  山口　勇樹（　　　〃　　　）

  森　隆太郎（　　　〃　　　）

  上田　勝大（　　　〃　　　）

  ヨアン バラスケス（　　　〃　　　）

  津波古駿介（　　　〃　　　）

  趙　　顯章（　　　〃　　　）

  水町孝太郎（　　　〃　　　）

  中村　　匠（　　　〃　　　）

  田中　大介（　　　〃　　　）

  坂井　　幹（　　　〃　　　）

  古屋　悠生（　　　〃　　　）

  徳田新之介（　　　〃　　　）

  出村　直嗣（　　　〃　　　）

  小塩　豪紀（　　　〃　　　）

  藤　　勢流（　　　〃　　　）

  橋本　明雄（　　　〃　　　）

  中尾　俊介（　　　〃　　　）

卓 球

天皇杯・皇后杯 2020年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

 ジュニア男子シングルス

  吉山　僚一（愛知工業大学名電中学校）

天皇杯・皇后杯 2021年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

 ジュニア男子シングルス

  濵田　一輝（愛知工業大学名電高等学校）

ソ フ ト ボ ー ル

全国大学選抜女子ソフトボール選手権大会

 監督　二瓶　雄樹（中 京 大 学）

  安山　涼香（　　　〃　　　）

  片岡　僚子（　　　〃　　　）

  服部　夏実（　　　〃　　　）

  高瀬　沙羅（　　　〃　　　）

  繁田　幸奈（　　　〃　　　）

  長尾千菜美（　　　〃　　　）

  伊藤　蒼生（　　　〃　　　）

  矢藤輝羅菜（　　　〃　　　）

  安田優莉音（　　　〃　　　）

  西川　沙希（　　　〃　　　）

  水本　すず（　　　〃　　　）

  櫻庭　万綾（　　　〃　　　）

  浅田　理沙（　　　〃　　　）

  坪野　三咲（　　　〃　　　）

  大寄なつみ（　　　〃　　　）

  宗宮　　星（　　　〃　　　）

  森　　美波（　　　〃　　　）

  出羽　瑞果（　　　〃　　　）

  川口　茉菜（　　　〃　　　）

  中川　彩瑛（　　　〃　　　）

  武富　沙耶（　　　〃　　　）

  三浦　麻衣（　　　〃　　　）

  浅野　市帆（　　　〃　　　）

  新谷　　静（　　　〃　　　）

  川澄　優佳（　　　〃　　　）

  市川　愛渚（　　　〃　　　）

  中川　幸音（　　　〃　　　）

  本間　友菜（　　　〃　　　）

  落合　扶実（　　　〃　　　）

  中村　美穂（　　　〃　　　）

パワーリフティング

第25回ジャパン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

  苅谷　賢展（岡崎城西高等学校）

 ジュニア女子57㎏級

  椙山　千春（POWERBOMB！GYM）

エ ア ロ ビ ッ ク

第15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

 ユース２グループ

  髙栁　光希（愛知県立旭丘高等学校）

  髙栁　汐里（名古屋市立桜台高等学校）

  黒田　七菜（光ヶ丘女子高等学校）

  高橋　采里（刈谷市立刈谷東中学校）

 ユース１グループ

  鍔本菜々子（刈谷市立依佐美中学校）

  中井　琴海（東浦町立生路小学校）

  桐木　心望（刈谷市立雁が音中学校）

  大矢　彩乃（刈谷市立依佐美中学校）

  伊藤　美月（刈谷市立雁が音中学校）

 ジュニアトリオ

  岡　日菜多（豊明市立三崎小学校）

  酒井　和花（刈谷市立かりがね小学校）

  知崎　百華（東浦町立石浜西小学校）

◆オリエンテーリング

2020年度全日本ミドル＆ロングオリエンテーリング大会

 ロングディスタンス競技 M20Eクラス

 ミドルディスタンス競技 M20Eクラス

  森清　星也（（特非）愛知県オリエンテーリング協会）

 ロングディスタンス競技 W20Eクラス

  近藤　花保（名古屋大学）

　愛知県スポーツ協会関係者ならびにスポーツ団体で、この
春に表彰を受賞された方々を御紹介いたします。（敬称略）

藍綬褒章〔教育振興功績〕
現　（学）名古屋電気学園理事長
　　（愛知県スポーツ協会副理事長）　後藤　泰之

瑞宝小綬章〔教育功労〕
元　公立高校長　津田　誠

旭日双光章〔スポーツ振興功労〕
日本武術太極拳連盟会長代行兼副会長

（愛知県武術太極拳連盟）　岡﨑　温
旭日単光章〔スポーツ振興功労〕

愛知県ソフトボール協会副会長　中須賀　弘正

祝 春の表彰
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ス ケ ー ト
　500m７位 
　　渡邉　　碧（トヨタ自動車㈱）

　少年男子
　500m３位
　1000m３位
　　 夏目　笑（中京大中京高）

ス ケ ー ト
フィギュア
　成年男子３位　
　　日野　龍樹（中京大）
　　山本　草太（   〃　）
　成年女子３位 
　　新田谷　凜（中京大）
　　横井ゆは菜（   〃　）
　少年男子７位
 　佐々木晴也（東海高）
　　誉田　知己（愛知みずほ大瑞穂高）
　少年女子２位
 　浦松　千聖（中京大中京高）
　　松生　理乃（　　  〃 　　）

ス ケ ー ト
スピード
　成年男子
　2000mR７位
　　 右田、世界、河野、高野（愛知選抜）
ショートトラック
　成年男子
　500m１位 
　1000m１位 
　　吉永　一貴（トヨタ自動車㈱）
　5000mR１位 
　　林、吉永、坂爪、三澤、井上（愛知選抜）
　成年女子
　500m２位
　1000m５位
　　 平井　亜実（トヨタ自動車㈱）

第７6回国民体育大会冬季大会は、スケート競技会が愛知県名古屋市、長久手市、豊橋市及
び岐阜県恵那市で開催され、スキー競技会は中止となりました。なお、冬季大会終了時点で
天皇杯3位、皇后杯4位につけ、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（ショートトラック、
フィギュア）、アイスホッケー

夢！きらリンク愛知国体
1月2７日（水）～
1月31日（日）

箕輪田　晃
6９人

愛知県名古屋市、長久手市、豊橋市

スケート（スピード） ぎふクリスタル国体2０21
藤嶋　典弘

岐阜県恵那市
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75回国体 女子総合成績（皇后杯） 第75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 2９3.０ 2０3.０ ９０.０ 1 北海道 444.5 1 長野県 1０4.０ 1０4.０ 1 長野県 142.０ 
2 長野県 2０5.０ 1９5.０ 1０.０ 2 長野県 366.０ 2 北海道 1００.０ 1００.０ 2 北海道 118.０ 
３ 愛知県 144.0 124.0 20.0 3 青森県 188.０ 3 神奈川県 65.０ 65.０ 3 山形県 ９8.０ 
4 埼玉県 135.０ 65.０ ７０.０ 4 山形県 1７７.０ 4 愛知県 62.0 62.0 4 群馬県 84.０ 
5 兵庫県 128.０ 118.０ 1０.０ 5 東京都 155.０ 5 福岡県 53.０ 53.０ 5 青森県 82.０ 
6 神奈川県 123.5 1０6.０ 1７.5 6 群馬県 151.０ 6 兵庫県 5０.０ 5０.０ 6 愛知県 68.0 
７ 大阪府 12０.０ ７5.０ 45.０ 6 新潟県 14９.5 ７ 山梨県 4９.０ 4９.０ ７ 秋田県 6７.０ 
8 福岡県 1０７.０ ７2.０ 35.０ 8 埼玉県 141.０ 8 三重県 48.０ 48.０ 8 東京都 62.０ 

14 愛知県 117.0 
３　入賞者一覧

第76回国民体育大会冬季大会の結果

第76回国民体育大会本大会は中止になりました（三重県）

アイスホッケー
 成年男子７位
  東内、今井田、伊尾木、笠間、
　　三小田、戸田、加藤、葛西、安田、
　　石川、山本、三浦、吉村、伊藤、
　　振津、福井（愛知選抜）
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スポーツ少年団だより　令和3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 ７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、７月、1０月、3月 愛知県教育会館 常任委員
北信越・東海ブロック会議 2月3日・4日 アイリス愛知 ９県役員・事務局合計4０名
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43回全国軟式野球交流大会 8月13日～16日 沖縄県 1チーム（16名）
第44回全国剣道交流大会 3月下旬 高知県 1チーム（8名）
第1９回全国バレーボール交流大会 3月2７日～3０日 島根県 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2７日 愛知県教育会館 5０名
豊橋コース ９月26日 豊橋市総合体育館 5０名
春日井コース ９月23日 春日井市総合体育館 5０名
刈谷コース 12月26日 ウィングアリーナ刈谷 5０名
大治コース 11月2７日 大治町スポーツセンター 3０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18日～2０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12日・13日 オンライン開催 リーダー1名、
指導者1名

第4回ジュニアスポーツフォーラム 6月13日 オンライン開催 リーダー1名、
指導者1０名

シニア・リーダースクール 8月 オンライン開催 未定
東海ブロック指導者研究協議会 11月6日・７日 浜松アクトシティ研修交流センター、

浜松アクトシティコングレスセンター（静岡県）
リーダー及び
指導者2０名

東海ブロックリーダー研究大会 3月12日・13日 三重県営鈴鹿青少年センター（三重県） 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（スポーツ振興普及事業内）

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 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5９回全国スポーツ少年大会
（リーダーズアクション2０21） ９月1９日・2０日 オンライン開催 団員5名

第52回東海ブロックスポーツ少年大会 8月1日～8月4日 県立三ヶ日青年の家
（静岡県）

各県団員3０名、リーダー
2名、指導者3名

第43回全国スポーツ少年団
軟式野球交流大会東海大会 6月1９日（予：2０日） 愛知県口論義運動公園

（愛知県）
団員14名、
指導者2名

第33回東海ブロック競技別交流大会
（ソフトボール） 11月1７日（予：3０日） 杭瀬川スポーツ公園

（岐阜県）
団員16名、
指導者3名

第33回東海ブロック競技別交流大会
（バレーボール） 12月14日 未定

（三重県）
団員12名、
指導者2名

第33回東海ブロック競技別交流大会
（サッカー） 12月22日（予：未定） 東公園グラウンド

（愛知県・津島市）
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12、18、1９、25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31日 安城市スポーツセンター、
東祥アリーナ安城（安城市）

女子16団、
男子1０団

ソフトボール交流大会 1０月16日（予:23日） 石巻運動広場、
高師緑地青年広場（豊橋市）

女子1０団、
男子1０団

サッカー交流大会 11月13日、2０日（予:2７日） 名古屋市港サッカー場（名古屋市） 16団
剣道交流大会 12月5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48回日独同時交流
東海ブロック事前研修会 6月12日 岐阜メモリアルセンター

（岐阜県）
派遣団員９名、指導
者1名、受入関係者

第48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48回日独同時交流派遣 ７月26日～8月5日 オンライン開催 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4日・5日 愛知県青年の家 愛知県スポーツ少年団指導者協議会

　令和3・4年度の役員が決定しました。
顧　　問　手嶋　道雄
会　　長　深谷　龍正
副 会 長　長谷川文男、久野　鉄男
運営委員　 有賀　孝憲、西村　嘉二、森　　靖弘、 

木下　光明、夏目　善徳、加納　裕士、 
中村　圭子、石井　利一、星川　泰潔、 
芹澤　功憲、杉本　　峰、丹下　健二、 
吉田　繁敬、岩田　洋子、石黒　道世

監　　事　長江　勝郎、伴野　義雄

愛知県スポーツ少年団指導者協議会だより
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　令和3年７月11日（日）、総会が開催され令和3・4年度の役員が決定しました。
会　長　岩間己喜夫
副会長　橋本　允至、笛岡　宣明、北村　幸子
理　事　 太田　礼子、二村　京子、干潟　征江、若林　弘子、竹内香緒利、上田　一男、奥村　勝己、鈴木　敏夫、 

下　　　博、竹川　　豊、小林すみ子、澤木三枝子、青山　允資、山中　久代、野村　　章、安島　将門、 
小林　文江、杉山　　修、

監　事　井上　康司、村松　法子

［令和３年度第1回愛知県スポーツ指導者研修会を開催しました］
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更新研修会（一部の競技を除く）を年2回開催しています。

令和3年度第1回目は令和3年７月11日（日）ウィルあいち「ウィルホール」において422名の参加者を得て開催しました。講演は下記のとおりです。
講演Ⅰ　 「スポーツ活動におけるコンプライアンスとは～指導者に求められること～」
　　　　虎ノ門協同法律事務所　弁護士　多賀　啓　氏
講演Ⅱ　「スポーツ活動の実践にあたってのコンディショニング～スポーツ動作への対応～」
　　　　愛知県アスレティックトレーナー連絡協議会　理事　岡戸　敦男　氏
※第2回　令和3年11月13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紙Sports Japan（９月1０日発行予定）に掲載する予定ですの
でご覧ください。

愛知県スポーツ指導者連絡協議会だより

　新型コロナウイルス（COVIT-1９）の影響が続いている最中ではありますが、東京2０2０オリンピック・パラリンピックも開催
され、世の中では感染予防のため形式を工夫して多くの活動が可能になってまいりました。

1．活動報告
　第12回アスレティックトレーナーズミーティングを4月25日（日）にWEBにて開催いたしました。テーマは腰痛の予防とコン
ディショニングとして3つの講演と実践報告で構成され、約1７０名の参加がありました。
また、昨年度より新たな試みとして始めたアスレティックトレーナーズWEBミーティングを、今年度第1回目として6月2０日（日）
に開催いたしました。「コロナ禍における感染予防とスポーツ活動の継続」について参加者で討議がなされました。
その他、本協議会岡戸理事が次のとおり研修会等の講師を務めました。

月　日 研修会名 主催者 講演タイトル

７月11日（日）
令和3年度第1回
愛知県スポーツ指導者研修会

（参加者約4００名）

（公財）愛知県スポーツ協会
愛知県スポーツ指導者連絡協議会

「スポーツ活動の実践にあたって
のコンディショニング～スポーツ
動作への対応～」

5月21日（金） 令和3年度
稲沢市部活動指導員研修会 稲沢市教育委員会 「スポーツの段階的回復への対応

と応急処置」

書面研修 令和3年度
運動部活動指導者研修会 愛知県教育委員会 ―

2．今後の予定
　第７6回国民体育大会（三重国体）では、本部役員としての愛知県選手団におけるトレーナー活動及び一部競技団体へのト
レーナー派遣を予定しています。
　また、主催事業として1０月1７日（日）に「アスレティックトレーナーが長期に活躍するために－女性の働き方に着目して－」を
テーマとした会員限定講習会を、12月1９日（日）には第13回研修会をそれぞれ開催する予定です。（記 ： 理事・岡村幸枝）

愛知県アスレティックトレーナー連絡協議会だより

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、本会加盟団体を通して、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。

今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、７月の研修会をオンライン開催とし、総会は役員会での承認内
容を書面により報告することとし、令和3・4年度の役員が次のとおり決定されました。
会　　長　井戸田 仁
副 会 長　加藤 龍也、清水 卓也
幹　　事　亀山 泰、𠮷田 和雄、福見 大地、田島 正孝、市原 義雄、伊藤 靖、福山 陽子
監　　事　米田 實、藤嶋 典弘（県スポーツ協会常務理事）

スポーツドクター愛知県連絡協議会だより
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　令和3年4月1０日（土）に令和3年度ＳＣネットワークあいち総会が開催されました。令和3
年度の役員は以下のとおりです。
会　　長　簗瀬　　歩
副 会 長　鳥本　靖之
運営委員　岩田　賢治、田中　尚子、照内　由美、大脇　和也、井澤　悠樹、兒玉　友
監　　事　永井　東一、伊東　成子

［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。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。

ＳＣネットワークあいちだより

　（公財）愛知県スポーツ協会では今年度より総合型地域スポーツクラブ育成支援体制の一本化を図るため、愛知県の委託事
業である愛知県広域スポーツセンター運営委託事業を受託し、総合型地域スポーツクラブの育成を推進しております。
　今年度の事業については、以下のとおりです。総合型地域スポーツクラブの皆様のご参加をお待ちしております。

＜愛知県広域スポーツセンター運営委託事業＞
研修会名 開催日 開催施設 内容及び対象者

愛知県総合型地域
スポーツクラブ連絡会議 5月3０日（土） 愛知県教育会館

総合型地域スポーツクラブ関係者・市町村担
当者等総合型地域スポーツクラブの育成準
備に関わる者

アシスタントマネジャー
養成講習会

７月18日（土）
７月24日（土）
７月25日（日）

愛知県産業
労働センター

（ウインクあいち）

総合型地域スポーツクラブ実務担当者、市町
村担当者等総合型地域スポーツクラブ設立
準備に関わる者など

エリアネットワーク
情報交流セミナー

1０月16日（土）
1０月23日（土）
1０月24日（日）
11月 ７ 日（日）
11月14日（日）

一宮駅前iビル（西尾張地区）
愛知県青年の家（西三河地区）
愛知県教育会館（名古屋市及び愛日地区）
アイプラザ半田（知多地区）
豊橋市民センター（東三河地区）

地区ごと（県内5地区）に、総合型クラブ
間の情報交換会や、講演会等を開催
総合型地域スポーツクラブ関係者
市町村総合型クラブ育成支援担当者　等

地域スポーツクラブ
交流大会 12月～1月 県内総合型地域スポーツクラブ拠点

施設

実技指導者向け講習会及び実技講習会
・ 県内総合型地域スポーツクラブ関係者
・ 各種スポーツボランテイア
・ スポーツ推進委員　等

＜SCネットワークあいち事業＞
情報交換・研修交流事業

名　称 内　容 日　程 会　場
運営研修会 財源発掘（助成金）について考えよう 延期 愛知県教育会館

交流会 ミニバス交流会 令和3年1０月９日（土） 武豊町総合体育館

補助事業
名　称 内　容 備　考

クラブ内研修会応援事業 クラブの自主的な研修会に対して補助金の支給 加盟クラブ対象

マネジメント資格取得補助事業 クラブマネジャー、アシスタントマネジャー資格取得に対し
て補助金の支給 加盟クラブ対象

※ その他HP運営、機関誌の発行等行っています。詳細はSCネットワークあいちHP（https://scnetaichi.jimdofree.com/）をご確
認下さい。

総合型地域スポーツクラブ育成支援事業
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○田原市スポーツ協会
▽第18回�田原市スポーツギネス大会参加者募集
主　催　田原市・田原市教育委員会
主　管　田原市スポーツ協会
開催日時　令和4年1月22日（土）
受　付　午前９時15分～11時3０分まで
会 場　田原市総合体育館及びはなのき広場
参加料　無料
種 目　 ⑴リングターゲット　⑵ペタンク　 

⑶フリースロー　⑷ターゲットボール　 
⑸スラロームドリブル　⑹ディスゲッターフープ
⑺ゲートボール　⑻グラウンドゴルフ

部 門　 ⑴幼児の部　⑵小学低学年の部　 
⑶小学高学年の部　⑷中学生の部　 
⑸一般Ⅰの部　⑹一般Ⅱの部　⑺シニアの部

○知多市スポーツ協会
▽知多市制施行５0周年記念「ちた梅子マラソン」開催！�
大会参加者を広く募集しています。
主　催　知多市、知多市教育委員会　
主　管　ちた梅子マラソン実行委員会
　この大会に知多市スポーツ協会が全面的に協力してまい
ります。

開催日　令和3年11月21日（日）
主会場　佐布里緑と花のふれあい公園及び佐布里池周辺
種 目　①マラソン（3㎞）…中学生（無料）
　　　　　　 （5㎞、1０㎞）…一般（有料）
　　　　 ② ジョギング（2.8㎞）…年齢制限なし（中学生以下

は無料）
申込締切  令和3年９月12日（インターネットでの申し込みは

９月1７日まで）
問合先  ちた梅子マラソン実行委員会事務局（知多市生涯

スポーツ課）
　　　　 〒4７8-００4７　知多市緑町5番地（メディアス体育館

ちた内）
　　　　TEL ： ０562-33-3362

○一般社団法人愛知水泳連盟
▽第8回　あいちウィンターマスターズ【マスターズ水泳競技】
　マスターズ水泳競技参加者を募集しています。
日　時 令和4年2月11日（木・祝）
 ※競技会の詳細は申込み締め切り後に公表します。
会　場 春日井市温水プール
申　込 （一社）愛知水泳連盟ホームページでご確認ください。
申込締切  令和3年12月1７日（金）　正午必着
参加資格　 ①暦年齢18歳以上の健全な男女で、定期的に競泳

の練習をしている者。
  ②大会の申し込みをするまでに（一社）日本マス

ターズ水泳協会へ2０22年のチーム及び個人の登録
を完了している者。

  ③参加選手が安全管理、健康管理を本人の責任に
おいて行い、参加することを条件とし、参加選手が
承諾した上で申し込むこと。

  ④1人2種目以内（リレーを除く）
   
★来年は、第19回FINA世界マスターズ水泳選手権2022九州
大会が開催されます。

　一人でも多くのマスターズスイマーが参加されることを
お祈りします。

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 ： ００～12 ： 3０　13 ： 3０～1７ ： ００ 
  〒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

○愛知県ソフトボール協会
▽2021年度　9月以降の日本リーグ愛知県内　開催日程
＜入場料＞前売り ： 一般1,０００円　中高生6００円　　当日 ：
一般1,4００円　中高生1,０００円　
◆女子ソフトボールリーグ
第 ６節　安城大会
会 場　 安城市　安城市総合運動公園デンソーブライトペ

ガサススタジアム
（一塁側） （三塁側）

９月11日（土）
1０:3０ トヨタ自動車

レッドテリアーズ vs 大垣ミナモ

13:００ デンソー
ブライトペガサス vs シオノギ製薬

ポポンギャルズ

９月12日（日）
1０:3０ シオノギ製薬

ポポンギャルズ vs 大垣ミナモ

13:００ デンソー
ブライトペガサス vs トヨタ自動車

レッドテリアーズ

第7 節　刈谷大会
会 場　刈谷市　刈谷球場

（一塁側） （三塁側）

1０月2日（土）
1０:3０ 太陽誘電ソフィーユ vs 日立サンディーバ

13:００ 戸田中央総合病院
メディックス vs 豊田自動織機

シャイニングベガ

1０月3日（日）
1０:3０ 日立サンディーバ vs 戸田中央総合病院

メディックス

13:００ 太陽誘電ソフィーユ vs 豊田自動織機
シャイニングベガ

第10節　名古屋大会
会 場　名古屋市　パロマ瑞穂野球場

（一塁側） （三塁側）

1０月23日（土）
1０:3０ 太陽誘電ソフィーユ vs シオノギ製薬

ポポンギャルズ

13:００ トヨタ自動車
レッドテリアーズ vs 戸田中央総合病院

メディックス

1０月24日（日）
1０:3０ 戸田中央総合病院

メディックス vs シオノギ製薬
ポポンギャルズ

13:００ トヨタ自動車
レッドテリアーズ vs 太陽誘電ソフィーユ

◆男子ソフトボールリーグ
・決勝トーナメント
会 場　名古屋市　パロマ瑞穂野球場

（一塁側） （三塁側）

11月13日（土）

９:3０ リーグ4位 vs リーグ5位 （1）

12:００ リーグ1位 vs リーグ2位 （2）

14:3０ リーグ3位 vs （1）の勝者 （3）

11月14日（日）
1０:００ （2）の敗者 vs （3）の勝者 （4）

13:００ （2）の勝者 vs （4）の勝者 （5）

加盟団体だより
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○一般社団法人愛知ホッケー協会
　愛知ホッケー協会の令和3年度後期の事業計画は以下の通
りです。
▽愛知県高校ホッケー選手権大会（兼全国高校選抜大会予
選）を下記のとおり開催いたします。
日 時　令和3年９月1９日（日）、2０日（月）　
場　所　庄内緑地公園陸上競技場
▽愛知県高校新人体育大会を下記のとおり開催いたしま
す。�
日 時　令和4年1月下旬または2月上旬の土、日　　
場　所　庄内緑地公園陸上競技場
▽フラーテルカップ（愛知ホッケーリーグ）を令和3年10月か
ら開催する予定です。

　フラーテルカップとは、NPO法人愛知スポーツ倶楽部の
ホッケー普及プロジェクトです。「トップリーグ」「ミックス
リーグ」「ジュニアリーグ」の3つのカテゴリーに分け、ホッ
ケー愛好者がそれぞれのレベルに応じて、それぞれの年代
ごとに楽しんでできるリーグ戦で、「トップリーグ」は、主に
社会人男子チームのため、「ミックスリーグ」は社会人女子
と初心者の皆さんのため、「ジュニアリーグ」は、小中学生年
代のためのリーグです。

≪参加者募集！あなたもフラーテルカップに参加しませんか！≫
　フラーテルカップに参加したいという方を募集していま
す。小学生の方は愛知県地域総合型スポーツクラブの内、
NPO法人ウィル大口スポーツクラブ、NPO法人ソシオ成岩
スポーツクラブのホッケー教室に参加していただければ、

「ジュニアリーグ」に参加できます。また、名古屋市立村雲小
学校スポーツ少年団にもホッケーチームがあり、小・中学生
の方が参加していますのでそちらに参加していただいても
結構です。
　小学生から大人までホッケーに興味がある方は愛知ホッ
ケー協会にご連絡ください。もちろん未経験者の方でも
OK。男性・女性も問いません。
問合先   愛知ホッケー協会　 

名古屋市中村区名駅4丁目2-11ナビタ名灯ビル　
TEL ０52-3０７-6633

○一般財団法人愛知陸上競技協会
▽ボランティア募集のご案内
大会名　マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2０22
期　日　令和4年3月11日（金）～13日（日）
場　所　 バンテリンドームナゴヤ及び周辺・市内レース

コース
活動内容　 ランナー受付・誘導、沿道整理、救護補助、コース給

水・給食など
募集人員　 1０,０００人（個人2,6００人、団体７,０００人、リーダー4００

人）
受付開始　 個人・団体… ９月1日（水）～11月12日（金） 

先着順定員制
　　　　 リーダー… ９月1日 （水）～1０月22日（金） 

先着順定員制
問合先  マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知　ボラン

ティアセンター
　　　    TEL ０52-９38-8００8

○春日井市スポーツ協会
▽春日井市内に8月よりスポーレ春日井（朝宮公園陸上競技
場）がオープンしました。

　このスポーレという名前は「ス
ポーツの森」を意味しており、緑
豊かな朝宮公園のスポーツ施設
を表しています。この陸上競技
場は日本陸上競技連盟第3種公
認で、全天候型フルウレタン舗
装の4００mトラック、投てき種目
対応人工芝とナイター照明設備
を備えており、メインスタンド
及びバックスタンドには全面に
屋根があるので天候・季節に左
右されることなく安心して観覧
できます。
　当協会におきましても、加盟

団体の皆様にも積極的に利用を推進し、事業や教室を企
画し、市民の誰もがスポーツに親しむことができる生涯ス
ポーツ社会の実現を目指してまいります。

○公益財団法人豊田市スポーツ協会
▽「豊田エールマラソン2021ザ・チャレンジ」を開催します。
日 時　 12月12日（日）スタート ： ９ ： 3０から部門別順次
場　所　 豊田スタジアム及びその周辺道路
部　門　 1０ｋｍ（高校生の部、一般の部）
　　　　2ｋｍ（小学の部、中学の部、ジョギングの部）
申込み　 ９月5日（日）～９月3０日（木）インターネット申込（定員

締切あり）
その他　 詳細はホームページ 

URL ： http://www.toyotamarathon.com/
　　　　TEL ０565-31-０451

○公益財団法人愛知県スキー連盟
　当連盟は1９21年（大正1０年）2月９日名古屋スキー倶楽部
として創設され、今年で1００周年を迎えることが出来まし
た。この節目の年を迎え、スノースポーツに取り組む県民の
皆さま、所属団体会員の皆さまを応援し、自然の中で楽しく
できる活動、大会、イベントを実施し、広くスポーツ活動の
活性化を図ることにより、心身両面にわたる健康増進に寄
与したいと考えております。
　新たな試みとして、ローラースキー大会の実施、また、
2０22年に開催される冬季オリンピック北京大会（2０22年2月
4日～2０日）出場を目指す選手を応援しています。
1．2021　モリコロパークローラースキー大会
日　時　令和3年1０月1７日（日）　小雨決行
会　場　 愛・地球博記念公園サイクリングコース 

愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1
競　技　・ローラースキーの部（フリー競技）
　　　　 ①高校男子1０㎞　②成年男子1０㎞　 

③中学男子5㎞
　　　　 ④中学女子　5㎞　⑤高校女子5㎞    

⑥成年女子5㎞
　　　　・インラインスキーの部（スラローム競技）
　　　　①成年男子　②高校男子　③中学男子
　　　　④小学男子（高学年）　⑤小学男子（低学年）
　　　　⑥成年女子　⑦高校女子　⑧中学女子
　　　　⑨小学女子（高学年）　⑩小学女子（低学年）
対　象　 ①愛知県スキー連盟登録者または、事前に愛知県

スキー連盟が参加を認めた団体登録者。
　　　　②当該学校長ならびに保護者の承認を得た者。
　　　　③その他
参加費　各種目　3,5００円　ただし小中学生は1,5００円
申　込　令和3年９月1７日（金）必着
　　　　 詳細は当連盟のホームページをご覧ください。

URL ： http://www.ski-aichi.jp
問合先　愛知県スキー連盟事務局　TEL ０52-７5７-62７７

2．愛知県連盟所属　トップ　アスリート
フリースタイルスキー　モーグル
　堀島行真（TOYOTA）、伊原遥香（愛三工業）　
　柳本理乃（愛知工業大学）
スノーボード　ハーフパイプ
　穴井一光（玉越）、中川海秀（新日本スキー研究会）
スノーボード　クロスレース
　高原宜希（Pasco SSC）

3．AiKids�SNOW�CLUB（アイキッズスノウクラブ）の紹介
　アイキッズスノウクラブとは、スキー・スノーボードなど
のスノースポーツを体験したことがない子供たちが楽しさ
喜びを知る機会、また、スキー場で味わえるアクティビティ
の楽しさを知ってほしい思いから、小学生・中学生を対象に
実施しているクラブです。
　詳細はAiKids SNOW CLUB ウェブサイトまで。
　https://ski-aichi.jp/aikids/
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令和3年3月26日（金）に令和2年度第4回理事会が開催され、令和3年度の事業計画が承認されました。
－令和３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 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
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
支部への助成
総合型地域スポーツクラブの育成・支援
障がい者スポーツ交流事業の開催

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3年度事業計画�

－正味財産増減計算書－
令和2年4月1日から令和3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 1 1 0
　受取会費 3,980 4,770 △790
　事業収益 26,882 25,014 1868
　受取補助金等 61,476 63,912 △2,436
　受取負担金 38,657 42,772 △4,115
　雑収益 796 859 △63

経常収益計 132,165 137,701 △5,536
経常費用
　事業費 102,731 109,631 △6,900
　管理費 14,121 18,200 △4,079

経常費用計 116,852 127,831 △10,979
当期経常増減額 15,312 9,870 5,442
当期一般正味財産増減額 16,746 10,683 6,063
一般正味財産期首残高 84,382 73,699 10,683
一般正味財産期末残高 101,127 84,382 16,746
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 233,787 217,042 16,745

－貸借対照表－
令和3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 94,856 76,633 18,223
　　　現金預金 87,522 69,699 17,823
　　　定期預金 0 4,631 △4,631
　　　未収金 6,174 1,923 4,251
　　　立替金 1,160 281 879
　　　前払金 0 99 △99
　2.固定資産 158,354 157,690 664
　（1）基本財産 132,660 132,660 0
　　　公債 132,660 132,660 0
　（2）特定資産 22,019 21,719 300
　　  退職給付引当預金 4,234 4,234 0
　　  組織整備・スポーツ振興基金 17,785 17,485 300
　（３）その他固定資産 3,674 3,311 364
　　  什器備品 880 273 608
　　  リース資産等 2,323 3,038 △715
　　  ソフトウェア 471 0 471

資産合計 253,210 234,323 18,887
Ⅱ負債の部
　1.流動負債 12,865 10,009 2,856
　　　未払金 8,185 6,500 1,685
　　　預り金 2,740 483 2,257
　　　賞与引当金 1,940 3,025 △1,085
　2.固定負債 6,558 7,272 △714

負債合計 19,423 17,281 2,142
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 101,127 84,382 16,745

正味財産合計 233,787 217,042 16,745
負債及び正味財産合計 253,210 234,323 18,887

令和3年5月26日（水）に令和3年度第1回理事会が、6月24日（木）に定時評議員会がそれぞれ開催され、令和2年度の決算が承認されました。
�令和2年度決算�

　新型コロナウイルス感染症の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
ホームページへ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3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。

令和3年度　賛助会員の募集





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・グループ活動 年間掛金

（1人当たり）

小さな掛金、大きな補償

令和2年12月作成　20-TC06924

〈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（令和3年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン  大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

　   0120-233-801
（平日9：00～17：00）

この広告はスポーツ安全保険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。
ご加入はインターネットからのお手続きが便利です。

対象となる事故

団体・グループ活動中の事故/往復中の事故

A4_sports

保険期間

令和3年4月1日午前0時から
令和4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

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（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

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

180万円

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、「令和3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。
※A2区分で対象となる活動も補償され
ます。

※スポーツ活動中の事故は補償の対象と
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区分と同額

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。

052-264-4048 電話受付時間　午前9時～ 12時、午後1時～午後5時（土、日、祝日を除く。）

愛知県支部




