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第68回国民体育大会「スポーツ祭東京2013」
　第68回国民体育大会は，「東京に多摩に島々に羽ば

たけアスリート」のスローガンのもと，平成25年9月

28日から10月8日（会期前実施競技：9月11日から9月

15日まで）まで東京都で開催されました。

　大会に先立ち，徳島県選手団結団式を9月18日（水）

に徳島グランヴィリオホテルにおいて，飯泉会長出席

のもと来賓多数をお迎えし，盛大に挙行いたしました。

　東京都においては，地元の皆さんの温かい歓迎を受

け，監督，選手にとって，たいへん思い出に残る大会

となりました。東京都実行委員会をはじめ，大会役員

並びに地元区市町村関係者，ボランティアの皆さんの

心を尽くした対応に改めて感謝申し上げます。

　さて，本県選手団は，それぞれの競技にベストを尽くしましたが，総合成績（天皇杯順位）は47位となり

ました。来年の長崎国体では，上位に躍進できるよう頑張りましょう。

大　会　総　括

総監督　分　木　秀　樹　

　第68回国民体育大会「スポーツ祭東京2013」は，残念ながら男女総合成績536.5点，47位という結果に終

わりました。この要因として，①四国ブロックの突破率が20％を切る17.6％であったこと，②高得点を稼い

でくれていた競技が，軒並み得点を減らしたこと，③組み合わせに恵まれず，団体競技が入賞直前に敗退し

たことが挙げられます。今年はすべて悪い方向に行ってしまったように思います。

　四国ブロックでは，本大会で入賞が期待できる「弓道」「ソフトボール」「ホッケー」などが，試合を押し

気味に進めながらも，突破できなかったのが悔やまれます。

　また，本県のお家芸と言われている個人競技で，得点を伸ばすことができず，最高得点が「ライフル射撃」

の21点という結果に終わりました。

　さらに，僅差で入賞を逸した競技も多々ありました。「ラグビーフットボール」「サッカー」「柔道」など，

期待の団体競技が入賞の一歩手前で惜敗したのが本当に残念でした。

　本大会でいかに，持てる力を発揮し，入賞への壁を乗り越えるかが，大きな課題であると痛感した国体で

した。

　今国体の結果を受け，強化の取組について考えてみました。

　①［組織について］強化に向けた組織体制がしっかりできているか。種々の部門と十分連携が図れている

か。②［指導者について］若手指導者の養成が急務という団体が多く見られるなか，指導者の確保をどうし

ていくのか。また，各時期の指導者が連携した一貫指導ができているか。③［選手について］『徳島育ち』の

事業などを活用しながら，選手の発掘・育成・強化を，いかに効果的にしていくのか。④［条件整備につい

て］拠点となる施設の確保。成年が練習できる体制整備をどうしていくのか。

　これらは，ほんの一部ですけれども，様々な課題を洗い出し，連携・協力して解決していかなければなり

ません。

　県民スポーツ課を中心として，体育学校安全課，体育協会の三者で『国体戦略会議』を立ち上げました。

そして，より一層の連携強化に努めていくこととしています。

　各競技団体の皆様も，いかに競技力の向上を図り，天皇杯得点の増を図るかについて，ともにご検討をよ

ろしくお願いいたします。

　次回の第69回国民体育大会『長崎がんばらんば国体』では，一歩も二歩も前進するべく，頑張って行こう

ではありませんか。

国体結団式で決意表明する新体操選手と旗手の鎌
田選手（右）　（徳島新聞社提供Ｈ２５．９．１９掲載）
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第68回国民体育大会　徳島県選手団入賞者一覧

１　個人競技

47位536.5点天 皇 杯 得 点 ・ 順 位

46位341.5点皇 后 杯 得 点 ・ 順 位

■陸上競技

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

18

6生光学園高等学校幸 長 慎 一砲丸投少年男子Ｂ３位

6聾学校高等部村 尾 茉 優ハンマー投少年女子Ａ３位

4生光学園高等学校川 口 哲 生砲丸投少年男子Ａ５位

2四国大学居 川 汐 里ハンマー投成年女子７位

陸上競技　少年男子Ｂ砲丸投で
１６ｍ４４をマークし３位入賞した
幸長選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．５掲載）

陸上競技　少年男子Ａ砲丸投で
１６ｍ３５をマークし５位入賞した
川口選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．７掲載）

陸上競技　少年女子Ａハンマー投
で３位入賞した村尾選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．８掲載）

■水　　　泳

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

77徳島市立高等学校安 藝 文 哉50ｍ自由形少年男子Ｂ２位

ボクシング競技　成年男子ライト級で
５位入賞した長尾選手

（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．６掲載）

■ボクシング

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

2.52.5立教大学長 尾　 京ライト級成年男子５位

水泳競技　少年男子Ｂ５０ｍ 自由形決勝で２３秒
９５で２位入賞した安藝選手（県高校新記録）　

（徳島新聞社提供Ｈ２５．９．１５掲載）
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レスリング競技　少年男子　　　　　　　　

グレコローマンスタイル９６kg級　優　勝　　

穴吹高等学校　山　下　耕　平　

　私は，高校からレスリングを始めました。そのため，最初

は試合で勝つことができず，レスリングを好きになれません

でした。そんな私を変えてくれたのは，同じレスリング部に

所属していた先輩や同級生達でした。日々の厳しい練習の中

で友情が深まり，絆が強くなっていったことが，私の支えと

なりました。そして，練習試合で勝てるようになったことも

重なり，いつしかレスリングが好きになっていました。

　一年生の冬，県大会で初めて個人優勝をすることができた

時はとにかくうれしく，今でもあの瞬間は覚えています。ま

た一年生の時から私は四国大会で入賞することができ，全国

大会を経験することができました。全国大会で全国上位の選手と対戦したことは，一層練習に励もうという

刺激になり，勝てる喜びと自信，負けた悔しさとふがいない思いを，それから繰り返し味わうことになりま

した。これら全てのことが，最後の国体につながったと感じています。

　転機は，二年生で全国大会5位に入賞した時に訪れました。自分自身がこの結果に最も驚きましたが，こ

の入賞をきっかけに「全国大会優勝」という大きな目標を立てることができました。そして，より厳しい練

習に取り組み始めました。三年生の県総体では，七年ぶり団体優勝に輝き，一つの成果が出始めたように思

いましたが，インターハイでは二回戦で敗退してしまいました。目標を達成するにも，私に残された全国大

会はとうとう国体だけとなってしまいました。昨年の岐阜国体では先輩や同級生が上位入賞する一方，私は

一回戦で敗退したうえに足にケガをしました。あんな悔しい国体は二度と味わいたくないと思い，最後の国

体前はこれまでよりも厳しい練習に励みました。何度も嫌になり投げ出したくなりましたが，御指導くださっ

ている先生方や応援してくれている家族の期待に応えたいという思い，そして大きな目標を最後の全国大会

で絶対成し遂げるのだという覚悟で，歯を食いしばってやりきりました。

　国体優勝。この優勝は決して一人では成し遂げることはできませんでした。最後まで私に期待を寄せ，厳

しく御指導くださった先生方，精神面や食事面でサポートし続けてくれた家族，応援してくださった皆さん，

本当にありがとうございました。

スポーツ祭東京2013で優勝して

レスリング競技　少年男子グレコローマンス
タイル９６kg級で優勝した山下選手

（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．８掲載）

■レスリング

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

13

8穴吹高等学校山 下 耕 平グレコローマンスタイル９６kg級少年男子１位

2.5徳島県レスリング協会射 場 大 地グレコローマンスタイル６０kg級成年男子５位

2.5池田支援学校教員福 原 将 太グレコローマンスタイル６６kg級成年男子５位
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■ウエイトリフティング

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

19

6常永マリン(有)闍 橋 利 肇56kg級スナッチ成年男子３位

6貞光工業高等学校長 光 功 樹56kg級スナッチ少年男子３位

2貞光工業高等学校長 光 功 樹56kg級クリーン&ジャーク少年男子７位

2板野高等学校北 田 翔 平69kg級スナッチ少年男子７位

2板野高等学校北 田 翔 平69kg級クリーン&ジャーク少年男子７位

1饌岡農園饌 岡 晃 弘53kg級スナッチ成年男子８位

ウエイトリフティング　成年男子
５６kg 級スナッチで３位入賞した
�橋選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．４掲載）

ウエイトリフティング　少年男子
５６kg 級スナッチで３位入賞した
長光選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．６掲載）

■馬術

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

14.5

4㈱KMC　APACHE片 山 志 保二段階障害飛越成年女子５位

4㈲徳島乗馬倶楽部豊 永 千 帆ダービー成年女子５位

3.5㈱フードセンター高 橋 章 人六段障害飛越成年男子５位

3すばる会計片 山　 淳国体総合馬術成年男子６位

馬術競技　成年女子二段階障害
飛越で５位入賞した片山選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．４掲載）

■自　転　車

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

55徳島商業高等学校川 口 雄 太ケイリン少年男子４位

自転車競技　少年男子ケイリン
で４位入賞した川口選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．４掲載）

馬術競技　成年男子六段障害飛
越で５位入賞した高橋選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．８掲載）

馬術競技　成年女子ダービーで
５位入賞した豊永選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．５掲載）
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■ライフル射撃

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

21

6徳島県警察西 谷 徳 行10mAP60M成年男子３位

5城西高等学校宮 本 紗 季BRS20JW少年女子４位

4ひのみね支援学校教員松 本 知 子10mS40W成年女子５位

2小松島西高等学校勝浦校教員木　内　誠二郎50mK20M成年男子７位

1㈱よんやく菊 地 麻 未50m3×20W成年女子８位

1城西高等学校喜 多 修 也10mS60JM少年男子８位

1小松島西高等学校勝浦校大 島 沙 紀10mS40JW少年女子８位

1城西高等学校宮 本 紗 季BRS40JW少年女子８位

スポーツ祭東京2013　徳島県選手団結団式で活躍
を誓う選手たち

　（徳島新聞社提供Ｈ２５．９．２７掲載）

スポーツ祭東京2013　徳島県選手団激励式で気勢を
上げ健闘を誓う徳島の選手たち

（徳島新聞社提供Ｈ２５．９．２９掲載）

スポーツ祭東京2013

ライフル射撃競技　成年男子エアピストルで
３位入賞した西谷選手

（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．７掲載）

ライフル射撃競技　少年女子ビームライフル
立射で４位入賞した宮本選手

（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．６掲載）
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２　団体競技

　

■ソフトテニス

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

55

脇町高等学校生 田 遥 夏

団体少年女子８位

　　　〃片 山 り の

富岡東高等学校前 川 彩 香

脇町高等学校奥 村 奈 由

　　　〃木 村 理 沙

　　　〃中　野　あすか

ソフトテニス競技　少年女子１回戦
徳島対岩手　息の合ったプレーで８
強入りに貢献した生田㊨・片山組
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．５掲載）

■弓　　　道

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

66

城ノ内高等学校教員竹　本　佐知子

団体（遠的）成年女子７位 内町学童保育クラブ曽 根 恭 子

リッチ管理サービス㈲横 瀬 智 美

■剣　　　道

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

7.57.5

阿波西高等学校教員北 村　 環

団体成年女子５位 山瀬小学校教員前　田　奈々枝

明治大学西　 柚 衣

剣道競技　成年女子準々決勝
徳島対大阪　果敢にメンを打ち
込む徳島の先鋒・西選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．９．３０掲載）

弓道競技　成年女子遠的で７位入賞
した徳島の（左から）竹本選手・曽
根選手・横瀬選手

（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．２掲載）
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■ボウリング

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

18

6㈱阿波銀行木 村 真 理個人戦成年女子３位

9
㈱阿波銀行木 村 真 理団体

（２人チーム戦）
成年女子６位

ダイヤレーン小 谷 千 代

3

四国労働金庫坂 本 政 武

団体
（４人チーム戦）

成年男子８位
東和工業㈱富 永 健 一

㈱サンド曽我部　文　彦

赤松化成工業㈱木 村　 修

（選手写真提供　徳島新聞社）スポーツ祭東京2013

ボウリング競技　成年女子個
人で３位入賞した木村選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．１掲載）

ボウリング競技　成年女子団体２
人チーム戦で６位入賞した徳島Ａ
の木村選手㊧と小谷選手
（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．３掲載）

ボウリング競技　成年男子団体４人チー
ム戦で８位入賞した徳島県代表

　　（徳島新聞社提供Ｈ２５．１０．４掲載）
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第68回国民体育大会　成績一覧表（天皇杯・皇后杯）

女子総合
（皇后杯）

順位都道県名
男女総合
（天皇杯）

順位都道県名

67010位北海道1330.59位北海道

43436位青 森84034位青 森

48327位岩 手94323位岩 手

493.524位宮 城95521位宮 城

371.542位秋 田774.539位秋 田

508.523位山 形974.519位山 形

44534位福 島816.535位福 島

421.537位茨 城886.529位茨 城

584.514位栃 木1037.2513位栃 木

60211位群 馬1036.514位群 馬

835.54位埼 玉1813.53位埼 玉

834.55位千 葉1524.57位千 葉

16221位東 京34861位東 京

725.57位神奈川1617.836位神奈川

52617位山 梨856.531位山 梨

525.518位新 潟935.525位新 潟

529.516位長 野1002.517位長 野

45831位富 山842.533位富 山

442.535位石 川90328位石 川

51122位福 井93824位福 井

516.521位静 岡968.7520位静 岡

8226位愛 知18114位愛 知

383.539位三 重74541位三 重

8403位岐 阜16815位岐 阜

47728位滋 賀763.8340位滋 賀

519.519位京 都119711位京 都

883.52位大 阪1839.52位大 阪

682.59位兵 庫118312位兵 庫

365.543位奈 良78737位奈 良

49026位和歌山990.518位和歌山

360.544位鳥 取62045位鳥 取

33247位島 根575.8346位島 根

447.533位岡 山1023.2516位岡 山

59912位広 島103615位広 島

490.525位山 口848.532位山 口

45232位香 川88030位香 川

341.546位徳 島536.547位徳 島

57115位愛 媛932.7526位愛 媛

38240位高 知721.542位高 知

7218位福 岡14108位福 岡

39738位佐 賀65144位佐 賀

59413位長 崎1219.510位長 崎

517.520位熊 本923.527位熊 本

469.529位大 分94422位大 分

377.541位宮 崎77838位宮 崎

46230位鹿児島815.536位鹿児島

34745位沖 縄719.543位沖 縄

《都 道 府 県 順》

女子総合
（皇后杯）

順位都道県名
男女総合
（天皇杯）

順位都道県名

16221位東 京34861位東 京

883.52位大 阪1839.52位大 阪

8403位岐 阜1813.53位埼 玉

835.54位埼 玉18114位愛 知

834.55位千 葉16815位岐 阜

8226位愛 知1617.836位神 奈 川

725.57位神 奈 川1524.57位千 葉

7218位福 岡14108位福 岡

682.59位兵 庫1330.59位北 海 道

67010位北 海 道1219.510位長 崎

60211位群 馬119711位京 都

59912位広 島118312位兵 庫

59413位長 崎1037.2513位栃 木

584.514位栃 木1036.514位群 馬

57115位愛 媛103615位広 島

529.516位長 野1023.2516位岡 山

52617位山 梨1002.517位長 野

525.518位新 潟990.518位和 歌 山

519.519位京 都974.519位山 形

517.520位熊 本968.7520位静 岡

516.521位静 岡95521位宮 城

51122位福 井94422位大 分

508.523位山 形94323位岩 手

493.524位宮 城93824位福 井

490.525位山 口935.525位新 潟

49026位和 歌 山932.7526位愛 媛

48327位岩 手923.527位熊 本

47728位滋 賀90328位石 川

469.529位大 分886.529位茨 城

46230位鹿 児 島88030位香 川

45831位富 山856.531位山 梨

45232位香 川848.532位山 口

447.533位岡 山842.533位富 山

44534位福 島84034位青 森

442.535位石 川816.535位福 島

43436位青 森815.536位鹿 児 島

421.537位茨 城78737位奈 良

39738位佐 賀77838位宮 崎

383.539位三 重774.539位秋 田

38240位高 知763.8340位滋 賀

377.541位宮 崎74541位三 重

371.542位秋 田721.542位高 知

365.543位奈 良719.543位沖 縄

360.544位鳥 取65144位佐 賀

34745位沖 縄62045位鳥 取

341.546位徳 島575.8346位島 根

33247位島 根536.547位徳 島

《成　　績　　順》
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第69回国民体育大会　冬季大会開催

第69回国民体育大会冬季大会結団式

　栃木県でスケート競技会が開催される「ひかりの郷

日光国体」，山形県でスキー競技会が開催される「や

まがた樹氷国体」に出場する徳島県選手団の結団式が

平成26年１月20日（月）に阿波観光ホテルで挙行され，

選手たちが健闘を誓い合いました。

　選手団はスケート競技が団長の岸一郎県体育協会

副会長，監督１名･男子選手１名･総務４名（トレー

ナー１名を含む），スキー競技が監督１名･選手13名

（男子８名，女子５名）･総務4名（トレーナー１名を

含む）の計25名で，飯泉会長より監督・選手に認定証

が手渡されました。

　飯泉嘉門会長から岸団長に県旗が手渡されたあと，スキー競技会で旗手を務める鏡石杏実選手に引き継が

れました。

　選手団を代表してスキー競技少年女子に出場する大森汐莉選手が「郷土の名誉と自己の栄光のために正々

堂々と競技する。」と力強く宣誓しました。

結団式で決意を述べる大森汐莉選手と旗手の鏡石
杏実選手

成年男子スピードスケート　喜多　秀明選手 スケート選手団

成年女子Ｂジャイアントスラローム
十川　小緒里選手

成年男子Ｂジャイアントスラローム
十川　義浩選手
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競技大会と成績

　「リンクに競う　夢と感動　広がる未来」のスローガンのもと，スケート競技・アイスホッケー競技は栃木

県日光市において平成26年１月28日から２月２日までの４日間，「樹氷輝き　人つどい　未来につなげ　君

の元気」のスローガンのもと，スキー競技は山形県山形市において２月21日から24日までの4日間盛大に開

催されました。

アイスホッケー競技　四国ブロック大会　H25.11.30（土）

　愛媛県　　イヨテツスポーツセンター

　成年男子　1回戦　徳島県　３－５　高知県

スキー競技

成　　　　　績
所　属氏　名種 別 ／ 種 目

順位タイム

86/1101’26”81大阪学院大学下 岡 稜 児
成年男子Ａ
／ジャイアントスラローム

58/981’23”10徳島中学校（教）十 川 義 浩成年男子Ｂ
／ジャイアントスラローム 63/981’25”81原田建機サービス原 田 雄 太

102/1281’00”85東みよし町役場吉 岡 章 二

成年男子Ｃ
／ジャイアントスラローム

106/1281’02”95(株)大塚製薬工場森　 仁 志

DF/128記録なしブリジストンタイヤジャパン田 原 勇 作

156/1891’02”35徳島市立高校美 闢　 慧少年男子
／ジャイアントスラローム 154/1891’02”20小松島西高校勝浦校中 岡 良 介

76/901’29”08岡山大学郷 司 理 沙
成年女子Ａ
／ジャイアントスラローム

18/6255”57愛スキークラブ十　川　小緒里成年女子Ｂ
／ジャイアントスラローム 53/621’36”34鳴門渦潮高校（教）谷　　　由希子

99/1201’04”05板野高校大 森 汐 莉少年女子
／ジャイアントスラローム 101/1031’04”96城東高校鏡 石 杏 実

スケート競技

成　　　　　績
所　属氏　名種 別 ／ 種 目

備考順位タイム

予選敗退予選３位2’06”94
有限会社キタ喜多　秀明

成年男子スピード／１５００m

予選敗退予選７位7’56”30成年男子スピード／５０００m
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第69回国民体育大会冬季大会都道府県別総合成績

女子総合成績（皇后杯）男女総合成績（天皇杯）
都道県名No.

スキースケート得点合計順位スキーアイスホッケースケート得点合計順位

471371841154502374411北 海 道1

322153114960361457青 森2

112132225310349718岩 手3

101020261010103033宮 城4

5105113103101012312秋 田5

201030247810841725山 形6

16.52036.51917.5152658.524福 島7

101020261020184826茨 城8

1010202610752210715栃 木9

30447444110791309群 馬10

103040171365811596埼 玉11

101020261010183830千 葉12

145872619501251943東 京13

105666813401231764神 奈 川14

105868710109211214山 梨15

3910491411210101328新 潟16

41.5111152.52137.520185342.52長 野17

122234214510227720富 山18

211031234210116322石 川19

11011372710104727福 井20

101020261010103033静 岡21

1848668181010112910愛 知22

10010381010103033三 重23

2528531150104710715岐 阜24

101020261035105525滋 賀25

153146161510426721京 都26

1066763131010312611大 阪27

103747151010789817兵 庫28

101020261010103033奈 良29

102636201010264629和 歌 山30

101020261710103731鳥 取31

101020261010103033島 根32

104757101310749718岡 山33

102737181010274727広 島34

10010381010103033山 口35

101020261040106023香 川36

10010381010103033徳 島37

101525251010153532愛 媛38

1001038101002045高 知39

185573518108611413福 岡40

1001038101002045佐 賀41

101020261010103033長 崎42

01010381010103033熊 本43

10010381010103033大 分44

1010103033宮 崎45

10010381010103033鹿 児 島46

1001038101002045沖 縄47

70211081810129883019724100合　　　　計
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平成25年度　公益財団法人徳島県体育協会　表彰式

　平成25年度　公益財団法人徳島県体育協会表彰式が，平成26年2月11日（火）にあわぎんホールにおいて

挙行されました。

　本年度の栄えある受賞者は，感謝状1名，体育功労者34名，スポーツ指導者35名，スポーツ特別優秀者39

名，スポーツ優秀者160名，スポーツ奨励賞22名，生涯スポーツ賞16名，合計307名です。

　飯泉嘉門会長より，各受賞の皆さん一人ひとりに，

表彰盾が授与されました。

　飯泉嘉門会長が受賞者の活躍をたたえた後，受賞者

を代表して，体育功労賞を受賞された柿内愼市さんか

ら「支えていただいた地域や関係者に心から感謝し，

さらなるスポーツ振興に努めたい」と謝辞が述べられ

ました。

平成25年度　公益財団法人徳島県体育協会　表彰式（於：あわぎんホール）
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感謝状
本県体育・スポーツの振興・発展に尽力され，本年度に文部科学大臣表彰及び国民体育大会功労者表彰を

受賞された者及び本会広報・顕彰委員会が特に必要と認めた者

　大惠俊一郎

体育功労者
　加盟団体の役員・指導者として10年以上従事し，その功績が特に顕著な40歳以上の者

　曽谷　浩隆　　　後藤田健一　　　松浦　利文　　　林　由佳子　　　椎野　和幸　　　友久　加代

　高瀬　　淳　　　富永　佳孝　　　谷藤　　悟　　　大谷　明彦　　　柿内　愼市　　　加藤　博明

　鐡田　幸司　　　永井　教禎　　　北島　昭文　　　鑿原　孝司　　　宇野　博明　　　松村　和宏
　十川　一彦　　　後藤田恵美子　　吉岡　章二　　　勝瀬　　稔　　　丸山　勝美　　　仲野　芳孝

　竹岡　義博　　　佐々木泰男　　　瀬尾　裕之　　　丸岡　俊司　　　藤本　　護　　　大島　孝雄

　島田美千代　　　高尾　　茂　　　岡本　誼哉　　　手塚　久利

スポーツ指導者
スポーツ特別優秀者表彰及びスポーツ優秀者表彰に該当する者の育成に功績が特に顕著である実質的な指

導者

　佐藤　克人　　　藤川　晋吾　　　中山　祐次　　　林　　英司　　　引地　美貴　　　多田　和代

　豊永　陽子　　　大岩　　靖　　　河野　　匡　　　犬伏　孝行　　　大屋　博文　　　藤本　雅志

　市橋　大典　　　近藤　　学　　　古上　善寛　　　岩本　年章　　　三好　昌永　　　山田　有璃

　中野　進也　　　桃本　君人　　　金本　賢治　　　松長　辰司　　　福本　交伸　　　吉田美恵子

　藤本　賢一　　　秋田　卓蔵　　　粟飯原稔仁　　　青木　満博　　　吉見　俊司　　　中村　友紀

　平野　誠司　　　都築　吉則　　　井村　俊吾　　　大草　康夫　　　浪越　陽子

スポーツ特別優秀者
　スポーツ活動において特に優秀な成績を収めた者で，全国大会において優勝した者

　上記に匹敵またはそれ以上の成績を収めたと認められる者

陸　上

　金丸　祐三　　　渕瀬真寿美　　　中田恵莉子　　　川口　哲生　　　幸長　慎一　　　龍田　美咲

　阿利　美咲

レスリング

　山下　耕平

ウエイトリフティング

　井上　絢理　　　井上　沙紀　　　岡本　唯衣

柔　道

　大島　拓海　　　大住　有加

弓　道

　田中　直也　　　漆原　夏乃　　　寒川　紗衣　　　山口　莉奈　　　川口　　妃

ライフル射撃

　宮本　紗季　　　北島　実季　　　多田　愛美　　　清水　彰人

ラグビーフットボール

　柴田　和宏　　　秋山　大地

ゴルフ

　手束　　雅　　　橋本　和樹　　　尾崎　竜二　　　古林　敬介

ローラースケート

　西木　紳悟　　　藤倉　みき　　　今倉　　健　　　山田　佳奈
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サーフィン

　玉木　アイ　　　黒川日菜子　　　小山みなみ　　　西　　修司　　　野呂　海利　　　西　　優司

　安室　　丈

スポーツ優秀者
　スポーツ活動において優秀な成績を収めた者で，全国大会において入賞した者

　国際大会に日本代表として参加した者

　日本新記録，高校日本新記録または中学日本新記録を樹立した者

陸　上

　春木　理奈　　　木内　康寛　　　松本　　葵　　　伊藤　　舞　　　岩川真知子　　　居川　汐里

　村尾　茉優　　　大�　剛司　　　田辺　純也　　　武田　歴次　　　美鳥　　尚　　　佐々木祐弥

　小松　将弘　　　野口　航平

水　泳

　安藝　文哉　　　新野　杏奈　　　森岡淳之介

サッカー

　中村　神菜　　　奈良　　茜　　　森岡　由依　　　平島　寧々　　　天神夕里奈　　　岡野　　優

　橋本　未来　　　福本つくし　　　松田　碧依　　　山田梨紗子　　　梅津　　萌　　　兼任ひかる

　竹田　愛美　　　闍原　麻実　　　森本　早紀　　　多田　美咲　　　矢野くるみ
テニス

　藤岡　莉子　　　尾崎　仁美

ボクシング

　長尾　　京

体　操

　岩原　明音　　　蔭山　怜南　　　江本　紀花　　　島野　朱理　　　豊栖　美海　　　安達　若菜

　名田美羽花　　　松坂　玲奈

レスリング

　射場　大地　　　福原　将太　　　藤田　祐輔　　　谷藤　広基　　　藤山　徳馬

ウエイトリフティング

　長光　功樹　　　北田　翔平　　　饌岡　晃弘　　　闍橋　利肇
自転車

　川口　雄太　　　太田　竜馬

ソフトテニス

　生田　遥夏　　　片山　りの　　　奥村　奈由　　　木村　理沙　　　中野あすか　　　足立紗和子

　吉川　真由　　　三木　愛梨　　　前川　彩香　　　計盛　将志　　　宮本　一生　　　中西　正哉

　根本　貴司　　　阿部　瑞紀　　　大谷　広夢　　　森　　遼太　　　秋山　晃羽　　　滝口　倭希

卓　球

　楠川　愛子

馬　術

　片山　志保　　　豊永　千帆　　　高橋　章人　　　片山　　淳

柔　道

　田北明日香　　　松島　功祐　　　田北健太郎　　　延口　美咲

ソフトボール

　朝野　　僚　　　闍橋　一生　　　笠原　諒太　　　竹内　友将　　　筑後聡一朗　　　西久保　諒
　前川　　腕　　　根津　祐作　　　大門　竜弥　　　村井颯志郎　　　原田　幸明　　　安藝　大地

　築本　昭広　　　吉田　成利　　　竹原　航平　　　佐々木拓海　　　中木　海舟　　　鵜飼　航晟

　藤川　歩美　　　水野　綺音　　　木下　佳奈　　　重本菜々子　　　重本和香奈　　　武田　衣月

　西岡　愛美　　　山野　亜実　　　中妻　由依　　　西岡　夏妃　　　西村　香澄
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弓　道

　竹本佐知子　　　曽根　恭子　　　横瀬　智美　　　桑内　美穂　　　山闢　潤子　　　辻　　紀子
　板東　璃奈　　　福見　智子　　　吉田　佳史

ライフル射撃

　西谷　徳行　　　松本　知子　　　木内誠二郎　　　菊地　麻未　　　大島　沙紀　　　喜多　修也

　速水凌太郎　　　中村　拓海　　　佐藤奈々美　　　藤原　茉由　　　田畑　日和　　　堀之内祐貴

　岡　　浩幸　　　日浦　典之　　　佐々木郁也　　　市原　佳子

剣　道

　北村　　環　　　前田奈々枝　　　西　　柚衣　　　竹内佳代子　　　平野　千尋　　　玉田理沙子

ボウリング

　木村　真理　　　小谷　千代　　　坂本　政武　　　富永　健一　　　曽我部文彦　　　木村　　修

ローラースケート

　谷　　公世　　　鹿山　亜美　　　伊勢　綾乃

サーフィン

　武知　和一　　　久野　　孝　　　鳥羽　真吾　　　中山　智資　　　幸　総一郎　　　西　慶司郎

　坂本　　空　　　川合美乃里

スポーツ奨励賞
　小学校児童で全国大会において3位以内の成績を収めた者

　学童日本新記録を樹立した者

ソフトボール

　大野　美空　　　奥谷　萌加　　　折下　真琴　　　木下　若葉　　　佐々木香菜子　　坂東　茅乃

　吉崎玖玲愛　　　今市花菜美　　　折下　優姫　　　折野　愛純　　　國方　　綾　　　木本　彩華

　楠本とも子　　　中野　夏帆　　　福永　理乃　　　夏見　絹子

柔　道

　岡本　泰崇　　　宮崎　未華

ローラースケート

　鑚淵　　英　　　伊勢　晴気　　　闥本　唯華　　　滝川　真佳

生涯スポーツ賞（１）
　シニア世代となってもスポーツを実践する者で，全国大会において優勝した者

陸　上

　東野　　誠　　　藤本　　昇　　　北島　喜美　　　大石　　正　　　甲斐　早苗　　　湯口　武夫

　森　　弥生　　　今津　毬子　　　渡川　孝子

ソフトテニス

　峯　　　満　　　新開　　均　　　犬伏恵美子

卓　球

　日浦　孝治

生涯スポーツ賞（２）
　シニア世代となってもスポーツを実践する者で，現在も活動を継続している満80歳以上の者

　高橋　武雄　　　立石　　昭　　　遠藤　一美



－１６－

平成25年度　生涯スポーツ功労者表彰

　文部科学省では，地域または職場におけるスポーツの健全な普及及び発展に貢献し，地域におけるスポー

ツの振興に顕著な成果をあげたスポーツ関係者及びスポーツ団体を，「生涯スポーツ功労者」及び「生涯スポー

ツ優良団体」として表彰しています。

　徳島県では，大惠　俊一郎氏が「生涯スポーツ功労者」として受賞され，10月11日（金）に中央合同庁舎

第7号館3階講堂（千代田区霞が関3-2-2）において，表彰式が行われ，文部科学大臣より，表彰状及び記念

品（銀盃）が贈られました。

　　　大　惠　俊一郎　氏

　徳島県弓道連盟会長として，その運営に携わり，本県の弓道界の発展

や競技力の向上に尽力されています。

　また，本体育協会に対しましてこれまで理事及び評議員を歴任され，

現在も評議員長として本会の健全な運営と，本県におけるスポーツの普

及・振興のために貢献されています。

平成25年度　（公財）大塚芳満記念財団・助成者

　（公財）大塚芳満記念財団は，大塚製薬工場の元代表取締役会長，故・大塚芳満氏の妻・道子氏が，製薬業

関連分野，県体育協会会長を務めたスポーツ分野で古里に貢献したいとの故人の遺志に基づいて設立した記

念財団です。目的は，徳島県内に在住する医学・薬学・歯学を専攻する有能な学生・大学院生に対し，奨学

助成を行うとともに，徳島県内の優秀なスポーツ選手に対して援助を行い，スポーツの発展に寄与し，もっ

て青少年の心身の育成に資することとしています。

　2013年度の選考委員会において，スポーツ分野で4名の高校生が助成されることになりました。

　　陸上競技　　　武田　歴次（生光学園高等学校）第6回日本ユース陸上競技選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砲丸投・円盤投　優勝
　

　　陸上競技　　　村尾　茉優（徳島聾学校高等部）第6回日本ユース陸上競技選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円盤投　2位
　

　　レスリング　　森　　大樹（穴吹高等学校）　　第67回国民体育大会少年男子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グレコローマン50㎏ 級　5位
　

　　ライフル射撃　宮本　紗季（城西高等学校）　　第39回全日本ビームライフル射撃競技

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選手権大会BRS40W　2位



－１７－

平成25年度　公認スポーツ指導者等表彰

　公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表彰は，永年にわたりスポーツ指導者として，スポーツ

の指導育成及び組織化，競技力の向上，公認スポーツ指導者制度の発展その他国民スポーツの振興に貢献し

た者のうち，特に顕著な功績があった者を表彰し，その功に報いるとともに，今後における公認スポーツ指

導者制度の一層の発展に資することを趣旨として実施されております。

　本年度は，次の2名の方が平成25年12月14日（土）開催の「平成25年度公認スポーツ指導者全国研修会開

会式」において表彰式が挙行され，受賞されました。

　　　下　原　四　郎　氏
　　　　指導員（弓道）

　永年にわたり，公認スポーツ指導者として，弓道競技の普及発展

に尽力し，優秀な競技者を指導育成されています。また，徳島県弓

道連盟役員等として，組織の発展にも多大な貢献をされました。

　　　尾　崎　成　之　氏
　　　　指導員（山岳）

　永年にわたり，公認スポーツ指導者として，山岳競技の普及発展

に尽力し，優秀な競技者を指導育成されています。また，徳島県山

岳連盟役員等として，組織の発展にも多大な貢献をされました。



－１８－

平成25年度 日本スポーツ少年団顕彰伝達式及び
平成25年度 徳島県スポーツ少年団表彰式

　平成25年度日本スポーツ少年団顕彰伝達式並びに徳島県スポーツ少年団表彰式を，平成26年2月22日（土）

徳島県立21世紀館において開催いたしました。

　表彰式当日には，日本スポーツ少年団顕彰市町村表彰として，永年に亘りスポーツ少年団の発展に貢献し

たとして三好市スポーツ少年団と美波町スポーツ少年団に表彰楯が授与されました。さらに，指導者表彰と

してスポーツ少年団の育成・指導に顕著な功績を残した2名の指導者に対し，表彰楯が授与されました。

　また，徳島県スポーツ少年団表彰として，永年に亘りスポーツ少年団の指導・育成に地道に努力し，地域

に根ざした活動をしている各市町村（10市町）から推薦のあった19名に対し，表彰楯が授与されました。

　なお，受賞されました皆様方には，受賞を称え，次のとおり氏名等を掲載させていただきますとともに，

今後ともスポーツ少年団諸事業に格別の御理解と御協力をいただきますようお願いします。

 

平成25年度日本スポーツ少年団顕彰伝達式及び平成25年度徳島県スポーツ少年団表彰式



－１９－

平成25年度日本スポーツ少年団表彰

市　町　村　　　三好市（スポーツ少年団）

　　　　　　　　美波町（スポーツ少年団）
　

指　導　者　　　近藤　浩文（美波町スポーツ少年団）

　　　　　　　　田中　久美（石井町リーダースポーツ少年団）

平成25年度徳島県スポーツ少年団表彰

鳴　門　市　　　堀江　一重（明神キッズ）

阿　南　市　　　福井　　勝（阿南市少年剣道）　　　　　　谷　　光二（加茂谷白龍）

　　　　　　　　二反田和則（那賀川少年剣道クラブ）　　　山田　耕司（那賀川B&G剣道教室わかあゆ会）

　　　　　　　　中田　昌行（宝田ダックス）

吉 野 川 市　　　松浦　武信（鴨島少年剣道教室）

阿　波　市　　　山田　衆司（伊沢スバル）　　　　　　　　井内　昇一（市場ミッキーマウス）

　　　　　　　　　

三　好　市　　　岡　　康次（池田ジュニアバレーボールクラブ）

　　　　　　　　藤本　智也（池田ジュニアバレーボールクラブ）

牟　岐　町　　　吉野　公雄（牟岐少年サッカー）

海　陽　町　　　乃一　美恵（海陽町）　　　　　　　　　　中張　雅弘（海陽町）

北　島　町　　　大村　猛夫（北島少年剣道教室）

藍　住　町　　　久次米繁興（藍住剣道）　　　　　　　　　鍋島　久毅（藍住東JVC）

　　　　　　　　佐々木竜宏（藍住エンジェル）

上　板　町　　　家長　伸二（松島）



－２０－

徳島県スポーツ少年団創設50周年記念式典

　徳島県スポーツ少年団は，日本スポーツ少年団が設立された翌年の昭和38年5月に発足し，当時の設置市

町村は，鳴門市・神山町の2市町であり，昭和39年には鳴門市・神山町に土成町を加え，団数39団・団員数

1,246名となった。

　その後，この50年の間に様々な種目のスポーツ少年団が県内各地に誕生した。

　スポーツ少年団は，子どもたちが身近でスポーツに親しみ，心とからだの健全育成の場として重要な役割

を担いながら発展し，創設以来50年を迎えた現在（平成25年度）では，県内すべての市町村にスポーツ少年

団が設置され，団数485団，団員数8,513名，指導者数2,165名が登録するようになっている。

　このたび，徳島県スポーツ少年団では50周年の節目を迎え，平成26年2月22日に徳島県立21世紀館におい

て「徳島県スポーツ少年団創設50周年記念式典」を盛大に開催した。　

　記念式典では，日本スポーツ少年団顕彰として受賞団体表彰が三好市スポーツ少年団，美波町スポーツ少

年団に，顕彰者表彰が2名の指導者に伝達がされるとともに，徳島県スポーツ少年団表彰として指導者の永

年の功績を讃えて19名を表彰した。

　また，式典では組橋正人徳島県スポーツ少年団本部長からの挨拶の後，来賓の方々からの50周年記念と受

賞者への心よりの祝辞を頂くとともに，坂本祐之輔日本スポーツ少年団本部長よりビデオレターにて徳島県

スポーツ少年団創設50周年に寄せたお祝いのことばを頂きました。

　記念講演では，日本相撲協会 錣山部屋親方の錣山矩幸氏（元関脇：寺尾）に『私の相撲人生』という内容

で講演頂き，錣山親方の幼少期からの生活，大相撲への入門，厳しい稽古を続けながら細い体を大きく成長

させていくことへの苦労話，関取昇進後の活躍とともに貴花田（元横綱：貴乃花）との初対戦で負けた時の

悔しさなど数々のエピソードを織り交ぜながらお話し頂きました。参加された皆さんにはプロスポーツ選手

の苦労や成功の体験を今後のスポーツ少年団活動に活かし，子どもたちに夢と希望のあるものに出来るよう

活かせて欲しいと思います。

記念講演 記念講演

50周年式典会場 顕彰受賞伝達

トピックス



－２１－

第４０回日独スポーツ少年団同時交流事業

　第40回目を迎えた『日独スポーツ少年団同時交流事業』は，両国スポーツ少年団の発展と青少年リーダー

育成を目的として，本県より団員1名を派遣し，受入れでは四国ブロックとしてドイツ団指導者1名，団員10

名の計11名が高知県，愛媛県，香川県を訪問しスポーツや文化の活動などで交流が図られました。

　なお，平成24年度の第39回より受入期間が短縮となったことに伴い，四国4県での受入から四国3県での

受入に変更となり，第40回の同時交流では徳島県としての受入実施はありませんでした。

派遣の部

　本県から四国ブロックとして派遣団員の1名が，8月1日から8月18日までの18日間に亘り，ドイツでの様々

な研修・交流プログラムに参加し，無事に帰国することができました。

　全体前半プログラムでは，「今，私たちにできる社会貢献　～スポーツ活動で何ができるか～」のレクチャー，

グループ形式のディスカッション，フランクフルト市内自己研修，フランクフルト市長表敬訪問を行いまし

た。

　その後，13日間にわたる地方プログラム【ラインラントプファルツ州及びザールラント州】では，各地で

受入関係者からの温かい歓迎を受け，スポーツや文化を通した交流やテーマディスカッション，ファミリー

プログラムと充実した多くの活動が行われました。

　全体後半プログラムは，ベルリンへ移動し，市内でのグループ研修，さよならパーティーなどのプログラ

ムを大勢の受入関係者，ホストファミリーと一緒に楽しい時を過ごしました。そして，たくさんの思い出を

胸にドイツを後にしました。

 
【四国ブロック集合写真】

ディリンゲン製鉄所 ホストファミリーとの集合写真

世界遺産　フェルクリンゲン製鉄所 ポッツベルク動物園



－２２－

派遣の部

　派遣者の感想文

「私がドイツで学んだこと」
竹　倉　亜加利　

　私がドイツに行ってホストファミリーに会った時，正直やっていけるのかとても不安でした。けど，いざ

家に行ってみるとホストファミリーの人もとても良くしてくれて帰りたくないと思うほどでした。ホスト

ファミリーの人達も気を遣ってくれたのか，ホストファミリーデーや家に帰ってからも私達日本団が一緒に

いられるようにとしてくれてとてもありがたかったです。

　私がステイしていたところは，とても自然が多くてすごくすてきな場所でした。ご飯もおいしかったです。

けれど，量が多くて少し大変でした。

　18日間で私達はたくさんのことを経験し，学びました。それは感想文に書ききることができないほどです。

日本にいては絶対できないようなことがたくさんありました。学んだことは多かったけれど，一番驚いたの

は車の速度でした。あれも日本にいてはできない体験だと思います。

　たくさんの人達のおかげでこのような体験ができました。本当にありがとうございます。この経験はこれ

からのリーダー活動に生かしていきたいと考えています。団体行動での大切なこと，時間を守ること，先の

ことを考えて活動すること。全てが大切なのを改めて知りました。それにドイツに行って苦手だった英語も

少し克服できました。自分だけの力では本当にこのような経験はできませんでした。今までお世話になった

少年団の方々，家族，そしてドイツ団の方々には本当に感謝してもしきれません。

　この経験を無駄にしないようにします。今回の日独同時交流に参加できて本当に良かったです。40回目と

いう記念となる今回，スポーツテストは辛かったけれどそれも良い思い出になりました。活動はハードで辛

くなる時もあったけれどそれ以上に楽しいことが多かったです。ドイツの人と一緒にスポーツ活動をしたの

は本当に楽しかったです。活動全部が一番の思い出になりました。

　本当に行けて良かったと思います。Danke ！



－２３－

平成２５年度冬季シーズン競技力向上支援事業

　本会では，昨年度からみなさまから寄せられた寄付金をもとに，冬季シーズンで選手強化を図るための支

援事業を実施しております。本年度も多くの競技団体から要望がありましたが，１０の競技団体に事業補助を

行いました。

事業実施状況主な事業内容（期待される効果）競技団体名NO

トップクラスの選手６名を招聘し，ゲーム
やトレーニングを通じて練習のやり方やポ
イントをアドバイスしてもらうことにより，
中・高校生の参加者はその技術や考え方な
どを肌で感じることができた。

国内トッププレーヤーを招聘して
のテニスクリニックの開催。ジュ
ニアのための，技術の向上と意識
の高揚を図ることができ，普及に
もつながる。

徳島県テニス協会1

少年種別の県外遠征・合宿により，
国体候補選手を全国高校総体等で
好成績を収める高校へ派遣し，技
術の向上につなげる。
　　　写真は大阪清風高校遠征→

徳島県体操協会2

競技用トラックレーサーを導入し
トラックレース練習会や国体対策
練習会，街道練習会を行い，冬季
にトラックレースの基本を習得。
少人数で効果的な国体強化を図る。
　　　　写真はトラック練習会→

徳島県自転車競技連
盟

3

香川県や岡山県，大阪府などへ高
校選抜メンバーを遠征させ，技術
の向上と意識の高揚を図る。
　　　　　写真は練習会の様子→

徳島県ソフトテニス
連盟

4

成年選手２名を派遣し，大人数の中で実力
を出し切る稽古を重ねることができた。勝
負勘やスピードの養成にもつながった。

成年選手を九州へ遠征させ，大学
生を相手に，稽古を積むことによ
り来年の国体での成績向上へつな
げる。

徳島県相撲連盟5

高校生に中学生を加えた参加者により冬季
の練習会を開催し，新ルールに対応した練
習ができた。

中学校へ広く案内し，ライフル射
撃体験会を開催し，定期的な練習
会に繋げるとともに，優秀なジュ
ニア発掘を行う。

徳島県ライフル射撃
連盟

6

少年女子に重点を置いた山口県へ
の遠征。寒稽古による心身の鍛錬。
高段者研修会による指導者の資質
向上と多彩な事業に取り組む。
　　　　　写真は寒稽古の様子→

徳島県剣道連盟7

指導者の資質向上と監督の資格取
得につなげる講習会を開催すると
ともに，選手の意識高揚に繋がる
強化練習会を行う。
　　　　　写真は講習会の様子→

徳島県なぎなた連盟8

中学校へ広く案内し，ボウリング
体験会を開催し，定期的な練習会
に繋げる。優秀なジュニア発掘を
図る。
　　　　　写真は講習会の様子→

徳島県ボウリング連
盟

9

氷上での練習不足を補い，強豪選
手との練習や競技会へ出場するこ
とにより技術を高め，感覚を養い
国体での好成績に繋げる。
　　　　写真は第６９回冬季国体→

徳島県スケート連盟10



－２４－

徳島県スケート連盟

　徳島県スケート連盟(Tokushima Skating Club)について概要を示す。現在の役職あるいは担当について

は，会長は園田壽，理事長・スピード部長は板東浩，ロングトラック選手および事務局長が喜多秀明，強化

コーチ，事務担当が喜多喜代美となっている。

　スケート競技の概要について，冬季国体の種目には，アイススケート（スピード，１周400m），ショート

トラック（SS, １周111m），フィギュア，アイスホッケーなどが含まれる。本連盟の重要な仕事は冬季国体

への参加である。また，主に春～夏期の競技として，ローラスケート（輪は２個並列，フィギュア，ホッ

ケー）やインラインスケート（輪は１列に４～５個，in line＝1列の意味，スピード競技が主，本来スケー

トの夏季練習用から発展）がみられる。本連盟の板東および喜多は１年を通じて現役選手である。

　本連盟の歴史について簡潔に示す。資料がある範囲で，従来，監督は中原祐一，大熊勤，園田壽，板東浩，

各氏が担当した。出場選手には，畑　孝彦，坂本孝志，宮田由美子，中野美希，阿部沙緒里，野沢千尋，大

島　清，板東　浩，浜崎日出暢，飛鳥　操，喜多秀明，喜多健太，木田昇吾，井内　敦，各氏である。1991

～2013年で意義深い結果として，坂本の入賞歴500m（92年5位，93年8位），成年男子2000ｍリレー（大

島，浜崎，板東，坂本）で県記録樹立(2000)，喜多秀明の準決勝出場（1500m, 2008）などがある。

　釧路氷雪国体(2010)や八戸国体(2011)，ぎふ清流国体(2012)，福島国体(2013)について，選手は井内（SS），

喜多秀明＆健太（スピード）が，監督は園田と板東，コーチは喜多喜代美が担当した。喜多秀明選手は数年

来，氷上に慣れるとともに，次第に技術も向上し，日光国体(2014.1)での活躍が期待される。

　今後の課題について，重要点は冬季国体スケート選手の確保および育成である。南日本で共通した問題だ

が，本県にリンクがないという弱点もみられる。一方，本県は従来インラインスケート競技が盛んな土地柄

という強点もある。喜多は本邦のインラインスケート界のトップ選手であり，インラインスケート界の人材

をよく知る。板東は日本ローラースポーツ連盟(JRSF)の理事・指定医や，日本スケート連盟マスターズ関係

の世話役も兼務。両者が協力し多くの情報を得て，今後，若年や優秀選手にアプローチしていきたい。

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～

喜多選手トップを滑走中(福島国体，2013.1) 板東選手（マスターズ大会，2012.2）
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徳島県少林寺拳法連盟

　現在は道院拳友会：32･少林寺拳法スポーツ少年団：5・少林寺拳法実業団連盟：1・少林寺拳法自衛隊連

盟：1・少林寺拳法大学連盟：1・少林寺拳法高校連盟：6での拳士が練習に励んでおります。

　少林寺拳法は，「平和で物心ともに豊かな社会をつくりたい」という創始者･宗道臣の強い志から，1947年

に日本で生まれました。そしてこの宗道臣の志を基に，修練や学科，法話･講話，社会奉仕活動を通じて，

「半ばは自己の幸せを，半ばは他人の幸せを」の信念を持って行動できる人を育て，平和で豊かな社会づく

りに貢献する人づくりの運動，幸福運動を行っています。

　私たちは，少林寺拳法を通じて心と体を鍛え，自分自身が頼れる自己を確立し，自信と勇気と行動力を身

につけて社会のために貢献していけるリーダーに成長していくことを目標にしています。

　道場には，就学前の子供からシニアの方まで幅広い年齢層の方が集い，中には兄弟姉妹，家族で参加する

方もおり，さまざまな方との交流の機会があります。また少林寺拳法は，護身の技術として大変有効なもの

で，それを学び身につけていく上で，事故防止や安全性の向上にも十分配慮がなされています。

　心を強くしたい，体力に応じて体を動かしたい，ストレスを感じている，友達や仲間がほしい，子どもに

礼儀作法を身につけさせたいなど，またはこれといって理由はないけれど，何となく新しいことに挑戦して

みたい，何か踏み出したいなぁという方，少林寺拳法は，そんな方の期待に応えます。自分を大切にできる，

そして同じように他人のことも大切にできる方，またこれからそうなりたいと思える方を少林寺拳法は仲間

として大歓迎します。

　このような活動を通して，本連盟は徳島県がめざす，「スポーツを通じて，誰もが健康で豊かな生活を送る

ことのできる生涯スポーツ社会の実現」に向けた取り組みを進めて参りますので，今後とも本連盟の活動に

一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～

少林寺拳法徳島県大会開会式 道院長・部長・監督・幹部技術
研修会

外部講師による道院長・部長・
監督・幹部研修会
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吉野川市体育協会

　吉野川市は，平成16年10月1日に鴨島町，川島町，山川町，美郷村の旧麻植郡３町１村が合併して徳島県

で5番目の市として誕生しました。現在の人口は約４万４千人，総面積は144.19�で，県北部のほぼ中央，

吉野川南岸に位置しています。美しい清流「四国三郎」の異名を持つ吉野川に育まれ，ホタルやオンツツジ

の大群生など，四季折々の豊かな自然が息づいており，誇りある歴史と伝統，文化を受け継ぎながら，「世代

を越えて夢紡ぐまち～新・生活創造都市をめざして～」を市の将来像とし，豊かさやゆとりを実感できるま

ちづくりに取り組んでいるところです。

　吉野川市体育協会は，吉野川市の体育・スポーツの健全な普及及び発展を図り，もって健康で明るく活力

に満ちた街づくりに寄与することを目的として平成16年に吉野川市になると同時に設立されました。現在の

加盟団体数は19団体，加盟人数は2,000名を超え，各団体が大会などを年間を通して多く開催しています。

本協会は，他には珍しい「グラウンド・ゴルフ，カローリング，ペタンク，インディアカ」のニュースポー

ツの加盟団体があり徳島県内外を問わず活動し，活躍しています。

　また，毎年体育の日に開催される「吉野川市民体育祭記念行事」では，各加盟団体で競技別に大会を行い，

その大会での優秀な成績を残した方に競技別表彰を贈り，本協会に顕著な貢献をされた方には功労者表彰を

授与しています。そして表彰式の後には，ニュースポーツ体験や講師をお招きしての講演会，体力テストな

ど毎年いろいろなイベントを催し，幅広い年齢層の方々が参加しています。

　その他にも，「吉野川市優秀児童生徒表彰」，「吉野川市美郷一周駅伝」，「吉野川市リバーサイドハーフマラ

ソン」など様々なイベントを開催しています。

　吉野川市体育協会は，これからもスポーツを通して市民の健康増進や競技力の向上に役立てるよう，今後

さらに活動を進めていきたいと考えています。

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～

市民体育祭記念行事（表彰式） 市民体育祭記念行事（体力テスト）

リバーサイドハーフマラソン 美郷一周駅伝



－２７－

美波町体育協会

　美波町は，平成18年３月31日，日和佐町と由岐町が合併して誕生しました。

　徳島県の南部に位置し，海・山・川と自然に囲まれた町で，ウミガメが産卵にくる大浜海岸や薬王寺といっ

た観光名所，また古くから漁業が盛んであり由岐の伊勢海老などが有名です。

　平成25年11月末現在の人口は7,594人と合併時の8,848人から人口の減少と少子高齢化が続いています。

　

　美波町体育協会も旧町の体育協会が合併し，平成18年6月に設立されました。

　スポーツの健全な普及・発展と町民の心身の健全な発達に寄与することを目的とし，共楽運動会など様々

な活動を主催しています。

　現在は野球・ソフトボール・バレーボール・ソフトバレーボール・陸上・剣道・バドミントン・ペタンク

の９競技が部として活動しており，町民対象の地区対抗大会や町内外からチームを招いての大会を主催し，

健康増進のみならず交流も図っています。なかでも８月に行われる野球大会では，親・子・孫の三世代が同

時に出場する場面がでるなど帰省した人も多く参加するお盆の恒例行事として歴史ある大会となっています。

また各部の交流として３月にはペタンクやニュースポーツによる交流大会も開催しています。

　美波町では，桜街道・夢マラソンや由岐駅伝競走，スポーツ少年団駅伝大会など多くの競技・大会が開催

されています。体育協会ではこれらの開催時には共催・後援として運営に協力しており，今後も体育協会と

してより一層精力的に活動するとともに，スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブとの連携を密に，

スポーツを通しての健康な町づくりを続けていきたいと思います。

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～

由岐共楽運動会① 由岐共楽運動会②

ふるさと野球大会
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あなぶきスポーツクラブ

クラブのあゆみ
はじめに

　選手のスポーツからみんなのスポーツへ，見るスポーツからするスポーツへ。自主運営，受益者負担。だ

れでも、いつまでも。明るい地域づくりの一助となるよう，この理念に向かって，クラブの設立から９年目

の今，ささやかな歩みをまとめてみた。

１　仲間づくり

　平成16年10月31日クラブ設立総会開催

　平成17年４月２日活動開始　参加者40名

　会員数40名からスタート、会員350名目標に。

２　健康づくり

　●だれでも，毎週１回は，運動・スポーツをの視点から高齢者に重点をおく。

　●平成25年度のイベント

　　各部で開催　県西部対象バドミントン大会５月，10月

　　太極拳発表会徳島市10月，穴吹町カローリング交流大会11月

　　穴吹町ソフトバレー大会11月，部内大会卓球・ソフトテニス11月

総合型地域スポーツクラブだより

誰でも　いつでも　どこでも

合計70代以上60代50代40代30代20代高校生中学生小学生

1352515814111029158男性

1985242172124111822女性

333775725353521302330合計

（平成24年５月現在）

252423222120191817
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312
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379

平成年 
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0

会員数の拡大状況 
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　●毎週の活動を地道にこつこつ継続

　　太極拳部活動日回数　平成17年度50回

　　年末・年始以外は，まず休まないは，現在も続いている。

　　各部ともだいたい同様

３　自主運営

　●モットーとして，自分たちでできることをする。

　　各部の活動は，各部で運営。特に指導者は，おかない。

　　毎週の活動を充実させ，仲間を増やすことに努める。

　　平成25年12月現在実会員数379名，重複あり延べ会員数390名。

４　受益者負担

　●年会費一般4,000円，小中生1,000円，団体会員1,000円

　●美馬市の補助だけを頼りとし，クラブ内で助け合う。

５　これからの課題

　●平成26年度10周年を契機として，事務局組織の充実をはかる時になってきた。新しい事務局組織で，次

の飛躍をめざしていきたい。

おわりに

　あなぶきスポーツクラブは，設立の指定・補助金を受けていない。しかし，幸運だったことは，活動拠点

の穴吹スポーツセンター，高齢者向け　競技用具，事務用備品等，また各種団体への支援など美馬市合併前

に大きな遺産を受け継いだことでした。次の10年，安定した運営により，着実な活動を継続していきたい。

（文責，会長　真先　毅）

18名ゴルフ清流クラブ会員　166名一般部会

14名カローリング母子会61名　24式太極拳太極拳

15名カローリング初草23名　対外試合ありカローリング

22名ソフトバレー宮内38名　健康優先卓球

13名少女バレーレッドフアター５名　町の伝統種目ソフトテニス

44名３チームママさんバレー小学10名　成年９名バドミントン

18名カローリング身障者会20名　青年，対外試合フットサル

11名福祉活動福光きずな会

29名高校24名中学ソフトテニス

16名童謡の会文化部会員　224名団体会員

321121110987654月

444445345445回

熱中！バドミントンの子どもたち 太極拳で友好。中国大理市で，2008年10月



－３０－

NPO法人　ひょうたん島クラブ

　「ひょうたん島クラブ」は，文部科学省のスポーツ振興基本計画に基づき（財）日本体育協会指定クラブ委

託事業を受け，平成20年4月に設立されました。

　その後，平成24年10月15日特定非営利活動法人（NPO法人）の認証を受け「生涯スポーツ社会の実現」

に向け，徳島市中心部に位置するクラブとして各年齢層の会員数を増やしその一躍を担うべく自立に向けた

活動を行っています。

　現在定期的活動としては，テニス・バドミントン・卓球・ヨガ・ゴルフ・グラウンドゴルフの6種目17教

室を開催。例えば，テニスは若いレッスンプロの指導により城ノ内コートを中心に週2回ナイター，月1回

（第3土曜日）太陽の下レッスンを実施し汗を流しています。

　ゴルフは登録レッスンプロ指導のもと，時間予約制にて小学生から男女高齢者，初心者から上級者まで参

加，基本的なスイングを身につけスコアアップに期待できます。

　ラージボール卓球は，週1回に6名のインストラクターにより初心者・中級者・上級者のレベルに応じた指

導，県外遠征にも一緒に参加しています。

　グラウンドゴルフは，吉野川河川敷で月4回誰でも気軽に参加できるオープン教室になっています。

　設立当初から毎年継続開催しているマラソン・ウォーキング大会の参加者は，小学生を中心に親子にて約

100名，タイム申告駅伝方式（1チーム3名から6名でタイムを申告，主催者側にて速いチーム遅いチーム用2

通りのタイムを設定，全てのチームが優勝可能な方式）で，真冬の徳島公園城山コース1.5㎞を6周する距離

をマイペースで楽しんでいただき，開会式後の準備体操には全員参加で太極拳を体験してもらっています。

　イベント活動としては，秋に開催される徳島市グラウンドゴルフ大会を主催し参加者も毎年500名ほどに

上っており開会式においては参加者全員で「阿波踊り体操」をし，阿波踊り体操普及の取り組みも実施して

います。

　「スポーツを楽しみながら仲間ができ，いつまでも健康でいられる喜びを味わってもらう」という総合型ス

ポーツクラブの原点にたち，会員及び地域住民に対し，スポーツ活動の普及振興を図るとともに，誰もが気

軽にスポーツ，文化を楽しみ健康で明るく活力に満ちた地域社会の形成に寄与することを目的とし，如何に

参加してもらい，初心者にも楽しんでもらえるような，総合型クラブ共通の課題にこれからも真剣に取り組

みながら歩んでいきたいと思っています。

総合型地域スポーツクラブだより

誰でも　いつでも　どこでも
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会議等行事開催の状況（平成25年4月～平成26年3月）

【Ⅰ　評議員選定委員会・役員推薦委員会・評議員会・理事会・各種委員会】

〔評議員選定委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

≪評議員選定委員会及び役員推薦委員会≫
〔次第〕
　１．開会
　２．議事録署名人選出
　３．新公益法人の概要について
　４．評議員の補欠選任について
　５．役員の推薦について
　６．その他
　７．閉会

平成25年5月21日（火）
徳島新聞社

〔評議員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．平成24年度事業報告(案)及び決算報告(案)について
　２．理事の補欠選任(案)について
〔報告事項〕
　１．総務委員会関係について
　２．評議員選定委員会の結果について
　３．子どものためのスポーツ食育ガイドブックについて
　４．第34回四国ブロック大会の日程等について

平成25年5月27日（月）
阿波観光ホテル

定時

〔議事〕
　１．平成26年度事業計画及び予算について
〔報告事項〕
　１．評議員選定委員会委員について
　２．平成27年度第37回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会の開催

について
　３．2020年オリンピック競技大会に向けた国民体育大会での取り組

みについて
　４．平成25年度「寄付金」・「賛助会費」の状況について

平成26年3月28日（金）
阿波銀行旧かちどき橋支店

臨時

〔理事会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．平成24年度事業報告(案)及び決算報告(案)について
　２．評議員候補者(案)及び理事候補者(案)について
　３．定時評議員会開催決議について
〔報告事項〕
　１．平成24年度寄付金及び賛助会費の結果について
　２．その他

平成25年5月10日（金）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔議案〕
　１．専門委員会委員長(案)の選任について
〔報告事項〕
　１．理事の補欠選任の結果について
　２．評議員選定委員会の結果について
　３．子どものためのスポーツ食育ガイドブックについて
　４．第34回四国ブロック大会の日程等について

平成25年5月27日（月）
阿波観光ホテル

第2回

〔議案〕
　１．参与1名の選定の件

平成25年7月3日（水）
平成25年7月9日（火）
(書面評決)

第3回
第4回
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〔議案〕
　１．平成25年度(公財)徳島県体育協会表彰について
　２．顧問の選任について
　３．臨時評議員会開催決議について
　〔報告事項〕
　１．平成27年度第37回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会の開催

について
　２．徳島県スポーツ少年団50周年記念事業の開催について
　３．「冬季シーズン競技力向上支援事業」採択状況について
　４．第69回国民体育大会冬季大会「徳島県代表選手団」について
　５．平成25年度「寄付金」・「賛助会費」の状況について

平成26年1月20日（月）
阿波観光ホテル

第5回

〔議案〕
　１．平成26年度事業計画（案）及び予算（案）について
　２．評議員選定委員会委員（案）について
〔報告事項〕
　１．2020年オリンピック競技大会に向けた国民体育大会での取り組

みについて
　２．平成25年度「寄付金」・「賛助会費」の状況について

平成26年3月28日（金）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第6回

〔総務委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．平成24年度事業報告(案)及び決算報告(案)について
　２．評議員候補者(案)及び理事候補者(案)について
　３．定時評議員会開催決議について
〔報告事項〕
　１．平成24年度寄付金及び賛助会費の結果について
　２．その他

平成25年5月10日（金）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔議案〕
　１．平成26年度事業計画（案）及び予算（案）について
〔報告事項〕
　１．2020年オリンピック競技大会に向けた国民体育大会での取り組

みについて
　２．平成25年度「寄付金」・「賛助会費」の状況について
　３．Sports for All 推進費付き自動販売機設置事業について

平成25年3月17日（月）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第2回

〔競技力向上委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔協議事項〕
　１．平成25年度競技スポーツ重点強化対策事業計画(案)について
　２．その他
〔報告事項〕
　１．第68回国民体育大会「冬季大会」の結果について
　２．平成24年度徳島育ち競技力向上プロジェクトの実績について
　３．平成24年度冬季シーズン競技力向上支援事業の実績について
　４．公認スポーツ指導者資格取得補助事業の実績について
　５．スポーツコーディネーター活用事業について
　６．平成25年度国体行事に係る年間スケジュールについて
　７．第34回四国ブロック大会の競技日程について
　８．第68回国民体育大会「本大会」の競技日程について
　９．その他

平成25年4月19日（金）
徳島県体育協会事務所

正・副
委員長
会　議
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〔協議事項〕
　１．第68回国民体育大会における代表選手団(選手･監督)の選考につ

いて
　２．その他
〔報告事項〕
　１．第34回四国ブロック大会の結果(8月18日現在)について
　２．第68回国民体育大会「スポーツ祭東京2013」参加申込締切について
　３．第68回国民体育大会「徳島県代表選手団結団式」の開催について
　４．その他

平成25年8月20日（火）
徳島グランヴィリオホテル

第1回

〔スポーツ少年団本部委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔協議事項〕
　１．平成25年度市町村スポーツ少年団活動助成事業について
　２．認定員資格取得の推薦基準について
　３．その他
〔報告事項〕
　１．平成24年度スポーツ少年団事業報告並びに決算報告について
　２．平成25年度スポーツ少年団各種事業について
　３．その他

平成25年7月16日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔協議事項〕
　１．平成26年度日本スポーツ少年団顕彰事業について
　２．徳島県スポーツ少年団倫理規程について
　３．その他
〔報告事項〕
　１．平成26年度スポーツ少年団事業計画並びに収支予算（案）について
　２．平成25年度徳島県スポーツ少年団登録状況について
　３．その他

平成26年3月20日（木）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第2回

〔スポーツ少年団　指導者協議会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔報告事項〕
　１．平成25年度スポーツ少年団事業計画について
　２．平成25年度全国スポーツ少年団指導者協議会について
　３．第18回スポーツ少年団指導者全国研究大会について
　４．その他
〔協議事項〕
　１．認定員資格取得の推薦基準について
　２．平成25年度スポーツ少年団認定員研修会について
　３．その他

平成25年7月11日（木）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔スポーツ少年団　企画総務部会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔協議事項〕
　１．徳島県スポーツ少年団市町村助成事業について
　２．徳島県スポーツ少年団指導者倫理規程について
　３．その他

平成25年10月28日（月）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔協議事項〕
　１．平成25年度スポーツ少年団表彰について
　２．徳島県スポーツ少年団指導者倫理規程について
　３．その他
〔報告事項〕
　１．平成25年度スポーツ少年団認定員養成講習会について
　２．平成25年度徳島県スポーツ少年団認定員研修会について
　３．平成25年度日本スポーツ少年団顕彰について
　４．徳島県スポーツ少年団50周年記念事業について
　５．その他

平成26年1月27日（月）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第2回
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〔スポーツ指導者協議会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．平成24年度事業報告・決算について
　２．(1）平成25年度の事業計画・予算について
　　 (2）全国スポーツ指導者連絡協議会・全国アスレチックトレー

ナー連絡会議代表委員について
　　 (3）公認スポーツ指導員等の養成状況について
　　 (4）公認スポーツ指導者資格取得補助事業について
　　 (5）徳島県スポーツ指導者研修会(総会)について
　３．公認スポーツ指導者等表彰について
　４．その他

平成25年7月10日（水）
徳島県立総合福祉センター

第1回

〔広報・顕彰委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．平成24年度徳島県体育協会表彰式の報告について
　２．平成25年度「公益財団法人徳島県体育協会表彰式」実施計画案に

ついて
　３．平成25年度受賞候補者の審査について
　４．その他

平成26年1月9日（木）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

【Ⅱ　各種会議・説明会等】

〔競技力向上関係〕

実　施　内　容　等期日／場所

≪第34回四国ブロック大会開催競技団体説明会≫
〔次第〕
　１．国民体育大会第34回四国ブロック大会の概要について
　２．国民体育大会第34回四国ブロック大会開催に係る補助金について
　３．四国ブロック大会成績送信表について
　４．国民体育大会参加申込情報システムについて
　５．監督指導者資格義務付けに係る入力方法について
　６．国民体育大会「ふるさと選手」制度の手続き等について

平成25年4月26日（金）
徳島グランヴィリオホテル

≪第68回国民体育大会「スポーツ祭東京2013」徳島県代表選手団結団式≫
〔式次第〕
　１．開式
　２．選手団紹介及び認定証授与
　３．県旗授与 ラグビーフットボール競技・成年男子　鎌田　圭太　選手
　４．「若い力」等斉唱（合唱：徳島市立高校合唱部）
　５．あいさつ 公益財団法人徳島県体育協会　飯泉　嘉門　会長
　６．来賓紹介・祝電披露　　　　
　７．激励のことば 徳島県議会スポーツ振興議員連盟　重清　佳之　会長
　８．選手団代表「決意のことば」 体操競技・少年女子(新体操)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　木内はづき　選手・板東　由季　選手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上平　怜奈　選手・佐次　春南　選手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　元木　理子　選手
　９．激励金贈呈
 10．謝辞 原内　　司　副団長
 11．鼓舞・激励 徳島文理大学和太鼓部
 12．エール ラグビーフットボール競技代表
 13．閉式

平成25年9月18日（水）
徳島グランヴィリオホテル
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≪第68回国民体育大会「スポーツ祭東京2013」監督会議≫
〔式次第〕
　１．開会
　２．あいさつ
　３．連絡事項
　　（1）選手団の心得
　　（2）徳島県選手団本部について
　　（3）旅費・宿泊費について
　　（4）選手交代届・棄権届について
　　（5）開会式について
　４．その他
　５．閉会

平成25年9月18日（水）
徳島グランヴィリオホテル

≪第68回国民体育大会「スポーツ祭東京2013」報告会≫
〔国体入賞競技「個人・団体」表彰〕
〔報告〕
　　第68回国民体育大会徳島県選手団の結果について
〔総括〕
　　第68回国民体育大会の総括と今後の取り組み

平成25年12月12日（木）
徳島グランヴィリオホテル

≪第69回国民体育大会「冬季大会」徳島県選手団結団式≫
〔式次第〕
　１．開式
　２．選手団紹介及び認定証授与
　３．県旗授与 スキー競技・旗手　鏡石　杏実　選手
　４．「若い力」斉唱
　５．あいさつ 公益財団法人徳島県体育協会　飯泉　嘉門　会長
　６．激励のことば 徳島県議会スポーツ振興議員連盟　重清　佳之　会長
　７．選手団代表「決意のことば」 スキー競技・少年女子　大森　汐莉　選手
　８．激励金贈呈
　９．謝辞 「冬季大会」徳島県選手団　岸　　一郎　団長
 10．閉会

平成26年1月20日（月）
阿波観光ホテル

〔スポーツ少年団関係〕

実　施　内　容　等期日／場所

≪平成25年度市町村スポーツ少年団事務担当者会議≫
　１．平成26年度登録について
　２．平成25年度登録一覧表
　３．平成26年度スポーツ少年団事業計画(案)について

平成26年3月5日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店

〔その他〕

実　施　内　容　等期日／場所

≪平成25年度スポーツ安全保険説明会≫
　１．平成26年度スポーツ安全保険の内容について
　２．平成26年度スポーツ安全保険の加入手続きについて
　３．平成26年度スポーツ安全保険の保険金請求について
　４．その他

平成26年3月5日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店
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〔スポーツ少年団関係〕

実　施　内　容　等期日／場所

≪第1回ライブオンセミナー≫
　１．スポーツ少年団活動の理念
　２．スポーツ活動中の熱中症予防

平成25年4月24日（水）
徳島市立体育館　会議室

≪第2回ライブオンセミナー≫
　１．スポーツ少年団活動の理念
　２．スポーツ活動中の熱中症予防

平成25年6月9日（日）
松茂町総合会館　多目的
ホール

≪第3回ライブオンセミナー≫
　１．スポーツ少年団活動の理念
　２．スポーツ活動中の熱中症予防

平成25年6月15日（土）
阿波市吉野コミュニティ
センター

≪第4回ライブオンセミナー≫
　１．スポーツ少年団活動の理念
　２．スポーツ活動中の熱中症予防

平成25年6月23日（日）
牟岐町海の総合文化セン
ター

≪第5回ライブオンセミナー≫
　１．スポーツ少年団活動の理念
　２．スポーツ活動中の熱中症予防

平成25年7月7日（日）
上勝町　高鉾公民館

≪第6回ライブオンセミナー≫
　１．スポーツ少年団活動の理念
　２．スポーツ活動中の熱中症予防

平成25年7月13日（土）
佐那河内村役場　ホール

【Ⅲ　研修会・講習会・スクール等】

〔スポーツ指導者関係〕
実　施　内　容　等期日／場所

≪平成25年度『徳島県スポーツ指導者研修会』（情報提供：大塚製薬㈱）≫
〔講　　演〕
　テ ー マ：『スポーツの指導と倫理』
　講　　師：近 藤 良 享 氏（中京大学スポーツ科学部スポーツ科学科教授）
〔研究協議〕
　テ ー マ：『公認スポーツ指導者を取り巻く現状について』
　講　　師：佐 竹 昌 之 氏
           　  　（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部
　　　　　　 基礎科学部門人間科学分野准教授）

平成26年1月26日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク
アミノバリューホール
視聴覚室

《公認スポーツ指導員養成講習会（専門科目）》
　ハンドボール競技　１４名受講
　集合講習　計４０時間　筆記試験、実技試験

平成２５年９月２１日（日）
　　　～１２月８日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク
アミノバリューホール他

《公認スポーツ指導員養成講習会（専門科目）》
　弓道競技　１２名受講
　集合講習　計４０時間　筆記試験、実技試験

平成２５年６月２９日（土）
　　　～１２月８日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク
弓道場他

《公認スポーツ指導員養成講習会（専門科目）》
　ソフトテニス競技　２４名受講
　集合講習　計３２時間　学科試験、実技試験

平成２５年１２月２１日（土）
～平成２６年１月２６日（日）
徳島市青少年交流プラザ
他

《公認スポーツ指導員養成講習会（専門科目）》
　なぎなた競技　６名受講
　集合講習　計４０時間　筆記試験、実技試験

平成２６年１月１１日（土）
　　　～２月８日（日）
徳島県立鳴門高校
多目的ホール他

《公認スポーツ指導員養成講習会（専門科目）》
　バドミントン競技　４名受講
　集合講習　計３２時間　筆記試験、実技試験

平成２５年１２月１４日（土）
～平成２６年２月２２日（土）
徳島市徳島中学校体育館
他
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≪平成25年度スポーツ少年団指導者研修会≫
〔講　演〕
　テーマ：『体罰防止について』
　　　　　　　～スポーツ指導における子どもたちとの関わり方～
　講　師：佐 藤 充 宏 氏（徳島大学・教授）

平成25年7月18日（木）
ロイヤルガーデンホテル

≪平成25年度徳島県スポーツ少年団リーダー研修会≫
〔活動内容〕
　１．実技研修
　２．スポーツ活動
　３．文化活動

平成25年8月21日（水）
         　　 ～24日（土）
徳島県立牟岐少年自然の家

≪平成25年度徳島県スポーツ少年団ジュニア・リーダースクール≫
〔活動内容〕
　１．講義
　２．スポーツ活動
　３．文化活動

平成25年8月22日（木）
         　　 ～24日（土）
徳島県立牟岐少年自然の家

≪平成25年度スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会（西部）≫
〔実施内容〕
　　各種講義，検定試験

平成25年11月10日（日）
　　　　　　   16日（土）
阿波市吉野コミュニティ
センター

≪平成25年度スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会（南部）≫
〔実施内容〕
　　各種講義，検定試験

平成25年12月21日（土）
　　　　　　  22日（日）
阿南ひまわり会館

≪平成25年度スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会（中央）≫
〔実施内容〕
　　各種講義，検定試験

平成26年1月11日（土）
         　　    12日（日）
藍住町福祉センター

≪平成25年度徳島県スポーツ少年団認定員研修会(第1回)≫
〔内容〕
　１．スポーツ少年団の理念とその意義
　２．スポーツ活動中における事故例を基に安全対策について

平成26年1月18日（土）
藍住町民会館

≪平成25年度徳島県スポーツ少年団認定員研修会(第2回)≫
〔内容〕
　１．スポーツ少年団の理念とその意義について
　２．子どもの発育・発達段階に応じた指導等について

平成26年1月19日（日）
阿南市文化会館

≪平成25年度徳島県スポーツ少年団認定員研修会(第3回)≫
〔内容〕
　１．スポーツ少年団の理念とその意義について
　２．スポーツ少年団の運営・指導のあり方について

平成26年1月25日（土）
阿波市農村環境改善セン
ター

〔スポーツ科学関係〕

実　施　内　容　等期日／場所

≪第1回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「子どものためのスポーツ食育について」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）
　参加実績： 45名

平成25年7月2日（火）
美馬市産業センター

≪第2回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「子どものためのスポーツ食育について」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）
　参加実績： 78名

平成25年7月30日（火）
つるぎ町就業改善セン
ター

≪第3回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「軟式野球におけるトレーニングの科学について」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）
　参加実績： 47名

平成25年8月24日（土）
鳴門･大塚スポーツパーク
2階　視聴覚室
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≪第4回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「子どものためのスポーツ食育について」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）
　参加実績： 25名

平成25年9月12日（木）
鳴門教育大学付属特別支
援学校

≪第5回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「子どものためのスポーツ食育について」
　講　　師： 山上　文子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・会長）
　参加実績：33名

平成25年11月4日（月）
鳴門･大塚スポーツパーク
アミノバリューホール

≪第6回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「高校生のためのスポーツ食育について」
　講　　師： 山上　文子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・会長）
　参加実績： 164名

平成25年11月15日（金）
徳島市立高等学校

≪第7回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「子どものためのスポーツ食育」
　講　　師： 山上　文子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・会長）
　　　　　　 岡田　和子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・理事）
　 　　　　　板東　紀子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・理事）
　参加実績： 36名

平成25年11月21日（木）
由岐公民館

≪第8回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「ボウリングの競技特性から見たトレーニング＆コンディショニング」
　講　　師： 清水　知佳　氏（鴨島病院・理学療法士）
　テ ー マ：「ボウリングの競技特性－スコアから見えるモノ，見えないモノ－」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）
　参加実績： 21名

平成25年12月8日（日）
スエヒロボウル
2階　会議室

≪第9回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「マラソンランナーの栄養学について」
　講　　師： 山上　文子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・会長）
　参加実績： 215名

平成26年1月5日（日）
鳴門･大塚スポーツパーク
アミノバリューホール

≪第10回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「子どものためのスポーツ食育について」
　講　　師： 山上　文子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・会長）
　参加実績： 114名

平成26年1月12日（日）
藍住町福祉センター

≪第11回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「子どものためのスポーツ食育について」
　講　　師： 山上　文子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・会長）
　 　　　　　岡田　和子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・理事）
　 　　　　　板東　紀子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・理事）
　参加実績： 41名

平成26年1月23日（木）
津乃峰小学校

≪第1回ドーピング防止教育・啓発セミナー≫
　テ ー マ：「しない、させないドーピング　
　　　　　　　―あなたの身近なスポーツファーマシストを活用しよう―」
　講　　師： 篠原　明美　氏（徳島県薬剤師会・スポーツファーマシスト）
　テ ー マ：「いつも笑顔で　～アンチ・ドーピング～」
　講　　師： 萩原　智子　氏（山梨学院カレッジスポーツセンター・研究員）
　参加実績： 73名

平成25年6月15日（土）
阿波観光ホテル

≪第2回ドーピング防止教育・啓発セミナー≫
　テ ー マ：「国体におけるドーピング防止」
　講　　師： 柴山　恵美子　氏（徳島県薬剤師会・スポーツファーマシスト）
　参加実績： 56名

平成25年8月20日（火）
徳島グランヴィリオホテル

≪第3回ドーピング防止教育・啓発セミナー≫
　テ ー マ：「国体におけるドーピング防止」
　講　　師： 長島　史裕　氏（徳島県薬剤師会・スポーツファーマシスト）
　参加実績： 248名

平成25年9月18日（水）
徳島グランヴィリオホテル

≪第4回ドーピング防止教育・啓発セミナー≫
　テ ー マ：「国体におけるドーピング防止」
　講　　師： 清水　　寛　氏（東洋病院・院長）
　参加実績： 11名

平成26年1月20日（月）
阿波観光ホテル
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【Ⅳ　大会・交流事業等】

〔スポーツ少年団関係〕

実　施　内　容　等期日／場所

第54回こども野球のつどい
〔参加〕130団・1,997名

平成25年7月13日（土）
　　　　   ～28日（日）
徳島市民吉野川運動広場　他

第40回徳島県サッカー少年団大会
〔参加〕107団・1,458名

平成25年8月17日（土）
　　　　　 ～25日（日）
徳島市球技場　他

第31回徳島県スポーツ少年団剣道交流大会
〔参加〕150名

平成25年12月1日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク
ソイジョイ武道館

第31回徳島県スポーツ少年団卓球交流大会
〔参加〕67名

平成26年1月4日（土）
徳島市立体育館

平成25年度徳島県スポーツ少年団バレーボール交流大会(冬季育成大会)
〔参加〕29団・267名

平成26年2月11日（火）
藍住町民体育館　他
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平成25年度　徳島県体育協会　賛助会員
ご協力ありがとうございました。

　平成26年３月31日現在でご協力いただいた方々です。

岸　　一郎（理事副会長）

中山　昌作（理事副会長）

照本　幹治（前理事副会長）

分木　秀樹（専務理事）

加賀谷利彦（理事）

柿内　愼市（理事）

河野　　匡（理事）

近藤　理恵（理事）

十川　佳久（理事）

高橋　章人（理事）

闍原　清秀（理事）

田中　弘之（理事）

丸岡　俊司（理事）

三木　　毅（理事）

森　荘太郎（理事）

吉田　浩通（理事）

湯村　雅彦（理事・武術太極拳）

片山　隆司（監事）

近藤　　譲（監事）

重清　佳之（監事）

岩島　敏哉（評議員）

卯木　英司（評議員）

大惠俊一郎（評議員）

片山　京子（評議員）

北島　孝二（評議員）

下司　　理（評議員）

佐野　義行（評議員）

清水　　寛（評議員）

西尾　大生（評議員）

西野　昌明（評議員・バドミントン）

原内　　司（評議員）

盛　　幸一（評議員）

木下　千里（参与）

林　　博子（前理事）

森　　　勝（前監事）

前原　達三（前評議員）

田中　浩三（総務委員）

三木　康弘（総務委員・体操）

松井　敦典（科学）

北岡　　弘（少年団）

松浦　哲也（少年団）

松村　和宏（少年団）

北條　種一

徳永　　誠

木南　征美（水泳）

竹林　義浩（水泳）

藤川　眞仁（水泳）

宮田　仁司（水泳）

松岡　英雄（水泳）

藤田　　明（サッカー）

播磨　義博（サッカー）

阿戸　孝夫（サッカー）

河野　　暁（サッカー）

松浦　利文（サッカー）

矢間　雅司（サッカー）

立見　敏彦（サッカー）

逢坂　利夫（サッカー）

新田広一郎（サッカー）

大隅　壮行（サッカー）

豊田　栄二（サッカー）

坂東　信行（バレーボール）

伊達　　勉（バレーボール）

阿部　俊和（バレーボール）

嵩原　　彰（バレーボール）

片山　宏志（バレーボール）

上田　喜博（ソフトテニス）

井上　　清（ソフトテニス）

馬詰　　悟（ソフトテニス）

井澤　秀輝（ソフトテニス）

吉田　弘子（ソフトテニス）

山口　俊一（ボウリング）

丸田　　忠（ボウリング）

日開野　博（テニス）

北島　勝也（ラグビー）

小林　信行（ラグビー）

組橋　正人（ホッケー）

竹内　資浩（柔道）

植田　　滋（バスケットボール）

岡　　孝治（ローラースケート）

川端　正義（なぎなた）

田村　淳子（なぎなた）

神野　美昭（ダンススポーツ）

坂下　彦之（剣道）

岩浅　嘉仁（馬術）

西條　正道（グラウンド・ゴルフ）

櫻間　幸次（レスリング）

三原　克美（軟式野球）

久米　良久（サーフィン）

山本　貴春（陸上）

杉内　邦弘（バドミントン）

牛川　　務（バドミントン）

原　　秀樹（山岳）

高橋　一巳（空手道）

西谷　裕代（空手道）

森本　尚子（アーチェリー）

森本　祥史（アーチェリー）

嶋田　光博（ヤクルト販売）

中瀬　勝則（ドクター）

永廣　信治（ドクター）

　山下　久紀（徳島県薬剤師会）

（順不同・敬称略）
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平成25年度（公財）徳島県体育協会に寄付金をいただいた事業所

��� ご協力ありがとうございました。���

株式会社　阿　波　銀　行

阿 波 銀 保 証 株 式 会 社

阿 波 銀 リ ー ス 株 式 会 社

阿 波 銀 カ ー ド 株 式 会 社

株式会社　徳　島　銀　行

相 互 産 業 株 式 会 社

ト モ ニ カ ー ド 株 式 会 社

四 国 放 送 株 式 会 社

一般社団法人　徳島新聞社

株式会社　 大塚製薬工場

大 塚 製 薬 株 式 会 社

徳 島 県 ゴ ル フ 協 会

日 亜 化 学 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社　 丸　 　 本

一般社団法人　徳島県銀行協会

徳島県農業協同組合中央会

株 式 会 社 キ ョ ー エ イ

株式会社　エアトラベル徳島

徳 島 化 製 事 業 協 業 組 合

徳島トヨタ自動車株式会社

三 協 商 事 株 式 会 社

株式会社　ハ　ッ　ピ　ー

徳 島 石 油 株 式 会 社

四 国 高 速 運 輸 株 式 会 社

株式会社北島コーポレーション

株 式 会 社　 大 成 不 動 産

トヨタカローラ徳島株式会社

株式会社　アルボレックス

株 式 会 社　 サ ン ピ ア

東四国ダイケンホーム株式会社

八 重 川 海 運 株 式 会 社

徳島トヨペット株式会社

日 本 フ ネ ン 株 式 会 社

ニホンフラッシュ株式会社

阿 波 製 紙 株 式 会 社

公益財団法人　徳島市体育振興公社

四 国 化 工 機 株 式 会 社

株 式 会 社　 姫　 野　 組

医 療 法 人　 川　 島　 会

四 宮 タ ン カ ー 株 式 会 社

鳳 建 設 株 式 会 社

沖 野 海 運 株 式 会 社

徳 島 信 用 金 庫

四 国 電 気 工 業 株 式 会 社

総合ビル・メンテム株式会社

株式会社　す　　ば　　る

大 鵬 薬 品 工 業 株 式 会 社

医療法人 青鳳会 美摩病院

東 海 運 株 式 会 社

株式会社　ワーク・サイン

徳島グランヴィリオホテル
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平成26年度におけるご協賛のお願い

　日頃は，本県体育・スポーツの発展につきまして，ひとかたならぬご支援をいただき深く感謝申し上げま

す。

　徳島県体育協会賛助会におきましては，公益財団法人徳島県体育協会（以下「県体育協会」という）の事

業と運営を財政的に支援することを目的に活動しております。

　このような中，平成25年度におきましては，賛助会員の皆様方の積極的なご支援，ご協力によりまして，

205口，総額1,025,000円の賛助会費を納入いただき，改めて深く感謝申し上げます。

　県体育協会におきましては，自己の取り組みといたしまして，一般管理費の縮減に努めるほか，事業運営

におきましても費用対効果を十分考慮し，有限の資源を効果的に活用するなど，常に努力いたしております。

　平成26年度におきましても，本会の趣旨にご賛同いただける方々のご支援によりまして，県体育協会がそ

の目的とする諸事業を今後も円滑に推進できますよう，皆様方の会費の納入につきまして，切にお願いする

次第であります。

　平成26年３月31日

徳島県体育協会賛助会代表幹事

柿　内　愼　市　

森　　　荘太郎　

　　１．会員対象　　一般会員

　　２．会　　費　　一口　5,000円以上

　　３．納入方法　　銀行振り込み

◇振込依頼書を準備しておりますので，下記まで御連絡ください。

　　４．問 合 先　　公益財団法人徳島県体育協会事務局（TEL　088－655－3660）

　　　　　　　　　　〒770－0939　徳島市かちどき橋一丁目41番地

平成26年３月31日　発行所/公益財団法人徳島県体育協会

〒770-0939　徳島市かちどき橋一丁目41番地

TEL 088－655－3660　FAX 088－655－3661

E-Mail  tokushimaken@japan-sports.or.jp

http://www.tokushimataikyo.jp/
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