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第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」開催
　第67回国民体育大会は，「輝け はばたけ だれもが主

役」のスローガンのもと，平成24年９月29日から10

月９日（会期前実施競技：９月13日から９月17日まで）

まで岐阜県で開催されました。

　大会に先立ち，徳島県選手団結団式を９月18日（火）

に徳島グランヴィリオホテルにおいて，飯泉会長をは

じめ来賓多数をお迎えし，盛大に挙行いたしました。

　岐阜県においては，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。岐阜県実行委員会をはじめ，大会役員

並びに地元市町村関係者，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，本県選手団の皆さんは，それぞれの競技にベ

ストを尽くし，総合成績（天皇杯順位）は島根県と同

率の45位となりました。第68回国民体育大会では，更に上位に躍進できるように頑張りましょう。

第67回国民体育大会総括

総監督　分　木　秀　樹　

　第67回国民体育大会は，昨年の成績を受け，なんとしても「最下位からの脱出」を図り，かつ，「30位台

を目指す」という願いと強い意志を持って望んだ大会でした。

　しかし，四国ブロック大会の突破率は，15.8％とここ5年で最低の結果となり，本大会出場の監督・選手

数は，昨年より71人も少ない状況であり，しかも，剣道少年女子，ソフトボール成年女子と有望団体種目が

１回戦で開催県である岐阜県と当たるなど，大変厳しいものがありました。

　こういう状況でしたが，「ぎふ清流国体」における本県の成績は，天皇杯45位，皇后杯43位となり，かろ

うじて目標の一つである最下位からの脱出を果たすことができました。少ない人数ながら，本大会に出場し

た選手・監督の皆さんが，自分たちが何とかしなければという気持ちを持っていただき，頑張っていただい

た結果だと思っております。今一歩で勝利を逸した競技もたくさんありました。来年，悔しい思いを東京で

晴らしていただきたいと期待をしております。

　総得点597点（昨年比72点増），入賞数36（下位入賞が11増）という結果は，ここ５年間では２番目に低

い成績でした。より上位にいくためには，60～100点の上乗せが必要となります。また，目標の30位台に達

するためには，総得点760点は必要となります。そのためには，各競技において反省点を克服し，着実に強

化の実績を重ねていくことが大切であろうと思います。

　各競技団体から，課題であり，必要な取組として，①優秀な選手の確保・指導者の育成。②小学校から高

校・成年まで繋がる一貫指導体制の確立と，それを機能させる。③本番で力を発揮するために，競技会場へ

の遠征や科学的サポートを充実させる。など，多数挙げられております。毎年の強化計画を立て，それに従っ

て，できることを着実にやっていくことが，本県の入賞数を増やし，天皇杯獲得得点を増加，安定させるこ

とになると考えます。

　今後とも，皆様のお知恵を拝借し，関係機関と十分な連携を図りながら，競技力の向上に努めてまいりた

いと考えております。各競技団体の皆様には，今までにも増して，天皇杯の順位向上に向けてのご支援・ご

協力をよろしくお願い申し上げます。

　最後に，『スポーツ祭東京2013「第68回国民体育大会」』では，すべての競技において一歩前進，成果が

出たと言えるように，頑張りましょう。

国体結団式で決意表明する山本選手（左）と旗手の
松村選手（右）　（徳島新聞社提供Ｈ２４．９．１９掲載）
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第67回国民体育大会　徳島県選手団入賞者一覧

１　個人競技

45位597点天 皇 杯 得 点 ・ 順 位

43位367.5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

32

8生光学園高等学校武 田 歴 次砲丸投少年男子Ａ１位

7生光学園高等学校居 川 汐 里ハンマー投少年女子Ａ２位

4生光学園高等学校武 田 歴 次円盤投少年男子共５位

4徳島聾学校高等部村 尾 茉 優砲丸投少年女子共５位

3生光学園高等学校川 口 哲 生砲丸投少年男子Ｂ６位

2大阪体育大学堀　 千 晶ハンマー投成年女子７位

2鳴門高等学校笠 原 巧 巳800ｍ少年男子共７位

1徳島中央高等学校（教）青 木 悠 人110ｍＨ成年男子８位

1国府中学校熊 井　 康3000ｍ少年男子Ｂ８位

陸上競技　少年女子Ａハンマー
投で２位に入った居川選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．７掲載）

陸上競技　少年女子共通砲丸投
で５位に入った村尾選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．９掲載）

陸上競技　少年男子共通円盤投で
徳島県高校新記録の４６㍍ ８５をマー
クし５位に入った武田選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．６掲載）

陸上競技　少年男子Ｂ３０００㍍ 　８分
３７秒４８で８位に入った熊井選手㊧
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．１０掲載）

陸上競技　少年男子Ｂ砲丸投で１５㍍
 ７５をマークし６位に入った川口選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．６掲載）

陸上競技　成年男子１１０㍍ 障害で
８位となった青木選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．９掲載）
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陸上競技　少年男子Ａ　砲丸投　優勝　　　

生光学園高等学校　武　田　歴　次　

　私は「ぎふ清流国体」の陸上競技 少年男子Ａ砲丸投に出場さ

せていただき，優勝することができました。徳島県の代表とし

て出場させていただいているので，何としてでも徳島県のため

に１点でも多く得点をとりたいと思っていました。そして優勝

をしたときには嬉しいと同じくらいほっとしました。

　私の競技は10月5日と6日の2日間にまたがっており，初日は

円盤投に出場しました。円盤では5位に入賞することができ，

良い流れのまま翌日の砲丸投を迎えることができました。

　その日は朝からとても緊張していました。1投目は力まずリ

ラックスし投げ，確実にベストエイトに残れるような投げをし

ようと思っていました。まずまずの記録を残し，2投目に挑戦

しました。投げた瞬間『いった』と確かな手応えを感じました。

記録は『16m58』と今まで練習してきた技術や精神力の全てを

発揮することができました。2投目以降も集中をきらすことも

なく優勝を手にすることができました。

　インターハイで力を発揮できず悔しい思いをしたぶん，この

大会で全力を出し，しかも優勝することができ，暑い夏に一生

懸命頑張ってきたことが報われた気がしました。また，仲間の

応援が聞こえて，それに応えようと思った時，陸上競技を続けてきて本当によかったとつくづく感じました。

そして，それ以上に嬉しかったことは，仲間が最後まで諦めず必死に頑張り結果を出せた姿を見た時，本当

に感動しました。

　大会を終え，この「ぎふ清流国体」に徳島県の代表として出場させていただき，優勝することができたこ

とは，日頃から熱心に指導してくださる先生方や，仲間のサポート，そして家族の支えがあってのことだと

思っています。今後も更に努力を重ね，徳島県の代表選手に選んでいただけるよう競技者としても人として

も成長していきたいと思います。

■水　　　泳

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

5.55.5川内中学校安 藝 文 哉50ｍ自由形少年男子Ｂ３位

競泳　少年男子Ｂ５０㍍ 自由形で２４秒２５
をマークし３位に入った安藝選手（県
中学校新記録）　　　（徳島新聞社提供）会期前競技　水泳競技徳島県選手団表敬訪問

ぎふ清流国体で優勝して

陸上競技　少年男子Ａ砲丸投で徳島県高
校記録の１６㍍ ５８をマークした武田選手

（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．７掲載）
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■ボクシング

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

10.5

5.5中央大学川 浦 龍 生ライトフライ級成年男子３位

2.5立教大学長 尾　 京ライト級成年男子５位

2.5鳴門ガス㈱藍 野 憲 作ミドル級成年男子５位

■レスリング

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

17.5

7穴吹高等学校萩 原 省 吾グレコローマンスタイル８４kg級少年男子２位

5.5日亜化学工業㈱曽我部　　　健グレコローマンスタイル１２０kg級成年男子３位

2.5国士舘大学高　井　紳之助グレコローマンスタイル６６kg級成年男子５位

2.5穴吹高等学校森　 大 樹グレコローマンスタイル５０kg級少年男子５位

■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

14

5饌岡農園饌 岡 晃 弘53kg級スナッチ成年男子４位

4常永マリン(有)闍 橋 利 肇56kg級スナッチ成年男子５位

3板野高等学校島　 幸 雄56kg級クリーン&ジャーク少年男子６位

2徳島科学技術高等学校闥 原 琢 人62kg級スナッチ少年男子７位

レスリング競技　少年男子グレコ
ローマンスタイル８４㌔ 級で準優勝
した萩原選手㊨
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．２掲載）

レスリング競技　成年男子グレ
コローマンスタイル１２０㌔ 級で
３位に入った曽我部選手㊨
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．２掲載）

ボクシング競技　成年ライトフ
ライ級で３位に入った川浦選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．８掲載）

ウエイトリフティング　成年男子
５３㌔ 級スナッチで４位に入った�
岡選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．７掲載）

ウエイトリフティング　成年男子
５６㌔ 級スナッチで５位に入った�
橋選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．７掲載）
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■馬術

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

16

6㈱KMC　APACHE片 山 志 保二段階障害飛越成年女子３位

5
富岡東高等学校羽ノ浦校井 村 恵 里

リレー少年４位
小松島高等学校伊 福 翔 大

5小松島高等学校伊 福 翔 大トップスコア少年４位

■ライフル射撃

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

26

8城西高等学校阿 川 美 咲BP40JW少年女子１位

4小松島西高等学校勝浦校（職）木　内　誠二郎50mP60M成年男子５位

4（医）川島会　川島病院吉 見 俊 司10mP60M成年男子５位

3小松島西高等学校勝浦校（職）木　内　誠二郎50mK20M成年男子６位

3城南高等学校青 木 菜 摘BRS20JW少年女子６位

2城北高等学校齊 藤 賀 香10mS40JW少年女子７位

1（医）川島会　川島病院吉 見 俊 司10mS60M成年男子８位

1早稲田大学安 達 瑛 香10mP40W成年女子８位

馬術競技　成年女子二段階障害
飛越で３位入賞した片山選手
（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．１掲載）

馬術競技　少年リレーで４位に入賞した第１走者・井村選手㊧
と第２走者・伊福選手㊨　　　（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．3掲載）

ライフル射撃競技　成年男子５０mP60Mで
５位入賞した木内選手

（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．１掲載）
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ライフル射撃競技　少年女子　BP40JW　優勝　

城西高等学校　阿　川　美　咲　

　夢の舞台だった国体の決勝。結果発表で1位に私の名前が

呼ばれた時，信じられない気持ちと，ついにやり遂げたんだ

という達成感と，今まで応援し支えてきてくださった皆様の

気持ちにやっと報いることができたという安堵感と，何が何

だか訳の分からない興奮状態に陥り，涙でぐしゃぐしゃにな

りながら，応援してくださった観客の皆さんに一礼するのが

精一杯でした。

　10月3日，『ぎふ清流国体』が行われた白川町特設ライフル

射撃場で，ついに私は目標だった全国制覇という偉業を成し

遂げることができました。ここまでの道のりは決して平坦な

ものではありませんでした。エアライフル競技と，デジタル

ピストル競技を両立していた1年生の時，思うように撃てず，

成績が伸び悩み落ち込んだこともありました。そんな私を先

輩方は優しく丁寧に指導してくれ，また仲間たちは励まし続けてくれました。3年生になると成績が伸びて

きたこともあって，デジタルピストル競技一本に絞ることになりました。今から思い返してみると結果的に

はこれで良かったと思えますが，当時は本当にそれでいいのか，後悔しないのかと迷い，悩みました。顧問

の粟飯原先生が私の悩みをじっくり聞いてアドバイスしてくださって，迷いを吹っ切ることができました。

　2年生で『おいでませ山口国体』に出場した時はただがむしゃらに頑張るだけでしたが，3年生になって国

体の舞台に立つという意味の重さを実感し武者震いしながら岐阜に向かいました。国体に出場できなかった

同期メンバーや四国ブロック予選で戦ってきた選手の分まで頑張ろうと思う気持ちと，全国から集まってき

た強豪選手を相手に徳島県代表という看板を背負って戦うのだという重圧に押しつぶされそうになりながら，

本番を迎えました。優勝が決まった瞬間の感激と充足感と幸福感は，今まで私が生きてきて感じたことのな

いくらい感動的なもので，一生忘れられない宝物です。

　私がこうして全国制覇できたのも，射撃部の仲間や先輩・後輩，支えてくれた家族，徳島から励ましてく

ださった顧問の先生，大会中お世話になった徳島選手団の皆様方のおかげだと思います。本当に感謝の気持

ちでいっぱいです。この感動とそこに至る過程での努力や苦労はこれからの私の人生で道標になってくれる

と思います。射撃競技を通して多くの方々に支えていただいて幸せでした。

　ありがとうございました。

ぎふ清流国体で優勝して

ライフル射撃競技　少年女子BP40JWで初優
勝を飾った阿川選手（右端）

（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．４掲載）

ライフル射撃競技　成年男子10mP60Mで５位に
入った吉見選手

（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．４掲載）

ライフル射撃競技　少年女子BRS20JWで６位入
賞した青木選手

（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．２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

3535

脇町高等学校木 村 理 沙

団体（6人）少年女子２位

　　　〃徳 永 沙 紀

　　　〃河　村　真奈実

　　　〃佐　藤　里依奈

　　　〃生 田 遥 夏

　　　〃大 西 菜 緒

ソフトテニス少年女子　表彰式会場にてソフトテニス競技　少年女子で５０年ぶりに準優勝
を果たした徳島県チーム（写真は徳永㊧・木村組）

（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．２掲載）

■弓　　　道

競技別計得点所　　属氏　名種　目種　別順位

2121

萬福寺鈴 木 泰 祥

団体（遠的）成年男子２位 四電エンジニアリング㈱小 西　 諒

㈱ホンダカーズ徳島西 川 勇 也

弓道競技　成年男子遠的で４年ぶりに準優
勝した徳島の（左から）小西選手・鈴木選
手・西川選手

（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．９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

19.5

10.5
㈱阿波銀行木 村 真 理団体

（２人チーム戦）
成年女子５位

ダイヤレーン小 谷 千 代

9

㈱阿波銀行木 村 真 理

団体
（４人チーム戦）

成年女子６位
㈱尾上和裁鹿　山　まり子

ダイヤレーン小 谷 千 代

ダイヤレーン藤 岡 美 帆

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Ｈ２４．９．２８掲載）

徳島県選手団激励式で気勢を上げる徳島県の選手たち
（徳島新聞社提供Ｈ２４．９．３０掲載）

（選手写真提供　徳島新聞社）

ボウリング競技　成年女子団体２人チーム戦で５位に
入った徳島Ａの木村選手㊧と小谷選手

　　（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．３掲載）

ボウリング競技　成年女子団体４人チー
ム戦で６位入賞　徳島県チーム（手前）

　　（徳島新聞社提供Ｈ２４．１０．４掲載）

ぎ　ふ　清　流　国　体
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第67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

675.511位北海道140610位北海道

39641位青 森770.540位青 森

40840位岩 手79039位岩 手

482.526位宮 城90525位宮 城

452.533位秋 田81436位秋 田

48027位山 形88328位山 形

36344位福 島68543位福 島

442.534位茨 城817.533位茨 城

54619位栃 木1005.518位栃 木

565.516位群 馬105216位群 馬

899.54位埼 玉19224位埼 玉

7227位千 葉14447位千 葉

1008.52位東 京20312位東 京

68010位神奈川14906位神奈川

437.535位山 梨75141位山 梨

520.521位新 潟93322位新 潟

56517位長 野102617位長 野

48027位富 山89127位富 山

488.524位石 川904.526位石 川

51222位福 井91624位福 井

604.513位静 岡110314位静 岡

9313位愛 知19603位愛 知

33045位三 重792.538位三 重

14601位岐 阜3028.51位岐 阜

46629位滋 賀81932位滋 賀

681.59位京 都14298位京 都

725.56位大 阪1594.55位大 阪

7158位兵 庫1401.511位兵 庫

421.538位奈 良814.535位奈 良

43337位和歌山934.521位和歌山

436.536位鳥 取660.544位鳥 取

32846位島 根59745位島 根

578.514位岡 山113713位岡 山

56218位広 島1148.512位広 島

571.515位山 口1066.515位山 口

486.525位香 川88328位香 川

367.543位徳 島59745位徳 島

45931位愛 媛81734位愛 媛

37242位高 知56747位高 知

737.55位福 岡14139位福 岡

464.530位佐 賀84630位佐 賀

510.523位長 崎939.520位長 崎

615.512位熊 本930.523位熊 本

53620位大 分95519位大 分

414.539位宮 崎794.537位宮 崎

45632位鹿児島84531位鹿児島

31047位沖 縄69442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

14601位岐 阜3028.51位岐 阜

1008.52位東 京20312位東 京

9313位愛 知19603位愛 知

899.54位埼 玉19224位埼 玉

737.55位福 岡1594.55位大 阪

725.56位大 阪14906位神 奈 川

7227位千 葉14447位千 葉

7158位兵 庫14298位京 都

681.59位京 都14139位福 岡

68010位神 奈 川140610位北 海 道

675.511位北 海 道1401.511位兵 庫

615.512位熊 本1148.512位広 島

604.513位静 岡113713位岡 山

578.514位岡 山110314位静 岡

571.515位山 口1066.515位山 口

565.516位群 馬105216位群 馬

56517位長 野102617位長 野

56218位広 島1005.518位栃 木

54619位栃 木95519位大 分

53620位大 分939.520位長 崎

520.521位新 潟934.521位和 歌 山

51222位福 井93322位新 潟

510.523位長 崎930.523位熊 本

488.524位石 川91624位福 井

486.525位香 川90525位宮 城

482.526位宮 城904.526位石 川

48027位山 形89127位富 山

48027位富 山88328位山 形

46629位滋 賀88328位香 川

464.530位佐 賀84630位佐 賀

45931位愛 媛84531位鹿 児 島

45632位鹿 児 島81932位滋 賀

452.533位秋 田817.533位茨 城

442.534位茨 城81734位愛 媛

437.535位山 梨814.535位奈 良

436.536位鳥 取81436位秋 田

43337位和 歌 山794.537位宮 崎

421.538位奈 良792.538位三 重

414.539位宮 崎79039位岩 手

40840位岩 手770.540位青 森

39641位青 森75141位山 梨

37242位高 知69442位沖 縄

367.543位徳 島68543位福 島

36344位福 島660.544位鳥 取

33045位三 重59745位徳 島

32846位島 根59745位島 根

31047位沖 縄56747位高 知

《成　　績　　順》
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第68回国民体育大会　冬季大会開催

第68回国民体育大会冬季大会結団式

　福島県でスケート競技会が開催される「スポーツ

祭東京2013」，秋田県でスキー競技会が開催される

「あきた鹿角国体」に出場する徳島県選手団の結団

式が平成25年1月17日（木）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監督1名･男子選手1名･

総務2名，スキー競技が団長の分木秀樹県体育協会

専務理事，監督2名（男2名，選手兼務1名を含む）

･選手14名（男子8名，女子6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。

　飯泉嘉門会長から分木団長に県旗が手渡されたあ

と，スケート競技会で旗手を務める喜多秀明選手に

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

鏡石杏実選手が「練習の成果を十分に発揮し，支え

てくれた人たちへの感謝を胸に郷土の栄光のため全

力で競技することを誓う。」と力強く宣誓しました。

結団式で決意を述べる鏡石杏実選手と
旗手の喜多秀明選手

成年男子Ｂジャイアントスラローム
原田　雄太選手

少年女子ジャイアントスラローム
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
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競技大会と成績

　「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，スケート競技・アイスホッケー競技は

福島県郡山市において平成25年1月28日から31日までの4日間，「響き合う 人･雪･感動 ゆめ息吹」のスロー

ガンのもと，スキー競技は秋田県鹿角市において2月16日から2月19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　H24.12.1（土）

　香川県　　トレスタ白山アイスアリーナ

　成年男子　1回戦　徳島県　2（GWS1-0）-2　高知県（初勝利）

　　　　　　2回戦　徳島県　0-10　愛媛県

スキー競技

成　　　　　績
所　属氏　名種 別 ／ 種 目

順位タイム

66/1171’06”86JFLA販売（株）新 谷 大 地
成年男子Ａ
／ジャイアントスラローム

73/981’07”97原田建機サービス原 田 雄 太成年男子Ｂ
／ジャイアントスラローム 65/981’06”24徳島中学校（教）十 川 義 浩

91/1291’19”14（株）大塚製薬工場森　 仁 志成年男子Ｃ
／ジャイアントスラローム 96/1291’21”97喜多機械産業（株）十 川 浩 幸

151/1861’15”21小松島西高校勝浦校中 岡 良 介

少年男子
／ジャイアントスラローム

163/1861’25”36阿南工業高校中 野 勝 斗

DNF/186記録なし徳島市立高校美 闢　 慧

152/1861’15”34阿波西高校下 岡 稜 児

35/881’06”05愛スキークラブ十　川　小緒里成年女子Ａ
／ジャイアントスラローム 61/881’16”98岡山大学郷 司 理 沙

DNF/60記録なし大鵬薬品工業（株）松　本　さとり
成年女子Ｂ
／ジャイアントスラローム

DNF/122記録なし板野高校大 森 汐 莉

少年女子
／ジャイアントスラローム

94/1221’21”82城東高校鏡 石 杏 実

DNF/122記録なし城東高校春 藤 朱 里

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5位2’06”71
有限会社キタ喜多　秀明

成年男子スピード／１５００m

予選6位7’46”81成年男子スピード／５０００m
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第68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.

スキースケート順位得点合計スキーアイスホッケースケート順位得点合計

581361194193852461524北 海 道1

312210535370366159青 森2

151719324010321982岩 手3

151024251520132548宮 城4

661057616210144186秋 田5

221019324710759132山 形6

101622261010232743福 島7

101026201010113231茨 城8

101026201055201885栃 木9

16556713410937137群 馬10

132617391362.54812123.5埼 玉11

101026201010382158千 葉12

10884981147.51453203.5東 京13

1037124710351195164神 奈 川14

108939917101068133山 梨15

4201542104101011124新 潟16

451122157127301922349長 野17

19389573910381787富 山18

101026201810162644石 川19

10037102210102842福 井20

101026201210113133静 岡21

1061671101010610126愛 知22

10037101010103430三 重23

1332134550105714117岐 阜24

101026201010103430滋 賀25

112518361110352256京 都26

103215421015711696大 阪27

103414441010602080兵 庫28

101026201010103430奈 良29

101721271010332453和 歌 山30

101026201010103430鳥 取31

101026201010103430島 根32

1636115229156015104岡 山33

101622261010163036広 島34

10037101010103430山 口35

101026201035102355香 川36

10037101010103430徳 島37

111025211110103231愛 媛38

1003710101004520高 知39

194986827108213119福 岡40

1003710131004423佐 賀41

0001010103430長 崎42

101026201010192939熊 本43

10037101010103430大 分44

10037101010103430宮 崎45

1003710101004520鹿 児 島46

000101004520沖 縄47

70210881790129883019554083合　　　　計
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平成24年度　公益財団法人徳島県体育協会　表彰式

　平成24年度　公益財団法人徳島県体育協会表彰式が，平成25年2月11日（月）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，特別表彰者1名，体育功労者31名，スポーツ指導者25名，スポー

ツ特別優秀者29名，スポーツ優秀者121名，スポーツ奨励賞9名，生涯スポーツ賞15名，合計232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，体育功労者表彰を受賞された嵩原彰さん

から「本県スポーツの指導，普及に役立ちたいとの決

意を新たにした。スポーツ振興による徳島の活性化へ

一層努力することを誓う」と謝辞が述べられました。

平成24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

　藤田　　明

特別表彰
広く県民に敬愛され，明るい希望及び活力を与える顕著な功績を残した者及び本会広報・顕彰委員会が認

めた者

　正木　健人

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

　佐竹　忠義　　　岸田　英樹　　　村岡　英治　　　服部　正章　　　三木　敏之　　　近藤　幸子

　長尾　勇人　　　河野　浩仁　　　武田　春夫　　　斎藤　　純　　　榎並　正人　　　西野　　豊

　甘利　　稔　　　山田　俊夫　　　井内　亮一　　　西谷　肇一　　　成瀬　　章　　　木村　健二

　十川　浩幸　　　大島　國八　　　加藤　　進　　　黒越　清隆　　　笠井　良昭　　　嵩原　　彰

　前原　達三　　　冨田　充宏　　　玉田　順造　　　井川　典子　　　津川　正明　　　村上　武夫

　古高永司郎

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

　河野　　匡　　　大岩　　靖　　　豊永　陽子　　　多田　和代　　　引地　美貴　　　林　　英司

　清水　英伸　　　村山　征生　　　宮田　友喜　　　篠原　啓介　　　井上　雅文　　　井上　将次

　市橋　大典　　　近藤　　学　　　橋本　　久　　　川原　弘道　　　秋田　卓蔵　　　藤澤多津子

　粟飯原稔仁　　　青木　満博　　　竹内　常晃　　　宮本　　拓　　　小濱　　愛　　　原田　正文

　島尾　裕介

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　　　大坂阿玖里　　　伊藤　　舞　　　武田　歴次

水　泳

　安藝　文哉

テニス

　岡部　裕子

バレーボール

　角　　沙織　　　金田　典子

体　操

　府殿　大佑

レスリング

　曽我部　健　　　射場　大地

ウエイトリフティング

　井上　絢理
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柔　道

　大島　拓海

ライフル射撃

　阿川　美咲　　　宮本　紗季　　　北島　実季　　　多田　愛美　

ローラースケート

　西木　紳悟　　　藤倉　みき　　　今倉　　健　　　原　那由他　　　山田　佳奈

サーフィン

　野呂　海利　　　野呂　玲花　　　黒川日菜子　　　小山みなみ

トライアスロン

　細田　雄一

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　　　青木　悠人　　　久次米裕介　　　松岡　佑起　　　松本　　葵　　　岡田　　唯

　秋山　大輔　　　居川　汐里　　　村尾　茉優　　　川口　哲生　　　堀　　千晶　　　笠原　巧巳

　熊井　　康　　　小松　将弘　　　佐々木優太　　　多田　愛美　　　西川チカコ

ボクシング

　川浦　龍生　　　長尾　　京　　　藍野　憲作　　　藤原　優也

体　操

　川邊　　樹　　　饌田　克洋
レスリング

　萩原　省吾　　　高井紳之助　　　森　　大樹　　　金丸　　茜　　　三木　　葵　　　小林美菜子

ウエイトリフティング

　井上　結雅　　　井上　沙紀　　　饌岡　晃弘　　　闍橋　利肇　　　島　　幸雄　　　闥原　琢人
ソフトテニス

　木村　理沙　　　徳永　沙紀　　　河村真奈実　　　佐藤里依奈　　　生田　遥夏　　　大西　菜緒

　秋山　晃羽　　　佐藤　悠斗　　　阿部　将憲　　　宮田　大貴　　　仙石　悠太　　　西浦　有輝

　楠　　太智　　　妹尾　哲志

馬　術

　片山　志保　　　井村　恵里　　　伊福　翔大

柔　道

　古川　榛花　　　田北明日香　　　舩瀬ひかる　　　嘉重　春樺

ソフトボール

　大谷　武史　　　中野　翔理　　　佐々木二美　　　川北　将也　　　笠井亮之介　　　柴田　祥伍

　松下　武斗　　　小泉　　亮　　　筒井　裕哉　　　田村　光希　　　上岡　侑平　　　妹尾　全展

　記本　裕真　　　原田　涼平　　　久次米康太　　　中本　大智　　　鳥羽　峻作　　　山田　友斗

弓　道

　竹本佐知子　　　井内　亮一　　　吉田　佳史　　　松岡穂奈美　　　石川　智大　　　鈴木　泰祥

　小西　　諒　　　西川　勇也

ライフル射撃

　長野　里美　　　佐藤奈々美　　　伊藤　愛理　　　堺　愛理菜　　　数藤　勇揮　　　木内誠二郎

　吉見　俊司　　　青木　菜摘　　　齊籐　賀香　　　安達　瑛香

剣　道

　湯浅絵里加　　　山本　　悠　　　田中　理称　　　山本　　響　　　松本美紗樹　　　中村亜梨沙

　吉田　歩生
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山　岳

　野間　隆礼　　　石田　晃基　　　河野　健人　　　山田　雄大　　　武田　真帆　　　島田佳南里

　出口　優希　　　真鍋はるか

ボウリング

　木村　真理　　　小谷　千代　　　鹿山まり子　　　藤岡　美帆

ローラースケート

　鹿山　亜美　　　蟻馬　萌果　　

サーフィン

　久野　　孝　　　鳥羽　真吾　　　中山　智資　　　佐野　仁美　　　西　　修司　　　西　慶司郎

　黒川楓海都　　　飯田　航太

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

レスリング

　川原　大夢

ローラースケート

　櫛渕　　英　　　伊勢　綾乃　　　熊澤　悠亜　　　伊勢　晴気　　　益田れいな

サーフィン

　西　　優司　　　安室　　丈　　　山本　尚永

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

　森　　泰英　　　藤本　　昇　　　甲斐　早苗

ウエイトリフティング

　宮川　一宏

ソフトテニス

　酒井賀代子　　　杉内　昭代

卓　球

　日浦　孝治　　　八木　淳子　　　村上　弘明　　　杉村　義廣　　　伊勢　恵子　　　多田　笑子

　松本　博邦　　　南　富在子

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

　仁尾　正康
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平成24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，藤田　明氏が「生涯スポーツ功労者」として受賞され，平成24年10月5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。

　　　藤　田　　　明　氏

　一般社団法人徳島県サッカー協会会長として，その運営に携わり，本

県のサッカー界の発展や競技力の向上に尽力されています。

　また，これまで理事及び競技力向上委員長を歴任され，現在も評議員

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24年度　大塚芳満記念財団・助成者

　公益財団法人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。

　平成24年度の選考委員会において，スポーツ分野で4名の高校生に助成されることになりました。

　　陸上競技　　　居川　汐里（生光学園高等学校）第5回日本ユース陸上競技選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンマー投　優勝
　

　　陸上競技　　　笠原　巧巳（鳴門高等学校）　　第5回日本ユース陸上競技選手権大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　800m　2位
　

　　ウエイトリフティング　　　　　　　　　　　　第27回全国高等学校ウエイトリフティング競技

　　　　　　　　　島　　幸雄（板野高等学校）　　選抜大会　56㎏級　5位
　

　　ライフル射撃　阿川　美咲（城西高等学校）　　第66回国民体育大会BP40JW　5位
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平成24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24年12月15日（土）開催された「平成24年度公認スポーツ指導者全国研修

会」において表彰されました。

　　　上　田　一　雄　氏
　　　　指導員（軟式野球）

　 永年にわたり，公認スポーツ指導者として，軟式野球競技の普及

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

県軟式野球連盟役員等として，組織の発展にも多大な貢献をされま

した。

　徳島県体育協会「体育功労者表彰」等を受賞

　　　中　津　周　二　氏
　　　　コーチ・スポーツプログラマー（柔道）

　永年にわたり，公認スポーツ指導者として，柔道競技の普及発展

に尽力し，優秀な競技者を指導育成されています。また，徳島県柔

道連盟並びに徳島県体育協会役員等として，組織の発展にも多大な

貢献をされました。

　徳島県体育協会「体育功労者表彰」等を受賞
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平成24年度日本スポーツ少年団顕彰伝達式及び
平成24年度徳島県スポーツ少年団表彰式

日本スポーツ少年団創設50周年記念事業表彰伝達式

　平成24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・日本スポーツ少年団創設

50周年記念事業表彰伝達式を，平成25年2月24日（日）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

たとして吉野川市スポーツ少年団と東みよし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（12市町）から推薦のあった23名に対し，表彰楯が授与されました。

　日本スポーツ少年団創設50周年記念事業表彰伝達式では，121名の功労者と85団の優秀団に対し，表彰状

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24年度日本スポーツ少年団顕彰伝達式及び平成24年度徳島県スポーツ少年団表彰式

日本スポーツ少年団創設50周年記念事業　功労者・優秀団表彰伝達式
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平成24年度日本スポーツ少年団表彰

市　町　村　　　　吉野川市スポーツ少年団

　　　　　　　　　東みよし町スポーツ少年団
　

指　導　者　　　　宮内　邦寛（徳島市スポーツ少年団）

　　　　　　　　　清野　　理（阿南市スポーツ少年団）

平成24年度徳島県スポーツ少年団表彰

鳴　門　市　　　　桑島幸次郎（桑島）　　　　　　　　　　　元木　　武（鳴門少年剣道教室）

　　　　　　　　　渋川　　稔（撫養ミニバスケットボール）

阿　南　市　　　　桑原　　隆（羽ノ浦サッカー）　　　　　　工藤　敏和（長生ファイターズ）

　　　　　　　　　陶久加奈美（山口ジュニア）　　　　　　　齊藤　勝詔（富岡ＪＶＣ）

　　　　　　　　　齊藤　美和（富岡ＪＶＣ）

吉 野 川 市　　　　谷本　良司（山川イーグルス）　　　　　　明石　眞和（川島少年野球クラブ）

阿　波　市　　　　樫原　聖二（市場ジャイアンツ）

　　　　　　　　　

三　好　市　　　　武田　和樹（徳島池田少年野球クラブ）　　

　　　　　　　　　安宅　広樹（いけだキッズプレイ倶楽部）

石　井　町　　　　元木　明彦（石井サッカー）　　　　　　　高橋　恒男（石井少年柔道教室）

松　茂　町　　　　三石　順治（松茂少年バレーボールクラブ）

北　島　町　　　　安村　美紀（北島北ＪＶＣ）

藍　住　町　　　　近藤　　勉（藍住南ＦＣ）　　　　　　　　豊田　秀樹（日本拳法藍住）

板　野　町　　　　岡　　　均（板野ウィングス）

海　陽　町　　　　田中　豊彦（海陽町）

東みよし町　　　　柏木　友之（東みよし町）

　　　　　　　　　真鍋　俊明（三好フットボールクラブ）
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日本スポーツ少年団創設50周年記念事業表彰

≪功労者≫

徳　島　市　　　　里見　正威（徳島市） 森本　博則（助任ホークス野球部）

　　　　　　　　　藤田　公晴（助任ホークス野球部） 安藤　　武（少林寺拳法渭東）

　　　　　　　　　長尾　博志（上八万野球部） 森田　　勤（昭和）

　　　　　　　　　湯浅　教次（昭和） 西　　祥一（内町）

　　　　　　　　　吉田　泰造（助任ジュニアバドミントンクラブ）

　　　　　　　　　岩村　義彦（城東少年少女卓球クラブ） 吉田清三郎（城東クラブ）

　　　　　　　　　豊田　浩通（八万サッカークラブ） 鎌田　克臣（蔵本剣道少年クラブ）

　　　　　　　　　炭谷　正博（昭和ブライダーズ）

鳴　門　市　　　　阿戸　孝夫（林崎・里浦サッカー） 芝山　　徹（撫養サッカー）

　　　　　　　　　米田　壽夫（鳴門ポラリスＦＣ） 端村　達也（鳴門ポラリスＦＣ）

　　　　　　　　　寺西　明弘（光武館） 佐伯　守夫（光武館）

　　　　　　　　　北田　明夫（ＫＡＣ）

小 松 島 市　　　　増田　隼視（児安ドラゴンズ） 松本　俊勝（櫛渕少年野球チーム）

　　　　　　　　　卯月　芳朗（櫛渕少年野球チーム） 浜松　友善（新開少年野球）

　　　　　　　　　西山　明廣（小松島少剣クラブ） 梅山　寧史（小松島少剣クラブ）

　　　　　　　　　松村　　正（千代） 徳永金太郎（千代）

　　　　　　　　　宮田　克彦（松小イーグルス）

　　　　　　　　　中村　義輝（小松島少年サッカースクール）

阿　南　市　　　　河野　純代（羽ノ浦ジュニア新体操クラブ）

　　　　　　　　　北岡恵利子（羽ノ浦ジュニア新体操クラブ）

　　　　　　　　　宮繁　敏彦（橘ビッキーズ） 北島　卓司（富岡スワローズ）

　　　　　　　　　泉　　周介（富岡スワローズ） 西岡　　侃（大野城山（剣道））

　　　　　　　　　池田　洋一（大野城山（剣道）） 中本　裕由（大野城山（剣道））

　　　　　　　　　西岡　直彦（大野城山（剣道）） 幸田　一治（中野島）

　　　　　　　　　上田　彰三（中野島） 森　　眞一（羽ノ浦少年剣道）

　　　　　　　　　平　　正明（羽ノ浦少年剣道） 芝原　功一（羽ノ浦少年剣道）

　　　　　　　　　加藤　貴子（羽ノ浦少年剣道） 森岡　和美（加茂谷若鮎クラブ）

　　　　　　　　　篠原　誠二（羽ノ浦サッカー） 新居　秀彦（羽ノ浦サッカー）

　　　　　　　　　桑原　　隆（羽ノ浦サッカー） 羽坂　美宣（羽ノ浦サッカー）

　　　　　　　　　豊田　弘之（津乃峰ジュニア） 秋本　明美（長生ＪＶＣ）

　　　　　　　　　清野　　理（阿南市） 嘉見　博之（阿南市）

　　　　　　　　　伊藤　次男（阿南市） 平松　政昭（阿南市）

　　　　　　　　　馬見　和秀（阿南市）

吉 野 川 市　　　　三好　昭仁（飯尾敷地レッドスターズ） 河見　　稔（鴨島ファイターズ）

　　　　　　　　　久津和進二（森山フットボールクラブ） 中山　茂樹（ＹＳＣオーレ）

　　　　　　　　　平尾　勝美（鴨島少年剣道教室） 笠井　恵之（鴨島少年剣道教室）

　　　　　　　　　森本　武夫（鴨島少年剣道教室） 松浦　政昭（鴨島少年剣道教室）
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吉 野 川 市　　　　松浦　武信（鴨島少年剣道教室） 住友　邦昭（鴨島少年剣道教室）

　　　　　　　　　瀬尾　誠悟（知恵島ＪＶＣ） 兼松　久司（山川イーグルス）

　　　　　　　　　安崎　敦彦（山川少年サッカークラブ）

　　　　　　　　　村田　久典（山川少年サッカークラブ）

　　　　　　　　　住友　和人（山川少年サッカークラブ）

　　　　　　　　　宮本　陽一（山川少年サッカークラブ）

　　　　　　　　　郷司　史郎（山川少年サッカークラブ）

　　　　　　　　　植田　一夫（山川スポーツ少年団修錬館）

　　　　　　　　　西　　　正（西麻植少年野球クラブ）

　　　　　　　　　三橋健一郎（鴨島少年サッカークラブ） 近久　　寛（上浦少年剣道教室）

　　　　　　　　　杉本　文則（学島エンジェルス） 早雲　義治（川田パンダース）

阿　波　市　　　　粟飯原逸男（阿波市空手道） 沼田　昌哉（市場剣道教室）

　　　　　　　　　井内　昇一（市場ミッキーマウス）

美　馬　市　　　　岸本　敏夫（岩倉ポパイズ）

　　　　　　　　　藤村　孝志（穴吹レッドファイターズ） 高尾　　茂（脇町剣道）

　　　　　　　　　土井　　博（脇町剣道） 清兼　　聰（三島）

　　　　　　　　　藤本　　清（岩倉ビクトリーズ） 井川　昌孝（美馬インパルス）

　　　　　　　　　大子　洋市（穴吹レッドファイターズ）

石　井　町　　　　田中　久美（石井町リーダー） 北岡　　猛（石井町リーダー）

　　　　　　　　　北岡　　弘（石井町リーダー） 松浦由美子（石井町リーダー）

　　　　　　　　　小渡　俊一（石井ラビットＪＶＣ） 小渡　英二（石井ラビットＪＶＣ）

　　　　　　　　　篠原　敏夫（石井少年柔道教室） 田中　静雄（石井少年柔道教室）

　　　　　　　　　高橋　恒男（石井少年柔道教室）

藍　住　町　　　　東條　正信（藍住南タイガース） 渡辺　英二（藍住南タイガース）

　　　　　　　　　矢野　克浩（藍住西ファイターズ） 北島　　孝（藍住北キング）

　　　　　　　　　新田　耕資（藍住北キング） 吉原　良司（藍住北サッカー）

　　　　　　　　　平田　　誠（北斗七星） 原　多三夫（藍住剣道）

　　　　　　　　　渡邊　正光（藍住剣道） 藍原　　實（藍住真導）

　　　　　　　　　近藤　忠夫（藍住真導） 山添　栄次（日本拳法藍住）

　　　　　　　　　賀治　達也（少林寺拳法藍住） 前田　義範（少林寺拳法藍住）

　　　　　　　　　野口　章一（徳島ムーミンクラブ） 藤本　　伸（藍住エンジェル）

　　　　　　　　　中島　　博（オスト少年サッカークラブ）

　　　　　　　　　森　　信二（藍住フェニックスミニバスケットボールクラブ）

　　　　　　　　　鍋島　龍夫（藍住東ＪＶＣ）

つ る ぎ 町　　　　折目　　哲（貞光少年野球クラブ）

 



－２３－

≪優秀団≫

徳　島　市　　　　助任ホークス野球部　　　少林寺拳法渭東　　　上八万野球部

　　　　　　　　　昭和　　　大松少年野球部　　　内町野球部　　　城東少年少女卓球クラブ

　　　　　　　　　城東クラブ　　　八万サッカークラブ　　　昭和ブライターズ

　　　　　　　　　田宮ビクトリーサッカー

鳴　門　市　　　　ＫＡＣ　　　鳴門第一サッカークラブ

小 松 島 市　　　　櫛渕少年野球　　　南校少年野球　　　小松島少剣クラブ　　　南小松島

　　　　　　　　　千代　　　小松島少年サッカースクール

阿　南　市　　　　橘ビッキーズ　　　富岡スワローズ　　　大野城山（剣道）　　　中野島

　　　　　　　　　加茂谷白龍　　　羽ノ浦少年剣道　　　桑野シルバータイガース

　　　　　　　　　大野城山少年野球部　　　加茂谷若鮎クラブ　　　羽ノ浦サッカー

　　　　　　　　　津乃峰ジュニア　　　長生ＪＶＣ　　　富岡サッカー

吉 野 川 市　　　　飯尾敷地レッドスターズ　　　西麻植少年野球クラブ　　　鴨島バッファローズ

　　　　　　　　　鴨島タイガース　　　森山フットボールクラブ　　　鴨島サッカー

　　　　　　　　　ＹＳＣオーレ　　　上浦少年剣道教室　　　鴨島少年剣道教室

　　　　　　　　　知恵島ＪＶＣ　　　森山ＪＶＣ　　　西麻植ＪＶＣ　　　鴨島キャッツ

　　　　　　　　　川島少年野球クラブ　　　山瀬ファイターズ　　　山川イーグルス

　　　　　　　　　川田パンダース　　　山川少年サッカークラブ　　　山川スポーツ少年団修錬館

　　　　　　　　　山川ソフトテニス　　　徹心道場

阿　波　市　　　　市場剣道教室　　　ＨＡＹＡＳＨＩファンタジアフットボールクラブ

美　馬　市　　　　岩倉ポパイズ　　　穴吹レッドファイターズ

勝　浦　町　　　　勝浦タイガース　　　生比奈少年野球クラブ　　　生比奈クラブ

石　井　町　　　　石井町リーダー　　　石井ラビットＪＶＣ

藍　住　町　　　　藍住南タイガース　　　藍住西ファイターズ　　　藍住北キング

　　　　　　　　　藍住東ジャイアンツ　　　藍住西ＦＣ　　　藍住北サッカー

　　　　　　　　　藍住ジュニアバレーボールクラブ　　　藍住西ジュニアエース　　　北斗七星

　　　　　　　　　藍住剣道　　　合気道藍住　　　藍住真導　　　日本拳法藍住

　　　　　　　　　少林寺拳法藍住　　　徳島ムーミンクラブ　　　藍愛クラブ

　　　　　　　　　藍住エンジェル　　　オスト少年サッカークラブ　　　藍住南ＦＣ

上　板　町　　　　松島　　　高志　　　大山

つるぎ町　　　　貞光少年野球クラブ



－２４－

トピックス

ドイツ・ニーダーザクセン州とのスポーツ交流

　徳島県とドイツ・ニーダーザクセン州は，友好提携を結び相互交流を行っています。

　２０１２年４月２３日開催の「第５回記念大会　とくしまマラソン２０１２」にはニーダーザクセン州スポーツ連盟

のラインハート・ラーヴェ会長他４名の州連盟役員とマラソンランナー４名が来県し，大会へ参加するとと

もに本会役員等との「スポーツにおける友好交流」についての意見交換や本県スポーツ関係者との交流や施

設・練習見学等を行いました。

　これに伴い２０１２年９月に公式訪問団がニーダーザクセン州を訪問することとなりました。

　「第５回記念大会　とくしまマラソン２０１２」（２０１２.4.１９～２５）

　　ラインハート・ラーヴェ　ニーダーザクセン州スポーツ連盟会長他

　　州スポーツ連盟役員４名，マラソンランナー４名が来県。

○4/２４　施設見学（鳴門・大塚スポーツパーク）

　　　　大塚製薬陸上競技部訪問，生光学園高校陸上競技部練習見学

○4/２５　本会役員との意見交換会（県庁中会議室） 



－２５－

トピックス

州スポーツ連盟を表敬訪問

専務理事　分　木　秀　樹　 

　平成24年９月３日～８日，徳島県ニーダーザクセン州公式訪問団の一員として，ハノーバー市を訪れまし

た。

　公式訪問団は，徳島県とニーダーザクセン州との友好提携５周年を記念して派遣されたもので，文化やス

ポーツ，教育などでさらに交流を深め，地球温暖化や自然エネルギー分野での連携を強めることを目的とし

ました。

　主な日程は次の通りです。

　４日：ハノーバー医科大学を訪問。徳島大学

との今後の交流や共同研究のあり方について意

見交換。

　徳島少年少女合唱団とハノーバー少女合唱団

との合同演奏会。

　５日：ハノーバー大学で開かれる自治体国際

化協会主催の『日独交流セミナー』に参加。斎

藤副知事が徳島県の環境・エネルギー政策につ

いて講演。

　６日：州政府や州スポーツ連盟を表敬訪問。

ハノーバー市庁舎

徳島県ニーダーザクセン州公式訪問団　日程

日程内容交通手段時刻施設名等都市名

JAL1442

出発式

ANA NH203

飛行機19:20　

20:35　

22:45　

1:00　

徳島空港発

羽田空港着

TIAT待合室（月）

羽田空港　発

徳島発

東京着

東京発

【機中泊】

9/3（月）

*9/4　01:00

1

州政府儀典長出迎え

移動

ホテルチェックイン　休憩

昼食（ホテル内 Kaminzimmer）

ホテル発

ハノーバー医科大学ディーター・ビーター・ズアマン学長と面会

学内施設見学・徳島大学との共同研究の説明

移動（スタデオン桟橋）　　15:30　移動（州議会へ）

ソーラーボートによる湖一周　15:45　州議会視察・議長表敬

移動　　　　　　　　　　17:15　移動

コンサート会場着

徳島少年少女合唱団・ハノーバー少女合唱団合同演奏会

移動

徳島少年少女合唱団・ハノーバー少女合唱団との友好

合唱団提携締結式及び夕食会（コンサート関係者含む

徳島県・NS州の共催）

移動

ホテル着

飛行機

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

6:10　

8:00　

8:50　

10:00　

12:00　

12:40　

13:00　

13:30～

15:30　

16:00　

17:45　

18:00～

19:30～

20:00～

21:30　

フランクフルト空港着

フランクフルト空港発

ハノーバー空港着

カステンスホテルルイゼンホフ

ハノーバー医科大学

マッシュ湖

聖パウロ教会

ハノーバー動物園内

レストラン

フランクフルト着

フランクフルト発

ハノーバー着

【宿泊：ハノーバー市内】

カステンスホテルルイゼンホフ

9/4（火）

*現地時間

2

朝食

ホテル発

ヴィンドヴェルツ・エネルギーGmbH 視察（風力発電）

移動

ビロ BmbH 視察（バイオガス施設）

移動

昼食

移動

ハノーバー大学  エリック・バルケ学長挨拶

日独セミナー（講演・シンポジウム）

セミナーレセプション（立食）

移動

ホテル着　休憩

移動

州主催レセプション

移動

ホテル着

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

9:00　

9:30　

10:15　

10:45　

11:45　

12:00　

13:30　

14:00　

14:30　

17:00　

17:30　

17:45　

18:45　

19:00　

ウィンドバーク・シュブリンゲ

ベルグガストハウス

ハノーバー大学

カステンスホテルルイゼンホフ

迎賓館

ロンネルベルク市

ゲーアデン市内

ハノーバー市内

【宿泊：ハノーバー市内】

カステンスホテルルイゼンホフ

9/5（水）3

朝食

ホテル発

ティンバータワー視察（木製風車）

移動

NS州イノベーションセンター（シュテファン・フランツケ最高経営責任者）視察

移動

スポーツ連盟（ラーヴェ会長）表敬訪問

昼食会（スポーツ連盟主催）

スポーツ寮視察

移動

新市庁舎，市内観光

移動

ホテル着（休憩）

移動

NS州首相会談

移動

ホテル着（この後，自由夕食）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

バス（NS）

9:00　

9:30　

10:30　

11:00　

11:45　

12:00　

12:35　

13:15　

14:15　

15:45　

11:15　

16:30　

17:00　

17:15　【宿泊：ハノーバー市内】

カステンスホテルルイゼンホフ

9/6（木）4

ホテルチェックアウト

移動

空港着

ANA NH204

バス（NS）

飛行機

飛行機

6:30　

7:00　

8:15　

9:20　

11:55　

ハノーバー空港

ハノーバー　発

フランクフルト　着

フランクフルト　発

フランクフルト着

【機中泊】

9/8（金）5

待合室にて休憩

ANA281（一部団員は別便）

解散

飛行機

6:00　

9:00　

10:15　

羽田空港　着

羽田空港　発

徳島空港　着

東京着

東京発

徳島着

9/8（土）

*日本時間

6



－２６－

トピックス

　今回の訪問の目的は，ニーダーザクセン州スポーツ連盟を表敬訪問し，『公益財団法人徳島県体育協会と

ニーダーザクセン州スポーツ連盟との交流に関する共同声明』に両会長が署名することでした。当初は飯泉

会長が訪問する予定でしたが，直前に発表された内閣府の巨大地震被害想定へ対応するために，急遽取り止

めたため，私が署名いただいた声明文書を携えての訪問となりました。

　州スポーツ連盟のラーヴェ会長とは，「とくしまマラソン」に来県した時にお会いしていましたので，暖か

く迎えていただきました。４月には，私の方から交流について消極的な話をしておりましたので，今回の訪

問は大歓迎でした。

　前日の州主催レセプションで，スポーツ連盟の国際交流課長であるダールマン博士と話をする機会があっ

たので，ドイツ側の期待に応えられるかどうか心配しているなど，こちらの事情を伝えておきました。明く

る日，訪問して更に不安が大きくなりました。それは，州スポーツ連盟の規模の大きさを知ったからです。

　ニーダーザクセン州スポーツ連盟は，280万人以上の会員を持つ約10,000のクラブと57の地方連邦協会を

統括しています。そして，すでに南アフリカ連邦共和国とロシアの2ヶ国と交流を行っております。

　広大な土地に様々な施設を有しており，日本のオリンピックセンターと国立競技場を合わせたような感じ

でした。スタッフも多く，何億円もする施設も自己資金で建設しているとのことでした。聞くところによる

と，自由にできないから国や州から一切援助をもらわず，企業からの寄付金で運営しているということでし

た。

　こういう国同等の規模の組織と対等の立場で交流をしていくということは，大変なことであり，非常に不

安に思っていますが，各加盟団体ほか広く皆様のご協力を得

ながら，前向きに取り組んでいきたいと考えております。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

共同声明調印 スポーツ連盟施設全景



－２７－

トピックス

　今回の訪問は，短時間であり，スポーツ寮のみの視察でしたので，これについて少し紹介しておきます。

宿泊施設を備えた体育学校という方がわかりやすいと思います。午前中は近くの公立学校へ通い，午後から

この施設で，スポーツなどを行う。将来のオリンピック選手や優秀選手を育成するためですが，連盟として

は全人教育を目指しており，スポーツのみならず，種々の学習をしているという説明でした。各競技団体か

ら推薦を受け，スポーツ連盟のスタッフが面接などをして入寮者を決定しています。費用については，個人

負担はなく，連盟と推薦母体の競技団体が負担しています。小学生からスポーツの英才教育を行い，一貫し

た指導をしているのが魅力です。現在，小学生は通いであり，中・高校生が寮生活をしているとのことでし

た。独立したひとつの建物の中に，宿泊施設，食堂ほかの生活空間と教室，体育館などの学習施設が配置さ

れていました。青少年の競技力向上が学校教育以外で行われているのが，今までの日本と異なるところです。

日本でもようやく2008年から事業が開始されました『JOCエリートアカデミー』がよく似ていると思われま

す。日本のアカデミーでは，中１から高3までの6年間，レスリング・卓球・フェンシングの3個人競技を対

象にしています。「オリンピックで活躍できるトップアスリートを育成する」「スポーツを通して，社会に貢

献できる人材を育成する」という目的を掲げており，今回訪問したスポーツ寮も目的は同じでした。スポー

ツの国際交流を進めていくにあたっては，我が国の現状も踏まえる必要があることを感じました。

　最後に，これまでのスポーツ交流の歩みをまとめたものを載せました。サッカーでの交流が行われ，柔道

連盟では毎年交流を行っており，最近ではマラソンでの交流も行われ始めました。今後，剣道でも話し合い

が持たれる予定です。こちらからの積極的な働きかけによって，各競技団体の発展，本県スポーツの振興が

図られることを願っています。

（上）共有スペース　（下）屋上 （上）選手の部屋　（下）B1F体育館

スポーツ寮



－２８－

トピックス

『スポーツに関する友好交流の歩み』

平成19年（2007）９月17日

　「日本国徳島県とドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州との交流に関する共同宣言」に調印。

　

平成20年（2008）２月９～10日

　ドイツサッカーリーグ，ブンデスリーガ所属「ハノーバー 96」のユースチームのコーチ２名が来県。少

年サッカー教室で指導するとともに，日独パネルディスカッションのパネリストとして意見交換。

　

平成20年（2008）12月５～８日

　ニーダーザクセン州柔道連盟訪問団来県。県柔道連盟合同練習会。

　

平成21年（2009）10月７～16日

　ニーダーザクセン州柔道連盟訪問団来県。県柔道連盟合同練習会・指導会，高校授業参加。

　

平成22年（2010）11月１～６日

　ニーダーザクセン州柔道連盟訪問団来県。県柔道秋季大会出場，県柔道連盟・県内高校柔道部との合同

練習会参加。

　

平成22年（2010）11月10～15日

　ニーダーザクセン州総合型地域スポーツクラブ関係者訪問団来県。日独スポーツ交流シンポジウム開催，

県内高校部活動への指導・参加（テニス等），Ｊリーグ等視察，県内総合型地域スポーツクラブ交流。

　

平成22年（2010）11月19～24日

　全ドイツ自転車協会ニーダーザクセン会長来県。自転車政策についての講演実施，「自転車王国とくしま

ライド in NARUTO」へ参加，自転車普及について意見交換。

　

平成23年（2011）11月10～15日

　徳島県スポーツ関係訪問団派遣。ニーダーザクセン州体育内務省，スポーツ連盟を訪問して意見交換，

ドライスタカップ（柔道番付戦）やオリンピック拠点等の視察や柔道クラブでの指導など柔道を通じた交

流。

　

平成24年（2012）４月20～25日

　「とくしまマラソン」に５名のランナーを招待。ニーダーザクセン州スポーツ連盟会長，陸上競技連盟会

長，柔道連盟関係者が来県。陸上競技施設・練習視察，県柔道連盟関係者との意見交換，徳島県体育協会

との意見交換。

　

平成24年（2012）９月６日

　徳島県ニーダーザクセン州公式訪問団派遣。『公益財団法人徳島県体育協会とニーダーザクセン州スポー

ツ連盟との交流に関する共同声明』に調印。

　

平成24年（2012）11月５～13日

　ニーダーザクセン州柔道連盟訪問団来県。県内中・高等学校柔道部，少年柔道教室及び秋季中学校新人

大会を視察，県柔道連盟関係者との意見交換。
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第３９回日独スポーツ少年団同時交流事業

　第39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，本県より指導者1名，団員5名の計6名を派遣し，受入れではドイツ団指導者1名，団員

10名の計11名が松茂町を中心に地元住民とのスポーツ・文化の交流が図られました。

派遣の部

　本県から四国ブロックとして派遣指導者（1名）団員（5名）の計6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，フランクフルトに戻り，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】

裸足の散歩道（ラインラントプファルツ州） ワイン農場（ラインラントプファルツ州）

地元紙での紹介 テレビ局スタジオ（ザールラント州）
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受入の部

　7月25日，ドイツ団は成田空港到着後，千葉県成田市内のホテルで歓迎行事，基本レクチャー等，全体プ

ログラムを消化し，7月27日，地方プログラムへと全国各地域へ分散しました。

　四国ブロック訪問グループは，指導者のハンス・ギュンター・シャムネさんを始めとする団員11名が，四

国各3県（徳島県，高知県，愛媛県）を13日間に亘り訪問しました。今年，四国ブロック最初の訪問県となっ

た徳島県は，全体前半プログラムより受け入れ，以下，その受入概要は次のとおりです。

○７月27日(金)～29日（日）松茂町　受入

　7月27日，千葉県成田を出発したドイツ団は，直接受入市町村である松茂町へ向かい，到着後，県と

町の合同受入式を行いました。その後，受入家庭との対面式を行い，最初は，お互い期待と不安が入り

混じった面持ちでしたが，ドイツ団メンバーの謙虚な姿勢や受入家庭の親切な対応で，不安はほぼ解消

され，2泊3日間のホームステイが行われました。

　7月28日，町活動プログラムとして，午前中は，地元スポーツ少年団団員との交流を踏まえた剣道体

験を行い，胴着を着用した自分の姿を記念撮影するなど興味を持った様子でした。午後からは人形浄瑠

璃の見学や見学後に浄瑠璃人形に触れて関心を持ってもらい，藍染め体験ではハンカチを使った自作の

藍染め作品に満足した様子で，ドイツ団員には日本的な要素の活動が好評でした。

　7月29日，ドイツ団員が宿泊する民泊家庭間で連絡を取り，昼食で60名が参加する焼肉バイキング，

また，体育館でソフトバレーボールなどスポーツを通じた交流があり，各受入家庭が主体となって積極

的にドイツ団員との交流プログラムを実施していただきました。

　2泊3日のホームステイを締めくくる，29日夕方のさよならパーティーでは，町長はじめ町関係者と受

入家庭，県関係者が参加し，松茂町での交流の別れを惜しみつつ，和やかに行われました。

（パーティー後，ドイツ団員は市内ホテルに移動し宿泊）

県・町合同受入式 集合写真

【徳島県・松茂町合同受入事業等の様子】

藍染め体験 松茂町さよならパーティー
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○7月30日（月）・31日（火）県スポーツ少年団　受入

　7月30日，受入を県スポーツ少年団が引き継ぎ，午前から県スポーツ少年団リーダー会のメンバーが

参加してドイツ団員とのレクリエーションや意見交換を行い，午後からもスポーツ交流を通じて，さわ

やかな汗を流しました。活動後は，全員で阿波おどり会館に移動し，阿波踊りの見学と見学後には，ぞ

めきのリズムに合わせた阿波踊りを体験しました。その後，新町川周辺など市内散策を行い，参加者全

員での楽しい夕食会でした。同世代間の交流とあって，意思疎通や意見交換は，スムーズに感じました

が，日本側からの積極的な交流ができればよかったのではないかと思いました。

　7月31日，高知県への移動日，徳島駅前バスターミナルでは，出発時間までのわずかな時間を，数多

くの受入家庭の方々が見送りに来られ，別れを惜しむ姿が見られました。

　8月10日，地方プログラム及び東京での全体プログラムを終えたドイツ団員は，日本また四国で得た

数多くの想い出を胸に無事ドイツへの帰国の途につきました。

県リーダー会員とのレクリエーション交流 県リーダー会員とのスポーツ交流

【受入活動の様子】

ドイツ団員・県リーダー会員の集合写真 阿波踊り見学・体験
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平成２４年度冬季シーズン競技力向上支援事業

　本会では「とくしまマラソンチャレンジ＆チャリティ」から頂いた寄付をもとに，１２月からの冬季シーズ

ンで選手強化を図るための支援事業を実施いたしました。多くの競技団体から実施の要望がありましたが，

７つ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

冬季国体にて
(1月)

山形県等でのスケート合宿・練習
会へ選手を派遣し強化する。
（不足している氷上練習の機会を
補い冬季国体での成績向上に繋が
る。）

徳島県スケート連盟1

香川県から代
表チームを迎
えての強化練
習風景（3月）

全国高校選抜大会出場チームを招
聘し，県内での強化合宿・練習会
を実施。（強豪チームを招聘し，一
緒に強化合宿を行うことにより生
活面を含めた本県チーム力の向上
を図ることができる。）

徳島県ハンドボール協会2

寒稽古(1月)，高段者講習会(3月)にて

寒稽古，少年女子の山口県遠征，
高段者研修会を実施する。
（寒稽古は，心身の鍛錬と技術向
上が図れ県外遠征では，強豪チー
ムのレベルを知り競技力向上に繋
がる。研修会では指導者の資質向
上に繋がる。）

徳島県剣道連盟3

指導者4名，選手24名が参加。
天理大学武道館他(12月)

近畿高校柔道研修会（奈良県）へ
選手・指導者を派遣する。
（西日本の強豪校が集まる研修会
に参加し試合を行うことにより自
己の力を知り，競技力の向上を図
ることに繋がる。）

徳島県柔道連盟4

練習会におい
てライデング
フォームの見
直し(1月)

香川県･高知県･徳島県でのロード
練習会の実施や登坂記録会を実施
する。（講師招聘し，長距離練習や
記録会を行うことにより，フォー
ム改善や練習機会の増加と内容の
充実を図ることができる。）

徳島県自転車競技連盟5

更新したエ
アーディスク
を用いての練
習風景（2月）

エアーディスク(重量挙プレート)
を更新し初心者から安全に練習を
行えるようにし少年期から競技へ
の興味を持たせ，練習会やイベン
トなどに活用する。（安全性の向上
により初心者からの指導ができ競
技人口の増加が望める上にフォー
ムの修正等が容易となり競技力向
上が図れる。）

徳島県ウエイトリフティング協会6

修繕を終えた
アーチェリー場
での練習(3月)

鳴門アーチェリー場の矢止め板を
更新し安全な練習会場として整え
強化選手への練習会に活用する。
（老朽化が進んだ施設を安全な練
習場として拠点化が図れ，強化選
手への競技力の向上を望むことが
できる。）

徳島県アーチェリー協会7
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徳島県アマチュアボクシング連盟

　徳島県アマチュアボクシング連盟は，アマチュアボクシング競技の振興・普及と競技力の向上を目的とし

て活動してきました。

　

　現在のところ，アマチュアボクシング競技はボクシングジム，高校での活動が中心です。ボクシングジム

には，小学生からシニアまで幅広い年齢のかたが所属しています。大会に出場するために技術を習得する選

手から，健康維持や体力増進を目的とするシニアまで，競技者がそれぞれの目的と方法で活動しています。

また吉野川高校には，県内で唯一のボクシング部があり，四国大会や全国大会で活躍する選手をこれまで多

数輩出してきました。それ以外にも未経験者を対象に，ボクシングの楽しさと魅力を知ってもらう機会とし

て「ボクシング教室」を開催しています。この「ボクシング教室」では，講師に現役の世界王者を迎えるな

どの工夫を行い，生涯スポーツとしてのアマチュアボクシング競技の普及に努めています。

　

　競技スポーツとしての実績も上がってきています。これまで本連盟では，スポーツ王国とくしま推進会議

の助成事業などを活用し，強化指定選手の競技力向上を継続して図ってきました。その結果，本年度の岐阜

清流国体では，成年の３選手が入賞を果たすことができました。今後も，堅実な成果が上げられるよう，連

盟役員や指導者が連携して計画的・組織的に選手強化を図っていきたいと考えています。また，女子やジュ

ニア（小・中学生）の全国大会も行われるようになり，大会の規模も年々大きくなっています。本連盟では

こうした大会に出場する選手の育成のための指導体制や環境の整備にも取り組んでいるところです。

　生涯スポーツや競技スポーツとしてのアマチュアボクシングの魅力を，多くの人たちに知ってもらい，競

技人口の増加に努めていくことが本連盟の今後の課題です。そのため，これまで行ってきた振興・普及と競

技力の向上のための活動を精錬し，県民の皆さまのニーズに合ったものに再構築していきたいと考えていま

す。今後も本連盟のさまざまな活動に，一層の御理解と御支援を賜りますようお願いいたします。

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～

スポーツ王国とくしま推進会議助成事業 国体四国ブロックボクシング教室
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徳島県ウエイトリフティング協会

　戦後の混乱もおさまりかけた昭和22年（1947年）に故藤原八郎先生，故吉田広一先生が中心となり，徳

島県重量挙協会（現徳島県ウエイトリフティング協会）が発足しました。

　昭和25，26年の国体連続優勝を初めとして，常時団体８位以内に位置する活躍をいたしました。活躍した

選手の高齢化とともに団体８位入賞も厳しくなり始めたとき若年層を競技に取り込もうと，日本協会に働き

かけ，第１回全国高校選手権大会を徳島県で開催し県民に広くアピールしました。結果徳島県の高校生の競

技人口が増え結果20回の高校選手権までは個人３位以内の選手を輩出しました。

　しかし世の中がメディア中心の時代になりこの競技に興味を持つ人達が少なくなり子供たちを集めること

が困難になり始め現在指導に当たっている先生方は選手集めに苦労しながら，同時に強化指導を行っている

しだいです。

　自己管理・自己研鑽を目的とした競技ならば最高の競技だと思います。

　ウエイトリフティングという競技は他のスポーツの基本となる要素の強い競技なので他の競技の人たちも

興味のある方は気軽に連絡を下さい。

　昔，日本体育大学で，ある競技種目二軍を二組に分け競技の練習を中心に行い，もう一組はウエイトトレー

ニングを中心に練習を行い，半年後に練習試合を行った結果ウエイトトレーニング中心が勝利した結果が

残っています。

　トレーニングマシーンよりもフリーウエイトのほうが細かい筋肉の発達がみられ競技内における微妙な動

きが可能となります。

　現在各高校の先生方のおかげでしばらく途絶えていた，国体得点も獲得でき，しばらくの間得点できるか

なと思っている次第です。

　現在の会長は集金能力がないので，たよるは各公共団体からの補助金のみの運営なので指導にあたってい

ただいている先生方に不自由をお掛けしているしだいです。

　寄付はいつでも大歓迎で受け付けます。

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～
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鳴門市体育協会

　鳴門市は，徳島県の東北端に位置しており鳴門海峡をへだてて淡路島に対峙し，本州と結ぶ四国の東玄関

をなしています。特に当市の北部は瀬戸内海国立公園に指定され，北に播磨灘，東に紀伊水道をのぞみ，鳴

門海峡の急流と逆巻く渦潮でその名を知られた景勝地です。平成25年1月末現在において，61,874名が生活

を営んでおります。

　鳴門市体育協会は，市民会館，体育センター，市営球場，剣道場，テニス場をはじめとする市の体育施設

や，鳴門・大塚スポーツパークを利用しながら，年間を通して加盟する27団体がさまざまな大会，行事を開

催しております。

　加盟団体のうち，鳴門市陸上競技協会においては，毎年2月に鳴門クロスカントリー大会を開催し，小学

生から高齢者まで，幅広い年齢層の方々が参加できるイベントを40回おこなってきました。この大会は，市

内在住者に限らず，市外や県外からも大勢の参加者が集まり，健脚を競っております。

　世界で活躍した選手として，陸上競技においては，世界選手権セビリア大会にて，世界大会のマラソン種

目で史上最年少のメダリストとなった市橋有里選手や，3大会連続五輪出場の弘山晴美選手を輩出しており

ます。

　また，体操競技においては，ソウル五輪銀メダリストの山田隆弘選手や，バルセロナ五輪で銅メダル，ア

トランタ五輪で五位入賞した畠田好章選手を輩出しております。

　本協会では，体育・スポーツの普及と発展に貢献した者の功績を称え，スポーツの振興を図り，市民の体

力向上と健康増進に資することを目的に，鳴門市体育功労者並びにスポーツ優秀者・奨励者表彰式を12月に

開催しております。平成24年度においては，ロンドンオリンピックに出場した，渕瀬真寿美選手，金丸祐三

選手やロンドンパラリンピックに出場した，金田典子選手など84名の選手・指導者を表彰いたしました。

　鳴門市体育協会においては，これからも継続して，スポーツを通して市民の健康増進や競技力向上に役立

てるよう，取り組んでいきたいと考えております。

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～

鳴門クロスカントリー大会 鳴門市体操教室

鳴門市スポーツ少年団
駅伝競走大会
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小松島市体育協会

　小松島市は徳島県東部の紀伊水道に面した港湾都市であり，古くから海陸交通の要衝地として栄えてきま

した。市域は肥沃な平野上に広がり，北に日峰山，南西に四国山系の丘陵が町を囲むように連なり，緑豊か

な自然に恵まれています。

　人口は平成24年３月末には40,876人ですが，近年は減少傾向にあります。

　小松島市体育協会は，体育・スポーツ振興をはじめ，競技力の向上，健康増進，親睦と交流等を図ること

を目的に，昭和26年６月１日に設立しました。現在の加盟競技団体は22団体です。各競技団体は年間を通じ

て数多くの大会を開催しており，大会には子どもから高齢者まで幅広い年齢層が参加し，競技を通じて交流

を深めています。

　平成23年度には小松島市制施行60周年を迎え，記念行事として「特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会」や，

元サッカー日本代表選手25名を招いての「宝くじスポーツフェア　ドリームサッカー～日本代表OBがやっ

てくる～」などのスポーツ行事を開催しました。主な事業としては，毎年，体育の日前後の日曜日を中心に

行っている小松島市体育大会です。

　本年は第40回の記念大会が行われ，競技団体17団体，約2,500人の市民が参加しました。

　また，毎年「市民駅伝」や「市民クロスカントリー大会」「市民なわとび大会」を開催し，市民の健康増進

と体位向上をめざしています。

　近年，種目や会員数が充実している総合型スポーツクラブの「みなと小松島スポーツクラブ」とも連携を

しており，今後もこれまで以上に「いつでも・だれでも・どこでも」気軽にスポーツに参加でき，楽しく親

睦や交流を深められる場を提供できるように，市民の健康維持，体力向上，青少年の健全育成を目的とした

大会を取り入れて実施していきたいと思っております。

　加盟団体

　陸上競技協会・小学校体育連盟・バレーボール協会・中学校体育連盟・ソフトテニス協会・サッカー協会・

野球連盟・スポーツ少年団・ソフトボール協会・水泳協会・卓球協会・バドミントン協会・柔道協会・体操

協会・剣道連盟・ゲートボール協会・弓道協会・グラウンドゴルフ協会・銃剣道協会・日本拳法小松島連盟・

ボクシング協会・バスケットボール協会

加盟団体だより
～みんな、頑張っています～

市民なわとび大会 みなと小松島スポーツクラブ

小松島体育大会 市制施行60周年記念宝くじスポーツフェア
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くらぶつるぎっこ

　つるぎ町総合型地域スポーツクラブ「くらぶつるぎっこ」は平成21年度に日本体育協会の委託事業を受け，

2年間の設立準備期間を経て、平成24年３月16日に設立しました。

〈クラブの目的〉

　今までスポーツにあまり興味を持てなかった子どもをはじめとする様々な年齢層が，気軽にスポーツに参

加できるようになり，今まで以上にスポーツによる交流が図れるような町づくりを目指します。その過程で，

子どもの運動能力向上や，高齢者の社会参加による生きがいづくりに取り組み，また，新たな発見や仲間の

拡大にも繋がる健康で，安全な町づくりに貢献することを目的とします。

　

　開催教室はレスリング・太極拳・ソフトバレー・陸上の４教室で，会員・指導者・運営委員・その他スタッ

フ等あわせて150名程度で活動中です。

　くらぶつるぎっこでは特に子ども向けの活動に力を入れています。その中でもレスリング教室は，７月に太

田小学校の全児童生徒44名，10月に貞光小学校5・6年生63名を招待し，レスリングのおもしろさを体験し

てもらうと同時に，基本的な体の使い方，筋力アップ，バランス能力を高める運動などを行いました。また，

陸上教室は小学生から高校生までが参加しており，様々な大会で上位に入る活躍をしています。

　指導者育成も力を入れており，積極的に資格の取得に取り組んでいます。また，既に資格を持っている指

導者には元オリンピック選手，元全日本チャンピオンなど，素晴らしいメンバーが集まっています。

　その他イベント事業としてウオーキング大会・ラージ卓球大会などを開催し，多くの会員と地域の皆さん

が参加ました。

　つるぎ町は，過去何人ものオリンピック選手を輩出した歴史があり，町民が応援し育ててきた背景があり

ます。伝統種目の競技人口を増やし底辺の拡大を試み，チャンピオンスポーツとして復活させ，また，同時

に健康づくりの為のレクリエーションスポーツも充実させ，地域と密着し地域の特色を活かしたクラブを目

指したいと思います。

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

ソフトバレー教室 貞光陸上教室

太極拳教室 レスリング教室
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さなごうちスポーツクラブ
　

　さなごうちスポーツクラブは人口が2,600人に満たない徳島県唯一の村にある会員数350人程の小さなス

ポーツクラブです。事務局は村役場2階の教育委員会の隣にあります。

　当初は体育協会としての機能も兼ねて活動していたのですが，時が経つにつれ不都合な面も出てきたので

現在は別々の組織として活動しています。

　平成19年に設立してから6年の月日が過ぎようとしています。設立当初から様々なスポーツ教室を開催し

てみましたが，現在は，健康運動教室(アロマヨガ)・卓球・ソフトボール・バレーボール・バドミントン・

日本拳法・グラウンドゴルフ・アームレスリング・ソフトバレーボール・野球の10種目とスポーツ少年団で

運営しています。

　そして，各種目での大会参加や大会・教室を開く等のイベントを開催しながら会員数の増加を目指して頑

張っているところですが，キャパの限られた山村なので各種目とも苦労しています。実際のところは，現状

維持さえも難しい状況でありますが「会員のみなさんがスポーツに係われる場としてのスポーツクラブにな

るというのが理想であり，目標とするところなのかな」と最近思うようになりました。設立当初は運動機具

を何台も置いたり，専門家を雇ったりして，フィットネスジムの様なイメージが先行していたのですが，実

際は年齢に関係なく身体を動かし，スポーツが身近にある状況を作るのがスポーツクラブの役割であり，地

域住民の健康の礎としてスポーツクラブがあるべきなのだと思います。

　これからも，小さいながらもしっかりとした目標を持って地域住民の為のスポーツクラブを目指してみん

なで頑張っていきます。

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

日本拳法教室 地域対抗レクレーションバレーボール大会

バドミントン 小学生駅伝大会
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会議等行事開催の状況（平成24年4月～平成25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
　５．新公益法人の概要について
　６．評議員の補欠選任について
　７．役員の推薦について
　８．その他
　９．閉会

平成24年5月24日（木）
徳島新聞社

〔評議員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．理事の補欠選任について
　２．平成23年度事業報告（案）について
　３．平成23年度決算報告（案）について
〔報告事項〕
　１．諸規程について
　２．総務委員会関係について
　３．評議員選定委員会の結果について

平成24年5月29日（火）
阿波観光ホテル

定時

〔議事〕
　１．平成25年度事業計画について
　２．平成25年度予算について
〔報告事項〕
　１．評議員選定委員会委員について
　２．平成24年度「寄付金」・「賛助会費」の状況について

平成25年3月27日（水）
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23年度事業報告（案）について
　２．平成23年度決算報告（案）について
　３．諸規定（案）について
　４．評議員候補者（案）及び理事候補者（案）について
　５．定時評議員会開催決議について
〔報告事項〕
　１．総務委員会関係

平成24年5月11日（金）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔議案〕
　１．顧問・参与の選任について
　２．各専門委員会委員長の選任について
〔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

平成24年5月29日（水）
阿波観光ホテル

第2回

〔議案〕
　１．加盟団体会費（案）について
　２．徳島県スポーツ指導者協議会規程（案）について
　３．東京オリンピック・パラリンピック招致に向けた決議文（案）に

ついて
　〔報告事項〕
　１．その他

平成24年8月28日（火）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第3回
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〔議案〕
　１．平成24年度事業計画の変更（案）について
　２．平成24年度予算の変更（案）について

平成24年11月15日（木）
（書面表決）

〔議案〕
　１．平成24年度（公財）徳島県体育協会表彰について
　２．臨時評議員会開催決議について
〔報告事項〕
　１．スポーツ少年団認定研修会の開催等について
　２．「冬季シーズン競技力向上支援事業」採択状況について
　３．第68回国民体育大会冬季大会「徳島県代表選手団」について
　４．平成24年度「寄付金」・「賛助会費」の状況について

平成25年1月17日（木）
阿波観光ホテル

第4回

〔議案〕
　１．平成25年度事業計画（案）について
　２．平成25年度予算（案）について
　３．評議員選定委員会委員（案）について
〔報告事項〕
　１．平成24年度「寄付金」・「賛助会費」の状況について

平成25年3月27日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第5回

〔総務委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．平成23年度事業報告（案）について
　２．平成23年度決算報告（案）について
　３．諸規程（案）について
　４．評議員候補者（案）及び理事候補者（案）について
　５．定例評議員会開催決議について
〔報告事項〕
　１．平成23年度寄付金の結果について
　２．平成23年度賛助会費の結果について
　３．加盟団体について
　４．その他

平成24年5月9日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔議案〕
　１．加盟団体会費（案）について
　２．徳島県スポーツ指導者協議会規程（案）について
　３．東京オリンピック・パラリンピック招致に向けた決議文（案）に

ついて
〔報告事項〕
　１．その他

平成24年8月22日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第2回

〔議案〕
　１．平成25年度事業計画（案）について
　２．平成25年度予算（案）について
　３．その他

平成25年3月15日（金）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第3回

〔競技力向上委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．副委員長の選出について
　２．第67回国民体育大会「第一次参加申込グループ競技」における

代表選手団（選手・監督）の選考について
　３．その他
〔報告事項〕
　１．第33回四国ブロック大会の結果（8月16日現在）について
　２．その他

平成24年8月16日（木）
徳島グランヴィリオホテル

第1回
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〔議案〕
　１．第67回国民体育大会「第二次参加申込グループ競技」における

代表選手団（選手・監督）の選考について
　２．第67回国民体育大会総合開会式に係る旗手の選考について
　３．第67回国民体育大会徳島県代表選手団結団式に係る宣誓者の選

考について
　４．その他
〔報告事項〕
　１．第33回四国ブロック大会の結果について
　２．平成24年度全国高等学校総合体育大会の結果について
　３．その他

平成24年8月30日（木）
徳島グランヴィリオホテル

第2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．副本部長の選出について
　２．平成24年度市町村スポーツ少年団活動助成事業について
　３．その他
〔報告事項〕
　１．平成23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24年度スポーツ少年団各種事業について
　３．日本スポーツ少年団創設50周年記念事業について
　４．その他

平成24年7月4日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔協議事項〕
　１．平成25年度日本スポーツ少年団顕彰事業について
　２．スポーツ少年団認定員研修制度について
　３．その他
〔報告事項〕
　１．平成25年度スポーツ少年団事業計画並びに収支予算について
　２．平成24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25年３月29日（金）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第2回

〔スポーツ少年団　指導者育成部会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔報告事項〕
　１．平成24年度スポーツ少年団登録数について
　２．その他
〔協議事項〕
　１．平成24年度徳島県スポーツ少年団認定員研修制度について
　２．その他

平成24年12月20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． 平成24年度徳島県スポーツ少年団表彰について
　２． スポーツ少年団認定員再研修制度について
　３． 平成24年度スポーツ少年団登録数に関する調査について
　４． 平成24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受講者について
　５． その他
〔その他〕
　１． 平成24年度徳島県スポーツ少年団指導者研修会について
　２． その他

平成25年1月28日（月）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔協議事項〕
　１．日本スポーツ少年団創設50周年記念事業功労者表彰について
　２．その他

平成25年2月19日（火）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第2回
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〔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．役員改選について
　２．平成24年度事業計画について
　３．平成24年度全国スポーツ少年団指導協第１回運営委員会につい
て

　４．その他
〔協議事項〕
　１．平成24年度四国ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会の開
催について

　２．その他

平成24年7月25日（水）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回

〔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年度事業内容について
　　（1）徳島県スポーツ指導者協議会規程について
　　（2）平成24年度の行事予定について
　　（3）徳島県スポーツ指導者研修会（総会）について
　　（4）公認スポーツ指導員等の養成状況について
　　（5）公認スポーツ指導者資格取得補助事業について
　２．公認スポーツ指導者等表彰について
　３．その他

平成24年7月26日（木）
徳島県立総合福祉センター

第1回

〔スポーツ科学委員会〕

実　施　内　容　等期日／場所区分

〔議案〕
　１．副委員長の選出について
　２．スポーツ食育ガイドブックの刊行について
〔報告事項〕
　１．フィジカルチェック事業について
　２．スポーツ拠点推進事業について

平成25年3月25日(月)
阿波銀行旧かちどき橋支店

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「公益財団法人徳島県体育協会表彰式」実施計画（案）
　２．平成24年度受賞候補者の審査について
　３．その他

平成25年1月10日（木）
阿波銀行旧かちどき橋支店

第1回
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【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

≪加盟団体連絡会議≫
〔議案〕
　１．国民体育大会第33回四国ブロック大会について
　２．各競技団体の状況について
　３．平成24年度事業計画について
　４．賠償責任保険制度の加入の報告
　５．表彰の推薦依頼について
　６．国民体育大会監督に対する公認スポーツ指導者資格について
　７．その他

平成24年7月2日（月）
徳島グランヴィリオホテル

≪第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」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 相撲競技・成年男子　松村　亮介　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」 剣道競技・少年女子　山本　　悠　選手
　９．激励金贈呈
 10．謝辞 徳島県選手団　鎌田　義人　副団長
 11．鼓舞・激励 徳島文理大学和太鼓部「億」
 12．エール 徳島県選手団　分木　秀樹　総監督
 13．閉式

平成24年9月18日（火）
徳島グランヴィリオホテル

≪第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」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24年9月18日（火）
徳島グランヴィリオホテル

≪第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」報告会≫
〔国体入賞競技「個人・団体・競技別」表彰〕

〔報告〕
　　第67回国民体育大会徳島県選手団の結果について
〔総括〕
　　第67回国民体育大会の総括と今後の取り組み

平成24年12月14日（金）
ふれあい健康館

≪第68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 スケート競技・旗手　喜多　秀明　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　鏡石　杏実　選手
　８．激励金贈呈
　９．謝辞 「冬季大会」徳島県選手団　分木　秀樹　団長
 10．閉会

平成25年1月17日（木）
阿波観光ホテル



－４４－

〔スポーツ少年団関係〕

実　施　内　容　等期日／場所

≪平成24年度第１回四国ブロックスポーツ少年団連絡会議・四国ブロックス
ポーツ少年団指導者協議会≫
〔協議事項〕
　１．平成23年度事業報告および収支決算について
　２．平成24年度事業計画（案）および収支予算（案）について
　３．平成24年度具体的な内容について
　　・四国ブロックスポーツ少年団競技別交流大会について
　　・第39回日独スポーツ少年団同時交流について
　　・第10回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会について
　４．その他
〔報告事項〕
　１．日本スポーツ少年団常任委員会について
　２．日本スポーツ少年団指導者協議会運営委員会について

平成24年5月10日（木）
阿波銀行旧かちどき橋支店

≪平成24年度四国ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会≫
　１．講演
　２．研究協議（分科会）
　３．全体会

平成24年12月8日（土）
　　　　　  ～9日（日）
グランドパレス徳島

≪平成24年度第２回四国ブロックスポーツ少年団連絡会議・四国ブロックス
ポーツ少年団指導者協議会≫
〔協議事項〕
　１．日本スポーツ少年団常任委員の選出について
　２．日本スポーツ少年団指導者協議会運営委員の選出について
　３．平成25年度具体的な内容について
　　・第40回日独スポーツ少年団同時交流派遣人員について
　　・第40回日独スポーツ少年団同時交流受入日程について
　　・平成25年度四国ブロックスポーツ少年団競技別交流大会について
　　・四国ブロック分担金について
　４．中国・四国ブロック会議持ち回り順序について
　５．その他

平成25年1月31日（木）
岡山全日空ホテル

≪平成24年度日本ブロックスポーツ少年団中国・四国ブロック会議≫
〔議題〕
　１．日本スポーツ少年団役員改選について
　２．平成25年度日本スポーツ少年団事業計画（案）・予算（案）について
　３．日本スポーツ少年団「第9次育成５か年計画」の進捗状況について
　４．日本スポーツ少年団創設50周年記念事業について
　５．スポーツ少年団における指導のあり方について
　６．その他

平成25年1月31日（木）
　　　   ～2月1日（金）
岡山全日空ホテル

≪平成24年度市町村スポーツ少年団事務担当者会議≫
　１．平成25年度登録について
　２．平成24年度登録一覧表
　３．平成25年度スポーツ少年団事業計画(案)について

平成25年3月5日（火）
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24年度スポーツ安全保険説明会≫
　１．平成25年度スポーツ安全保険の内容について
　２．平成25年度スポーツ安全保険の加入手続きについて
　３．平成25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25年3月5日（火）
阿波銀行旧かちどき橋支店



－４５－

〔スポーツ少年団関係〕

実　施　内　容　等期日／場所

≪平成24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２４年８月１６日（木）
　　　　　～１９日（日）
国立淡路青少年交流の家

≪平成24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２４年８月１７日（金）
　　　　　～１９日（日）
国立淡路青少年交流の家

≪平成24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２４年１０月２８日（日）
　　　　１１月３日（土）
阿波市吉野コミュニティ
センター

≪平成24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２４年１２月１６日（日）
　　　　　　２２日（土）
阿南ひまわり会館

≪平成24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２５年１月１４日（月）
　　　　　　１９日（土）
藍住町福祉センター

≪平成24年度徳島県スポーツ少年団認定員研修会≫
〔内容〕
　１．スポーツ少年団の理念とその意義
　２．スポーツ基本法の下でのスポーツ少年団の運営・指導のあり方について

平成25年2月24日(日)
徳島県立21世紀館

【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24年度『徳島県スポーツ指導者研修会』≫
〔講演〕
　テ ー マ：『スポーツマンシップを考える』
　　　　　　　　　　　―スポーツによるリーダーシップの育成―
　講　　師：広瀬　一郎　氏（多摩大学経営情報学部教授） 
〔研究協議〕
　テ ー マ：『公認スポーツ指導者の現状について』
　講　　師：佐竹　昌之　氏
             （徳島大学総合科学部准教授　徳島県スポーツ指導者協議会理事長）

平成25年2月3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



－４６－

〔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：「栄養について」
　講　　師： 古田　結花　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・副会長）

平成24年4月6日（金）
徳島県警察学校

≪第2回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「勝つためのメンタルトレーニング」
　講　　師： 賀川　昌明　氏（鳴門教育大学・教授）

平成24年5月18日（金）
辻高等学校

≪第3回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「ジュニア期における栄養と食事」
　講　　師： 古田　結花　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・副会長）

平成24年6月28日（木）
美馬市産業センター

≪第4回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「相撲競技におけるトレーニングの科学」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）

平成24年7月21日（土）
JAバンク蔵本公園

≪第5回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「勝つためのメンタルトレーニング」
　講　　師： 賀川　昌明　氏（鳴門教育大学・教授）

平成24年7月29日（日）
一宮クレー射撃場

≪第6回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「水泳競技における栄養と食事」
　講　　師： 古田　結花　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・副会長）
　　　　　　 岡田　和子　氏（徳島県スポーツ栄養士協会・理事）

平成24年7月31日（火）
料理旅館　大正楼

≪第7回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「メンタルトレーニングの理論と方法」
　講　　師： 賀川　昌明　氏（鳴門教育大学・教授）

平成24年8月1日（水）
料理旅館　大正楼

≪第8回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「水泳競技におけるコンディショニング」
　講　　師： 大和　健史　氏（徳島県トレーナー協会・事務局長）

平成24年8月2日（木）
料理旅館　大正楼

≪第9回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「発育・発達段階におけるトレーニングの科学」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）

平成24年8月3日（金）
東みよし町中央公民館

≪第10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理論と実践」
　講　　師： 芝原　佳子　氏（徳島県トレーナー協会・理事）

平成24年8月23日（木）
鳴門・大塚スポーツパーク

≪第11回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「ソフトテニス競技におけるトレーニングの科学」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）

平成24年11月17日（土）
穴吹スポーツセンター

≪第12回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「スポーツ傷害における予防と応急処置」
　講　　師： 天野　裕紀　氏（徳島県トレーナー協会）
　　　　　　 美馬久美子　氏（徳島県トレーナー協会）
　　　　　　 松本　正己　氏（徳島県トレーナー協会）

平成24年12月15日（土）
鳴門･大塚スポーツパーク

≪第13回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「発育・発達段階におけるトレーニングの科学」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）

平成25年1月21日（月）
阿波市立土成歴史館

≪第14回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「発育・発達段階におけるトレーニングの科学」
　講　　師： 田中　弘之　氏（鳴門教育大学・教授）

平成25年2月5日（火）
海南文化館



－４７－

≪第15回スポーツ科学セミナー≫
　テ ー マ：「スポーツ指導者の役割」
　講　　師：藤田　雅文　氏（鳴門教育大学・准教授）

平成25年2月8日（金）
石井町中央公民館

≪第1回ドーピング防止教育・啓発セミナー≫
　テ ー マ：「100％フェアプレー宣言　～ドーピングについて知る～　」
　講　　師： 大石　順子　氏（静岡県薬剤師会医薬品情報管理センター・所長）

平成24年5月13日（日）
徳島グランヴィリオホテル

≪第2回ドーピング防止教育・啓発セミナー≫
　テ ー マ：「ドーピング防止」
　講　　師： 清水　寛　氏（東洋病院・院長）

平成24年7月3日（火）
鳴門渦潮高等学校

≪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： 三谷　眞造　氏（徳島県薬剤師会・スポーツファーマシスト）

平成24年8月16日（木）
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： 増矢　徹　氏（徳島県薬剤師会・スポーツファーマシスト）

平成24年8月30日（木）
徳島グランヴィリオホテル

≪第5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： 森　理保　氏（徳島県薬剤師会・スポーツファーマシスト）

平成24年9月18日（火）
徳島グランヴィリオホテル

≪第6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）

平成25年1月17日（木）
阿波観光ホテル

≪平成24年度スポーツ科学推進事業「フィジカルチェック」≫　
　参 加 者：選手6名（内訳：体操4名・空手道1名・ソフトテニス1名）
　　　　　　指導者等8名
　測定内容：「身体計測」「無酸素性能力」「有酸素性パワー (最大酸素摂取量)」
　テ ー マ：「体力測定実施上の注意点」
　講　　師：小磯　浩世　氏 (公益財団法人スポーツ医科学研究所・研究員)
　テ ー マ：「体作りについて」
　講　　師：古田　結花　氏（スポーツ栄養士協会・副会長）
　　　　　　岡田　和子　氏（スポーツ栄養士協会・理事）
　　　　　　前田　　翼　氏（スポーツ栄養士協会）

平成25年1月26日（土）
                ～27日（日）
公益財団法人スポーツ
医・科学研究所

≪平成24年度スポーツ科学推進事業「フィジカルチェック」に係る栄養指導≫
　競　　技：体操
　参 加 者：選手２名・保護者２名
　講　　師：古田　結花　氏（スポーツ栄養士協会・副会長）

平成25年3月7日（木）
ＬＩＦＥ体操場

≪平成24年度スポーツ科学推進事業「フィジカルチェック」に係る栄養指導≫
　競　　技：体操
　参 加 者：選手１名・保護者１名
　講　　師：古田　結花　氏（スポーツ栄養士協会・副会長）

平成25年3月7日（木）
鳴門市体操場

≪平成24年度スポーツ科学推進事業「フィジカルチェック」に係る栄養指導≫
　競　　技：体操
　参 加 者：選手１名・指導者１名
　講　　師：岡田　和子　氏（スポーツ栄養士協会・理事）

平成25年3月14日（木）
徳島市体操センター

≪平成24年度スポーツ科学推進事業「フィジカルチェック」に係る栄養指導≫
　競　　技：空手道
　参 加 者：選手１名・保護者１名
　講　　師：古田　結花　氏（スポーツ栄養士協会・副会長）

平成25年3月19日（火）
多家良中央コミュニティ
センター



－４８－

【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53回徳島新聞社こども野球のつどい
〔参加〕140団・2,588名

平成２４年７月１４日（土）
　　　　　～２8日（土）
徳島市民吉野川運動広場　他

第39回日独スポーツ少年団同時交流事業受入平成２４年７月２７日（金）
　　　　　　３１日（火）
松茂町　他

第39回徳島県サッカー少年団大会
〔参加〕113団・1,853名

平成２４年８月１７日（金）
　　　　　～２５日（土）
鳴門球技場

≪平成24年度四国ブロックリーダー研究大会≫
〔活動内容〕
　１．交流活動
　２．講義
　３．グループ討議

平成２４年１１月２４日（土）
　　　　　～２５日（日）
徳島市立青少年交流プラザ

第30回徳島県スポーツ少年団剣道交流大会
〔参加〕141名

平成２４年１２月２日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク
ソイジョイ武道館

第30回徳島県スポーツ少年団卓球交流大会
〔参加〕97名

平成２５年１月５日（土）
徳島市立体育館

平成24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〕31団・282名

平成２５年２月１１日（月）
那賀川スポーツセンター　他



－４９－

平成24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25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）

近藤　理恵（理事）

十川　佳久（理事）

林　　博子（理事）

三木　　毅（理事）

丸岡　俊司（理事）

森　荘太郎（理事）

吉田　浩通（理事）

片山　隆司（監事）

近藤　　譲（監事）

重清　佳之（監事）

岩島　敏哉（評議員）

大惠俊一郎（評議員）

片山　京子（評議員）

鎌田　義人（評議員）

北島　孝二（評議員）

下司　　理（評議員）

佐野　義行（評議員）

西野　昌明（評議員）

坂東　信行（評議員）

前原　達三（評議員）

盛　　幸一（評議員）

山川　正雄（評議員）

森　　　勝（前監事）

福岡　俊和（前評議員）

田中　浩三（総務委員）

三木　康弘（総務委員）

松浦　哲也（少年団）

北條　種一（生涯スポーツ委員）

高橋　一巳（空手道）

阿部　俊和（バレーボール）

神野　美昭（ダンススポーツ）

三原　克美（軟式野球）

久米　良久（サーフィン）

片山　宏志（バレーボール）

森本　尚子（アーチェリー）

嵩原　　彰（バレーボール）

北島　勝也（ラグビー）

組橋　正人（ホッケー）

岩浅　嘉仁（馬術）

植田　　滋（バスケットボール）

杉内　邦弘（バドミントン）

徳永　　誠（高体連）

田村　淳子（なぎなた）

伊達　　勉（バレーボール）

西條　正道（グラウンド・ゴルフ）

津川　正明（ゲートボール）

森本　祥史（アーチェリー）

牛川　　務（バドミントン）

芝田　知秋（水泳）

佐野　　廣（水泳）

布川　利彦（水泳）

佐野　方幸（水泳）

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　秀樹（ソフトテニス）

吉田　弘子（ソフトテニス）

冨田　充宏（元事務局長）

嶋田　光博（ヤクルト販売）

中瀬　勝則（ドクター）

大和　秀夫（ドクター）

永廣　信治（ドクター）

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）

逢坂　利夫（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）

大隅　壮行（サッカー）

新田広一郎（サッカー）

豊田　栄二（サッカー）

山下　久紀（徳島県薬剤師会）

佐藤　公美（(公財)徳島市体育振興公社）

岸本　正文（(公財)徳島市体育振興公社）

池内　正典（(公財)徳島市体育振興公社）

西木　　宏（(公財)徳島市体育振興公社）

大森　謙二（(公財)徳島市体育振興公社）

（順不同・敬称略）
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平成24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

四国電力株式会社徳島支店

本 四 海 峡 バ ス 株 式 会 社

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　 吉崎設備工業

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

医 療 法 人 若 葉 会

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



－５１－

平成25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24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，

139口，総額695,000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25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25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25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/







55.814 mm


