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公益財団法人北海道スポーツ協会 広報

ウエイトリフティング レスリング 柔道総合開会式

スピードスケート ジャンプ ジャイアントスラロームアイスホッケー表彰

　第75回国民体育大会冬季大会は、1月29日～2月2日に青森県八戸市他において
スケート競技会、アイスホッケー競技会が開催され、スケート競技では天皇杯2位、皇后
杯3位となりました。また、アイスホッケー競技会では、成年・少年共に優勝を飾り、成年
は大会4連覇、少年は17連覇を達成いたしました。
　また、2月16日～19日に富山県富山市他にてスキー競技会が開催され、天皇杯は
昨年に引き続き1位を獲得し、皇后杯は昨年より順位を上げ2位の結果となりました。
　冬季大会終了時点の本道の総合成績は、天皇杯で1位・皇后杯で2位となっておりま
す。（入賞者の一覧は次のページをご覧ください）

　第74回国民体育大会本大会は、昨年9月28日～10月8日（会期前競技：9月7日～16日）に茨城県ひたちなか市他において開催さ
れました。
冬季大会を含めた総合成績は、天皇杯9位、皇后杯17位で、目標の8位以内の入賞にあと一歩届かなかったものの、ボウリング競技では
少年男子が優勝し、陸上、ボクシング、ウエイトリフティング、馬術、カヌー競技等では多数の選手が入賞するなど、日頃の鍛錬の成果を見
せる活躍をいたしました。（入賞者の一覧は次のページをご覧ください）
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第74回   国民体育大会  北海道選手団入賞者一覧 （敬称略）

第75回   国民体育大会冬季大会  北海道選手団入賞者一覧 （敬称略）

本大会（令和元年9月7日～16日、9月28日～10月8日：茨城県ひたちなか市他）

スケート・アイスホッケー競技会（令和２年1月29日～2月２日：青森県八戸市、三沢市、南部町）

スキー競技会（令和2年2月16日～19日：富山県富山市・南砺市）

競　技　名 種　別 種　　　目 順位 氏　　名 所　　　　属

10000m競歩 4位 村尾　宥稀 明治大学（札幌東高等学校）

110mハードル 7位 高橋　佑輔

400mハードル 7位 林　　理紗 立命館大学（立命館慶祥高等学校）

円盤投 6位 寺井　沙希 国士舘クラブ（帯広農業高等学校）

少年男子B 2位 町井　大城 北海道栄高等学校

2位 アシィしおり 北海道栄高等学校

3位 石堂　陽奈 立命館慶祥高等学校

少年女子B 100mハードル

100m

400m

100m

4位 鈴木　里沙 北海高等学校

共通砲丸投 2位 久保田　亜由 帯広農業高等学校

共通円盤投 3位 西山　藍那 帯広農業高等学校
成年少年女子共通 4×100mリレー 4位 北海道選抜

成年男子 400ｍ自由形 7位 中島　　涼 明治大学(札幌大谷高等学校)

少年男子A 100m自由形 6位 土岐　祐介 札幌大谷高等学校

100ｍ背泳ぎ 1位 山田　海都 札幌静修高等学校

4×100ｍメドレーリレー 5位 北海道選抜

少年女子A 100m自由形 8位 キングアリシア 旭川実業高等学校

女子 オープンウォータースイミング 6位 蝦名　愛梨 帯広大谷高等学校

サッカー 成年男子 5位 北海道選抜

成年男子 5位 北海道選抜

成年女子 5位 北海道選抜

少年男子 5位 北海道選抜

ウェルター級 1位 鈴木　康弘 K&Kボクシングクラブ

ライト級 5位 加藤　一輝 大阪商業大学（札幌白陵高等学校）

ライトウェルター級 5位 木戸口謙辰 立教大学（北海学園札幌高等学校）

ライトヘビー級 5位 阿部　陽輔 北海道教育大学大学院

ライト級 3位 川上　海音 旭川龍谷高等学校

ライトフライ級 5位 杉本　愛弥 旭川工業高等学校

ミドル級 5位 黒部　竜聖 札幌工業高等学校

バレーボール 成年男子 7位 北海道選抜

成年女子 団体総合 8位 北海道選抜

女子 トランポリン 8位 末冨　穂香 北見柏陽高等学校

フリースタイル125キロ級 2位 山本　泰丈 ㈱オオゼキ(札幌市立福移中学校)

グレコローマン60キロ級 3位 清水　賢亮 拓殖大学(帯広北高等学校)

少年男子 フリースタイル80キロ級 5位 米田　侑太 札幌東豊高等学校

セーリング 成年女子 レーザーラジアル級 5位 松苗　幸希

＋109kg級クリーン＆ジャーク 5位 松本　経丸 九州国際大学(札幌琴似工業高等学校)

＋109kg級スナッチ 7位 松本　経丸 九州国際大学(札幌琴似工業高等学校)

+102kg超級クリーン&ジャーク 1位 羽田　　創 士別翔雲高等学校

+102kg超級スナッチ 2位 羽田　　創 士別翔雲高等学校

67kg級スナッチ 2位 清水　虹希 札幌琴似工業高等学校

67kg級クリーン＆ジャーク 4位 清水　虹希 札幌琴似工業高等学校

81kg級スナッチ 6位 長田　知也 札幌琴似工業高等学校

女子 -71kg級クリーン&ジャーク 5位 瀬川　瑠奈 士別翔雲高等学校

ソフトテニス 少年女子 8位 北海道選抜

陸　上

成年男子

成年女子

少年女子A

少年女子

体　操

水　泳 少年男子B

ホッケー

ボクシング

成年男子

少年男子

レスリング
成年男子

ウエイトリフティング

成年男子

少年男子

競　技　名 種　別 種　　　目 順位 氏　　名 所　　　　属

馬場馬術 1位 林　　伸伍 アイリッシュアラン乗馬学校(東海大学付属第四高等学校)
自由演技馬場馬術 1位 林　　伸伍 アイリッシュアラン乗馬学校(東海大学付属第四高等学校)

国体総合馬術 2位 楠木　貴成 ノーザンファーム

ダービー 4位 楠木　貴成 ノーザンファーム

トップスコア 6位 白川萌仁香 ㈱早来エクワインファーム

馬場馬術 6位 松下　奈穂 ほくせい乗馬クラブ

二段階障害飛越 7位 白川萌仁香 ㈱早来エクワインファーム

自由演技馬場馬術 7位 松下　奈穂 ほくせい乗馬クラブ

馬場馬術 ５位 阿蘇　颯音 札幌龍谷学園高等学校

団体障害飛越 5位 北海道選抜

自由演技馬場馬術 6位 阿蘇　颯音 札幌龍谷学園高等学校

少年リレー 6位 北海道選抜

フェンシング 成年女子 サーブル 6位 北海道選抜

柔　道 少年男子 8位 北海道選抜

ソフトボール 成年男子 5位 北海道選抜

弓　道 成年女子 近　的 5位 北海道選抜

成年女子 50mライフル伏射(60発) 8位 柳　あさこ 北海道大学大学院歯学研究院（札幌南高等学校）
少年男子 ビーム・ピストル（60発） 3位 佐竹　優悟 北海道科学大学高等学校

剣　道 少年男子 5位 北海道選抜

ラグビーフットボール 女子 3位 北海道選抜

ボルダリング 2位 杉本・武者

リード 5位 武者・杉本

少年男子 ボルダリング 4位 坂本・竹内

スラローム・カナディアンシングル(25ゲート) 5位 佐々木裕史 北海道大学大学院

スラローム・カナディアンシングル(15ゲート) 5位 佐々木裕史 北海道大学大学院

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（1500m） 7位 山岡　洋貴 網走南ヶ丘高等学校（教）

スラローム・カナディアンシングル(15ゲート) 6位 深田　真衣 北海道大学大学院

スラローム・カヤックシングル(15ゲート) 7位 越智ますみ 北海道大学

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（スプリント） 8位 岡本あずみ 帯広畜産大学

スプリント・カナディアンシングル(500m) 8位 大橋　玲奈 東京女子体育大学(苫小牧南高等学校)

スラローム・カナディアンシングル(25ゲート) 8位 深田　真衣 北海道大学大学院

少年男子 スプリント・カヤックシングル(200m) 8位 阿部　弘豊 南富良野高等学校

スプリント・カヤックシングル(200m) 6位 照井　咲頼 鷹栖高等学校

スプリント・カヤックシングル(500m) 8位 照井　咲頼 鷹栖高等学校

アーチェリー 少年男子 団　体 8位 北海道選抜

空　手 成年男子 組手・重量級 5位 本池　頼樹 国士舘大学(札幌市立新琴似中学校)

クレー射撃 成年 スキート団体 5位 北海道選抜

個　人 2位 清野えみり 大空針灸接骨院

団体【2人チーム】 4位 工藤・清野

団体【4人チーム】 4位 北海道選抜

団　体 1位 紺谷・能呂

個　人 7位 紺谷　涼太 帯広市立帯広第五中学校

少年女子 個　人 ５位 工藤こまち 函館中部高等学校

ゴルフ 成年男子 3位 北海道選抜

馬　術

成年男子

成年女子

少年

ライフル射撃

スポーツクライミング
成年男子

カヌー

成年男子

成年女子

ボウリング

成年女子

少年男子

少年女子

競　技　名 種　別 種　目 順位 氏　　名 所　　　　属競　技　名 種　別 種　目 順位 氏　　名 所　　　　属

4位 榊原　一樹 日本大学(北海道帯広南商業高等学校)

5位 石川　斗来 専修大学(白樺学園高等学校)

1位 藤野　裕人 ジョイフィット(北海道標茶高等学校)

2位 中村　隼人 安平スケート協会(駒澤大学附属苫小牧高等学校)

1位 中村　奨太 ㈱ロジネットジャパン

500m

1000ｍ

1500m

5000ｍ

2000mR

3000ｍ

2000mR

500m

1000ｍ

1500m

5000ｍ

10000ｍ
2000mR

500m

1000ｍ

1500m
3000m

2000mR

1位 堀川　翼 専修大学(白樺学園高等学校)

1位 北海道選抜

8位 瀧上つくし 高崎健康福祉大学(白樺学園高等学校)

3位 北海道選抜

2位 山本　悠乃 白樺学園高等学校
1位 野々村太陽 白樺学園高等学校
2位 時安　清貴 北海道帯広三条高等学校
2位 野々村太陽 白樺学園高等学校
3位 竹澤　直輝 北海道池田高等学校
1位 蟻戸　一永 白樺学園高等学校
5位 山田　和哉 北海道池田高等学校
1位 蟻戸　一永 白樺学園高等学校
1位 北海道選抜
1位 佐々木成果 北海道帯広三条高等学校
3位 軍司　愛梨 北海道池田高等学校
3位 軍司　愛梨 北海道池田高等学校
5位 水戸　咲良 北海道帯広三条高等学校
4位 森野こころ 駒澤大学附属苫小牧高等学校
2位 堀川　桃香 白樺学園高等学校
3位 森野こころ 駒澤大学附属苫小牧高等学校
3位 北海道選抜

スピード
スケート

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

3000ｍR

中村　　優 関西大学(北海道教育大学附属釧路中学校)

鎌田　詩温 明治大学(札幌第一高等学校)

三善　友奈 札幌大谷高等学校

加藤　花怜 北海高等学校

ショートトラック 成年女子 7位 北海道選抜

成年男子 1位 北海道選抜

少年男子 1位 北海道選抜

フィギュアスケート

成年男子 5位

8位

アイスホッケー

少年女子

競　技　名 種　別 種　目 順位 氏　　名 所　　　　属

成年男子Ａ 8位 後藤　悠史 東海大学
4位 小林　大郁 ㈱北海道銀行
6位 及川　貴寛 及川牧場

Brain3位 武田　　竜
7位 木内　忠幸 Brain・小樽市消防本部
4位 石橋　未樹 ㈱いちたかガスワン
8位 吉田　好 東海大学

成年女子Ｂ 3位 上田　皐 ダイヤモンドダストスキークラブ
1位 黒岩　樹生 東海大学付属札幌高等学校
3位 小山　敬之 小樽双葉高等学校
4位 片山　龍馬 北照高等学校
2位 広田　静空 旭川明成高等学校
8位 本田　陽菜 札幌第一高等学校

ジャイアントスラローム

成年男子Ｂ

成年男子C

成年女子A

少年男子

少年女子

競　技　名 種　別 種　目 順位 氏　　名 所　　　　属

成年男子Ａ 7位 児玉　宗史 北海道旅客鉄道（株）
成年男子Ｂ 4位 吉田　悠真 北海道旅客鉄道（株）
成年男子C 7位 中島　徹也 陸上自衛隊名寄駐屯地第３普通科連隊
成年男子 リレー 6位 北海道選抜

5位 森口　翔太 北海道恵庭南高等学校
6位 藤本　航平 北海道恵庭南高等学校
8位 青野　叶夢 北海道富良野高等学校

リレー 5位 北海道選抜
女子 リレー 2位 北海道選抜

3位 栃谷　和 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校
4位 栃谷　天寧 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校
1位 岩佐　勇研 東京美装興業(株)
2位 伊藤　将充 ㈱土屋ホーム
8位 駒場　信哉 東京美装興業(株)
1位 渡部　弘晃 東京美装興業(株)
2位 細田将太郎 北翔大学スキークラブ
7位 鈴木　　翔 札幌手稲スキー協会
1位 二階堂　蓮 北海道下川商業高等学校
2位 工藤　漱太 北海道下川商業高等学校
3位 大井　　駿 札幌日本大学高等学校
5位 楢木　遊太 札幌日本大学高等学校
3位 千葉　悠希 北海道下川商業高等学校
4位 千葉　大輝 札幌日本大学高等学校

クロスカントリー
少年男子

少年女子

スペシャルジャンプ

成年男子Ａ

成年男子Ｂ

少年男子

少年男子コンバインド
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　令和2年1月9日（木）札幌プリン
スホテル国際館パミールにおいて、
令和そして北海道スポーツ協会へ
名称を変更して初めてとなる新年交
礼会が開催されました。全道各地か
ら来賓、市町村体育・スポーツ協会、
競技団体等の関係者約160名が出
席しての新年交礼会となりました。
　堀会長の挨拶の後、来賓として、
北海道知事の鈴木直道様、道議会
議員で北海道スポーツ議員連盟会長の藤沢澄雄様よりそれぞれご挨拶をいただき、その後、北海
道新聞社代表取締社長広瀬兼三様の祝杯で、新年交礼会が始まり、終始和やかな雰囲気で挨拶
が交わされ盛会裏に終わりました。

令和2年 公益財団法人北海道スポーツ協会 新年交礼会令和2年 公益財団法人北海道スポーツ協会 新年交礼会

締めの乾杯（荒川副会長）締めの乾杯（荒川副会長）

主催者挨拶（堀会長）主催者挨拶（堀会長）

会場風景会場風景

　本研修会は、北海道内のスポーツ指導者のより一層の資質・指導力の向上を図ることなどを目的
として、令和元年11月10日（日）にホテルライフォート札幌にて開催し、北海道スポーツ協会指定強
化指導者や道内の日本スポーツ協会（JSPO）公認スポーツ指導者及びスポーツ愛好家など全道か
ら60名が参加しました。
　講演Ⅰでは、福島大学名誉教授、朝日大学保健医療学部の白石豊教授に講師を務めていただき、
「メンタルトレーニングの理論と実際」と題し、白石先生の指導の原点である筑波大学体操競技部時
代のお話から現在、メンタルトレーニングをサポートするプロ

野球選手の事例など幅広いお話をいただきました。
　講演Ⅱでは、NTT東日本札幌病院産婦人科部長で医学博士の寺本瑞絵先生による
「中・長期的な育成の視点から考える女性アスリート特有の健康問題」という内容で女
性アスリートを指導する上で指導者が意識しなければならない項目についてお話をい
ただきました。
　参加された方々は、二つの講演ともに素晴らしい内容で、今後の指導の参考にした
いなど数多くのお声をいただき非常に充実した研修会となりました。

令和元年度 指定強化指導者研修会 兼 北海道スポーツ指導者研修会令和元年度 指定強化指導者研修会 兼 北海道スポーツ指導者研修会

寄附金の金額 ● 一般寄附金 ： 3,000円以上　● 特別寄附金 ： 100,000円以上

北海道スポーツ協会ホームページより、「寄附金申込書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、FAX、メール、郵便等でお送りください。

銀行振込、現金封筒で郵送、現金持参でお願いいたします。
● 銀行名 ： 北海道銀行豊平支店  ● 口座番号 ： 普通預金  0307402
● 口座名義 ： 公益財団法人北海道スポーツ協会　会長　堀　達也

● 個人寄附の方は、「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択することができるようになりました。
  ※税額控除による控除額については、所得・居住地等により異なりますので、ご不明な点はお近くの税務署へお問い合わせください。
● 法人寄附の方は、「一般損金算入限度額」と別枠で「特別損金算入限度額」まで損金算入が認められます。

寄附金の
募集案内

※北海道銀行本支店から、本会指定の専用振込用紙（ダウンロード）にて納付の場合は振込手数料がかかりません。

寄附金の申込

寄附金の送金

寄附金の控除

北海道スポーツ協会は、スポーツ推進に関する事業を行い、スポーツを振興して、道民の体力向上とスポーツ精神の高揚を図るこ
とを目的に活動をしております。この目的を達成するために多くの皆様方からのご寄附をお願いいたします。
また、本会は平成29年4月6日より「税額控除」の対象団体となることができました。本会の活動へご賛同いただき、ご寄附を賜
りました皆様へ厚くお礼申し上げます。



トップアスリートチャレンジトップアスリートチャレンジ
　１日で様々なスポーツに挑戦し「スポーツの楽しさ」を体感してもらい、
「スポーツを始めるきっかけ」や「スポーツにチャレンジする」こども達を応
援することを目的として『スポーツ応援米Presents きたえーるトップアス
リートチャレンジ』を1月12日(土)に北海きたえーるで開催しました。
　今年度で８回目の開催となる今回は、野球、バドミントン、タグラグビー
の３競技で実施し、講師は北海道日本ハムファイターズの田中賢介さんと
ファイターズベースボールアカデミーの立石コーチ、北海道コンサドーレ札
幌バドミントンチーム、北海道バーバリアンズにご協力いただき、世界で
戦ってきた一流のアスリートや現役で活躍している選手・指導者に直接ス
ポーツの楽しさを教えていただける貴重な１日となりました。
　参加した小学１～４年生の男女１０８名は、ファイターズのみならずメ
ジャーリーグでも活躍した田中さんとふれあい、バドミントンでは真剣なまなざしでシャトルを狙いすまし、日本中を沸かせた
ラグビーW杯さながらのプレーもあったタグラグビーで大いに盛り上がり、様々な場面でたくさんの笑顔が見られました。
　初めて体験するスポーツでも果敢に挑戦する姿は、将来世界で活躍する選手が誕生することを期待させてくれました。

バドミントン タグラグビー

※この事業は、ホクレン農業協同組合連合会が販売する「スポーツ応援米」の売上の一部を元に開催しています。

抽選で4名にスポーツ応援米をプレゼント

野　球
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加 盟 競 技 団 体 活 動 紹 介

北海道ミックスダブルス選手権大会（名寄市 道立サンピラーパークカーリング場）

北海道乗馬連盟北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北海道乗馬連盟

北海道カーリング協会協会会会会会会会会会ググググググググググググググググググググググググググググググググググググンンンンンンンンンンンンングググググググググググンンンンンンンンンンンンンンンンングンンンンングググググググググリリリリリリリンンンンンンンンンンンンンググググンンンンンンンンンンンンンンンンンンンングカカカカカカカ リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリカ リリリリリカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ北北北北北北北北北北北北北 カカカカカ北北北北北北北北北北北北 ンンンンン北北北 会会会会会会会会会会会会会ググググググ協協協協協北 会会会会北海道カーリング協会

　北海道乗馬連盟は1953年に設立されました。
　現在、道内の馬術部がある高校6校を含む57団体が所
属しています。
　主な活動として、年に5回の競技会の主催、審判講習会・
乗馬講習会や少年強化合宿を行っています。
　主催競技会では演技の正確さを競う馬場馬術と障害を
飛越する障害馬術があり、道内各地から100人馬を超え
る参加があります。

　北海道乗馬連盟は1953年に設立されました。
　現在、道内の馬術部がある高校6校を含む57団体が所
属しています。
　主な活動として、年に5回の競技会の主催、審判講習会・
乗馬講習会や少年強化合宿を行っています。
　主催競技会では演技の正確さを競う馬場馬術と障害を
飛越する障害馬術があり、道内各地から100人馬を超え
る参加があります。

　北海道カーリング協会は、1981(昭和56)年の協会設立以来、今シー
ズンで39年の節目を迎えました。
　現在、上部団体である公益社団法人日本カーリング協会に、北海道ブ
ロックを始め５ブロック24都道府県が加盟しており、全国の競技者登録
の半数1,300名が登録しています。
　前回の平昌オリンピックでは女子カーリング競技で念願のメダル（銅メ
ダル）を獲得したことは記憶に残るところです（そうだねー！）。
　日本をリードする当協会には道内17協会を傘下にカーリングの指導
普及・競技・強化に取り組んでいるところです。
　活動内容は4人制の北海道選手権を筆頭にジュニア大会（Ｕ-21）・
シニア大会・高校生大会(Ｕ-18)を始め、男女のミックスダブルス・ミッ
クス４の大会を主催し全国、更には世界に選手の派遣を目指し活動して
います。
　傘下の協会では上部大会を目指す予選会のほかに、各協会独自の各
種大会を開催し競技の普及・選手強化を展開し、日本のカーリングを支え
ています。
　2030年の冬季オリンピック札幌大会の開催誘致に協力し、再びカー
リングでメダルが取れるようジュニアの強化育成及び競技人口の拡大に
取り組んでまいります。

　北海道カーリング協会は、1981(昭和56)年の協会設立以来、今シー
ズンで39年の節目を迎えました。
　現在、上部団体である公益社団法人日本カーリング協会に、北海道ブ
ロックを始め５ブロック24都道府県が加盟しており、全国の競技者登録
の半数1,300名が登録しています。
　前回の平昌オリンピックでは女子カーリング競技で念願のメダル（銅メ
ダル）を獲得したことは記憶に残るところです（そうだねー！）。
　日本をリードする当協会には道内17協会を傘下にカーリングの指導
普及・競技・強化に取り組んでいるところです。
　活動内容は4人制の北海道選手権を筆頭にジュニア大会（Ｕ-21）・
シニア大会・高校生大会(Ｕ-18)を始め、男女のミックスダブルス・ミッ
クス４の大会を主催し全国、更には世界に選手の派遣を目指し活動して
います。
　傘下の協会では上部大会を目指す予選会のほかに、各協会独自の各
種大会を開催し競技の普及・選手強化を展開し、日本のカーリングを支え
ています。
　2030年の冬季オリンピック札幌大会の開催誘致に協力し、再びカー
リングでメダルが取れるようジュニアの強化育成及び競技人口の拡大に
取り組んでまいります。

　その他に道内では馬のマラソンと言われるエンデュランス競技会も盛んに
開催されています。
　馬術競技会では老若男女、同じ競技種目で競えるというめずらしいスポー
ツです。というのは、初心者は経験豊かな馬に乗り、ベテランは若馬の調教で
競技参加することがあるからです。レベルの高い競技では、技術の高さと馬の
美しさの迫力に魅了されます。
　乗馬は動物と心を通わせ人馬ともに成長していく、特別な楽しさがあり
ます。

　その他に道内では馬のマラソンと言われるエンデュランス競技会も盛んに
開催されています。
　馬術競技会では老若男女、同じ競技種目で競えるというめずらしいスポー
ツです。というのは、初心者は経験豊かな馬に乗り、ベテランは若馬の調教で
競技参加することがあるからです。レベルの高い競技では、技術の高さと馬の
美しさの迫力に魅了されます。
　乗馬は動物と心を通わせ人馬ともに成長していく、特別な楽しさがあり
ます。

年に５回の主催競技会

北海道カーリング選手権大会（妹
背牛町カーリングホール）

少年強化合宿



北 海 道 ス ポ ー ツ 少 年 団 活 動 紹 介

釧路管内スポーツ少年団連絡協議会連連連連年年年年年年年年年年年年年年年年年少少少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年少少少少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年年年年年年年少少少少ツツツツツツツツツツツ少少少少少少少少少ツツツツツツツツツツツツツツツツツツ少少少少少少少少少少少ポポポポポポポポ ツツツツツツツツツツツポポポポポポポポポポポポ ツツツツツツツツツツツツツポポポポポポポポポスススススススススススススススススススススス内内内内内ススススススススススススススススススススス内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内管管管管 スススススススススススポポポポポポススススススススススポ 議議少少少少少年年少少少少少少少少少少年年 絡絡絡路路路管管 連連 会会会会会会会会会会会会会内内内内内内内内 絡絡 会会会会会会会会会会会会会会会釧釧 協協協協協年内内内 団 会ツツツツツツ 連連連連連 議釧路管内スポーツ少年団連絡協議会

水泳スポーツ少年団 「北見スイマーズ」ズズズズズズズズズズズズズズズズズママママママママママママ ズズズズズズズズズズズママママママママママママ ズズズズズズズズズズズズズズイイイイイイイイイイイイママママママママママイイイイママママママイイイイマママイイイイイイマママママスススススススススススイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイススススススススススススススススス「「「「「「「北北北北北北北北北北北見見見北北北北北北北北北   年年年年年年年年年年年年年少少少少少少少少少少少少年年年年年年年年年少少少少少少少少少少少年年年年年年ツツツツツツツツツツツツ少少少少少少少少少ツツツツツツツツツツツツ少少少少少ポポポポポポポポポ ツツツツツツツツツツツツポポポポポポポポポ ツツツツツツツツツツツツツツツツツポポポポポポポポススススススススススススススススススス泳泳水水水水水水水水水水水水水水水水水 北北北北北北北北北北見見北北北北北北北北 ススススススススススススススススススススススス ズズズズズズズズズズズ」」」」」」」ズズズズズズズ泳泳泳泳泳泳泳泳スススススススススススススススススススススス水水水水水水水水水水泳泳泳水水水水水水水水水水 ススススススススススポポポポポポススススススススススススススススポポポポ水水水水 少少少少少少少少少年年少ツツ水水水 ツ少少少水水水水水 年年年泳泳泳泳泳泳水水水泳泳泳 ママ ズズ北北北北水泳スポーツ少年団 「北見スイマーズ」
　水泳を通し、健全な心身を養う。
　活動を通し楽しい仲間つくりをする。
　泳力の向上を目的に昭和51年に発足、間もなく45年を迎えます。
　現在157名の団員が5クラスの泳力別に分かれ、泳ぐ楽しさと共に練
習に励んでおります。

　メインの少年団大会では日
ごろの成果を発表。
　日本水泳連盟の泳力検定
資格給にもチャレンジをし、自
信をつけております。
　年に一度の団員一同での交流大会では思いがけずの泳力発揮に
目を見張るコーチ陣が喜びを感じる一日です。

　釧路管内スポーツ少年団連絡協議会は釧路管内１市７町村で構
成されております。
　釧路管内事業としては、指導者・母集団交流研修会や管内交流
事業、地域交流事業などを行っています。
　また、「釧路市・釧路管内ジュニア・リーダースクール（前・後期）」
を毎年開催し、多くの団員が参加しており、活発な団活動の中心的
役割が出来るリーダーとしての資質向上を図っております。
　令和元年度については、８年ぶりに日独同時受入事業を実施い
たしました。

飛び込みチャレンジ

北海道スポーツ協会は

公益財団法人 北海道スポーツ協会

北海道スポーツ協会

総務・会計課

全員集合！

に

大会楽しんでます

長靴アイスホッケー体験

（日独スポーツ少年団同時交流事
業） 折り紙作り体験

（日独スポーツ少年団同時交流事
業）

班活動をする少年団員達

（ジュニア・リーダースクール）

　ドイツから指導者・団員合わせ７名が来釧し、地元のスポーツ少
年団員や学生と、長靴アイスホッケー、スポーツ吹矢、そば打ちや
折り紙体験などを行いました。また、民泊プログラムでは、ホームス
テイ先のホストファミリーと交流を行うなど、期間中の様々な体験
プログラムを通じた交流の中で、お互いの国の異なる文化に対し
理解を深め合うことができ、大変充実した交流となりました。
　今後も引き続き、積極的な管内各事業活動を通じて釧路管内各
市町村スポーツ少年団活動の支援や育成に努めて参ります。
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総 合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 活 動 紹 介

　2010年3月、オホーツク海に面する枝幸町にクラブの
前身であるスキースポーツ少年団を発展的に解散し総合
型SCを設立しました。翌年1月にはNPOの法人格を取得
し現在に至っております。スポーツの力で町を元気にする
ことを使命とし、「元気」「仲間」「感動」「成長」が合言葉で
す。
　現在28名の職員は地域のスポーツボランティアと協働
し、昨年度は約700回の事業を開設し、受益対象者数は
約1万人となりました。また、2013年4月からは道内の総
合型S Cとしては初めて指定管理者の指定を受け、町内
にある総合体育館やプール、スキー場など７つのスポーツ
施設の指定管理者業務を担っております。
　今後も地域の「元気発信基地」としての役割を十分に発
揮し、町の活性化に取り組んでまいります。

　平成１２年４月１０日、体育協会・自治会・学校など地域
が一つとなり、「多寄スポーツクラブ」が設立され今年で
創立満２０年を迎えます。
　目指す姿は、スポーツを通じた多世代交流と身近に感
ずる地域コミュニティの促進と地域教育力の向上です。
基本的に日常の大人の競技スポーツは体育協会、クラブ
は子供達の活動と多世代交流活動を軸として活動し、ス
ポーツクラブと体育協会は「表裏一体」として、ともに活
動を行っています。
　クラブの考え方のもう一つの特徴は、「作れるものは自
分達で」があり、クラブハウスや公認パークゴルフ場、活
動用具を会員たちで作り活用しています。

　沼田町の一般社団法人N-link.は、平成22年に設立し今年の3月
で10年目を迎える小さな町の小さなクラブです。
　定期教室5つの他に5つの委託事業を受けており、子供から高齢
者まで多世代の方と日々関わらせていただいています。
　N-link.スタッフは全員主婦です。参加者1人1人の事を考え皆が
喜ぶアイデアがたっぷり詰まった教室ばかりです。
　大きなことはできなくても『できる範囲をできる事から！』『参加者
も指導者も関わる全ての人が全員楽しく！』をモットーにこれからも
たくさんの人の為に笑顔や元気を届けていけたらと思います。
　

多寄スポーツクラブ

特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ（略称：エムスク）

一般社団法人N-link.

北海道障がい者
冬季スポーツ大会

温泉まるごとげんき運動教室

マラソン教室

筋肉番付インたよろ

3.11東日本大震災・
胆振東部地震追悼
（スノーランタンの集い）

町民健康教室

小学校体育授業

スポレック

夢・チャレンジ事業

会

町民健康教室

笠山スポ ツクララブ（（（略略称

北海道障がい者

夢・チャレンジ事業

温泉まるごとげんき運動教室

スポレック

筋肉番付インたよろ

3 11東日本大震災

町民健康教室町民健康教室

3
胆
（ス

3



体 育 の 日 無 料 開 放

お父さん・お母さんと一緒に参加のキッズクラブ体験会 全長15ｍ！どこまで登れるか…クライミング体験会

初開催の北海道コンサドーレ札幌バドミントンチームの
皆さんによる体験会

　10月14日（月・祝）に行った『体育の日無料開放』では、

延べ5,648名の方々にご来場いただきました。

　今年は北海道コンサドーレ札幌バドミントンチームの皆

さんの体験会も初開催し、多くの来場者が楽しく体験会に

参加してくれました。

　道内のプロスポーツチームの体験会は今年も大人気。

　来場者は各体験会に参加し、スポーツ応援米等の特典を

受取って笑顔溢れる1日となりました。

　来年度は東京2020オリンピック・パラリンピックの関係

で7月に変更、『体育の日』としての無料開放も今年度で終

了し、来年度からは『スポーツの日』となります。

新規加盟団体紹介

生涯スポーツ「ペタンク」で人生を彩る 北海道ペタンク・ブール連盟
　昭和６３年９月、北海道ペタンク協会として設立され、平成２５年６月、北海道ペ
タンク・ブール連盟に名称を変更しました。現在札幌市、北見市、士別市、美幌町、
池田町、森町、安平町、むかわ町、白老町の９協会、会員数２７４名の組織です。北
海道のスポーツ振興に貢献するために、令和元年９月公益財団北海道スポーツ
協会に加盟しました。
　ペタンクは、１９１０年に南フランスで生まれたボールスポーツです。「いつで
も」「どこでも」「だれとでも」気軽にプレーできるもので、ゲームではたった１球
で形勢を有利にしたり、大量得点を取ったりするところに面白さがあります。その
ためには集中力を必要とし、巧妙な戦略と高度な技術を身につけて思い通りの
投球ができたときは爽快感があります。
道及び日本連盟主催大会を４月から９月にかけて１３大会を各協会主管で開催し
ています。人生９０年代と言われる今日、老若男女が楽しめる生涯スポーツとして
まだまだ発展の可能性を信じて普及に努めます。

道 タンク ブ 連道 タンク ブ 連道 タンク ブ 連

北海道知事杯
ペタンク大会
（札幌市・４月）

北海道
オホーツク
オープン
ペタンク大会
（北見市・６月）



北海道スポーツ協会
公益財団法人 日本スポーツ協会

道スポ協及び関連ホームページアドレス

vol.166vol.166

令和元年度 道スポ協広告協賛社一覧

■ ミズノ株式会社北日本支社北海道営業所
■ 公益財団法人スポーツ安全協会北海道支部

■ 株式会社セコマ
■ 日本管財株式会社北海道支店

■ 株式会社オリジナルHOTTａ
■ ホクレン農業協同組合連合会

企
業
名

（敬称略）

令和元年度 スポーツ応援米インナー販売協力団体一覧
企
業
名

（敬称略）

令和元年度 寄附者名簿一覧 （順不同・敬称略）

【 特 別 寄 附 】 株式会社 北洋銀行／取締役頭取　安田光春
ホクレン農業協同組合連合会
株式会社 アルファベットパステル／代表取締役　濱田一康
株式会社 昭和総業／代表取締役　加藤欽也

【一般寄附金 ： 企業・団体】

一般財団法人北海道ラグビーフットボール協会／理事長

医療法人功仁会釧路皮膚科クリニック／理事長

医療法人社団道修会森歯科医院／理事長

十勝体育団体協議会／会　長

一般社団法人札幌ゴルフ倶楽部／理事長

豊平商店街振興組合／理事長

税理士法人さくら総合会計／代表社員

道央情報サービス協同組合／理事長

エス・バイ・エス事業協同組合／理事長

津 軽 　 敦 志

足 立 　 功 一

森 　 　 修 二

細 川 　 吉 博

太 田 　 三 夫

山 田 　 文 男

庵 原 　 史 章

小 野 　 　 徹

橋 井 　 洋 一

【一般寄附金 ： 個人】

（上記以外に46名の方からご寄附をいただいております。）

北 村 　 優 明
川 村 　 恒 宏
山 本 　 繁 一

鎌 田 　 誠
渋 谷 　 年 通
印 藤 　 智 一

長 澤 　 茂 嗣
伊 端 　 隆 康
村 木 　 重 夫

倉 知 　 敏 博
森 野 　 和 泰
山 口 　 淳 一

八 木 真 理

令和元年度 Sports for All 推進費付き自動販売機設置先一覧
設置市町村 設置市町村 設置市町村

（敬称略）

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札 幌 市

札幌清田高等学校

ミズノ株式会社北日本支社 北海道営業所

株式会社 竹原鉄工所

株式会社 HBA

札幌国際大学

ホテル 新東（ロビー）

ホテル 新東（自販機コーナ）

株式会社 ヴィクレオ

NPO法人 北海道ベースボールクラブ（ホーネッツ室内練習場）

一般社団法人北海道歯科医師会館

北海学園大学 第2体育館

北海学園大学 清田グラウンド

北海商科大学 2号館

札 幌 市

札 幌 市

北広島市

恵 庭 市

江 別 市

当 別 町

七 飯 町

岩 内 町

岩 内 町

泊 村

泊 村

旭 川 市

旭 川 市

札幌青葉鍼灸柔整専門学校

北海道歯科衛生士専門学校

星槎道都大学

株式会社 ボックス恵庭店

北翔大学  

当別町立総合体育館

大中山地域体育館

岩内町役場

岩内町民体育館

泊村公民館

泊村アイスセンター　

旭川東豊スポーツクラブ（重原整骨院永山）

旭川東豊スポーツクラブ（重原整骨院東光）

旭 川 市

深 川 市

士 別 市

士 別 市

富良野市

奈井江町

大 空 町

斜 里 町

白 糠 町

岩見沢市

様 似 町

様 似 町

末広ふれあいスポーツクラブ（地域活動センター）

深川カントリー倶楽部

士別市陸上競技場

士別市南郷市民プール

富良野市文化会館

新奈井江カントリークラブ

東藻琴B＆G海洋センター

斜里町B＆G海洋センター

北海道社会福祉事業団 白糠学園

岩見沢市総合体育館

様似町スポーツセンター

様似町観音山スポーツ公園

■ 当麻町体育協会　　■ ＮＰＯ法人清水町体育協会　　■ 北海道ボウリング連盟　　■ ＮＰＯ法人函館市スポーツ協会
■ 豊浦町スポーツ協会

北海道スポーツ協会へのご支援ありがとうございます（Ｒ2.3.27現在）

株式会社パワーコンサル／代表取締役

株式会社さくら総合Ｍ＆Ａセンター／代表取締役

有限会社札幌ビジネスエージェント／代表取締役

一般社団法人道央相続支援センター／代表理事

社会保険労務士法人さくら総合事務所／代表社員

行政書士法人さくら総合事務所／代表社員

労働保険事務組合道央労務管理協会／代表理事

株式会社エスエムシー／代表取締役

木 戸 　 善 幸

木 戸 　 善 幸

木 戸 　 善 幸

木 戸 　 善 幸

福 田 　 将 平

曽 我 　 　 忍

木 戸 　 善 幸

木 戸 　 善 幸



北海道スポーツ協会
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