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公益財団法人北海道スポーツ協会 広報

　昭和７（1932）年に北海道体育会として創立された本会は、今年創立90周年を迎えました。今
年度は創立90周年を記念した主催事業を展開してまいります。
　来るべき100周年へ向けてさらに発展してまいりますので、皆様のご支援とご協力を宜しくお
願い致します。
記念事業
●北海きたえーる「スポーツの日」無料開放事業での「特別クリニック・トークショー」等、
　本会事業での90周年冠事業の実施
●90周年記念誌の発刊
●90周年記念式典・祝賀会ならびに新年交礼会（令和５年１月５日）

　令和４年６月１７日（金）ホテルライフォート札幌において第３９回公益財団法人北海道スポーツ協会表彰式が挙行され、58
個人、19団体を表彰しました。
　2020東京オリンピック、2022北京オリンピックにおいて金メダルを獲得された選手をはじめ、国際的、または全国的なス
ポーツ競技において特に優秀な成績を収めた個人・団体及び多年にわたりスポーツの普及振興に寄与した方、スポーツ指導者
として功績のあった方々を表彰しました。
　当日は、2020東京オリンピックで金メダルを獲得された山本 優選手（ソフトボール）、銀メダルを獲得された開 心那選手
（スケートボード）、2022北京オリンピックで銀メダルを獲得された石崎 琴美選手（カーリング）に出席いただき、華やかな表
彰式となりました。
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石崎 琴美選手（カーリング）山本 優選手（ソフトボール） 開 心那選手（スケートボード）



令和４年度　定時評議員会

第39回 公益財団法人 北海道スポーツ協会表彰

（1）加盟競技団体役員
岡　嶋　　　恒
小　師　国　光
星　井　國　美
吉　村　佳　子
（2）加盟地方団体役員
神　田　英　一
熊　野　　　徹
斎　藤　　　仁
平　澤　光　志
吉　成　　　潔
吉　野　清　徳

計根別シャトルズスポーツ少年団
中標津ジャガーズバレーボールスポーツ少年団
中標津東ホルスタインバレーボールスポーツ少年団
別海水泳少年団

一般財団法人北海道剣道連盟
北海道相撲連盟
北海道ミニバレー協会
北海道体操連盟

一般財団法人士別市スポーツ協会
八雲町体育協会
NPO法人小樽スポーツ協会
一般財団法人札幌市スポーツ協会
NPO法人岩見沢市スポーツ協会
俱知安町スポーツ協会

（敬称略）受賞者一覧

小野寺　亮　二
楠　瀬　　　功

（1）個　人

（2）団　体

北海道カーリング協会
一般財団法人北海道スケート連盟

……スケート
……スケート
……陸上
……スケート
……スキー
……スケート
……スケート
……スキー
……スケート
……スキー
……少林寺拳法
……スキー
……スキー
……スキー

……ウエイトリフティング
……少林寺拳法
……ボウリング
……スキー
……自転車
……少林寺拳法
……スキー
……スキー
……ボウリング
……スキー
……スケート
……スキー
……スケート

2020東京オリンピック　野球競技　
2022北京オリンピック　ジャンプ競技　男子個人ノーマルヒル
2020東京オリンピック　野球競技　
2022北京オリンピック　スピードスケート競技　女子1000ｍ
2020東京オリンピック　ソフトボール競技　

伊　藤　大　海 
小　林　陵　侑 
近　藤　健　介 
髙　木　美　帆
山　本　　　優 

2022北京オリンピック　女子カーリング競技
2022北京オリンピック　スピードスケート競技　女子チームパシュート
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2020東京オリンピック　女子バスケットボール競技
2020東京オリンピック　女子バスケットボール競技
2020東京オリンピック　卓球競技　男子団体
2020東京オリンピック　バドミントン競技　混合ダブルス
2020東京オリンピック　スケートボード競技　女子パーク種目
2022北京オリンピック　女子カーリング競技
2020東京オリンピック　女子バスケットボール競技
2022北京オリンピック　スピードスケート競技　男子500ｍ
2022北京オリンピック　女子カーリング競技
2022北京オリンピック　女子カーリング競技

石　崎　琴　美
佐　藤　綾　乃
鈴　木　夕　湖
髙　木　菜　那
東　藤　なな子
長　岡　萌映子
丹　羽　孝　希
東　野　有　紗
開　　　心　那
藤　澤　五　月
町　田　瑠　唯
森　重　　　航
吉　田　知那美
吉　田　夕梨花

阿　部　春琉斗
阿　部　心　哉
石　川　　　蘭
今　井　柊　嘉
岩　佐　勇　研
笠　原　光太朗
久　保　杏　奈
小　池　駿　介
小　島　　　楓
小　上　楓　真
後　藤　美　羽
佐　藤　虹　斗
佐　藤　柚　月
神　　　幸太朗

瀨　川　瑠　奈
多　加　楓　花
番　井　琴　音
栃　谷　　　和
中　石　　　湊
中　野　なつみ
西　田　蓮太郎
畠中　悠生乃
松　永　歳　広
松　本　聖　也
村　下　　　巧
村　瀬　裕　矢
山　田　和　哉

〈帯広市立帯広第七中学校女子スピードスケート部〉山田 怜歩／笹渕 和花／道
見 望愛／佐藤 夏希　〈駒澤大学附属苫小牧高等学校アイスホッケー部〉米津　
碧海／山北 光稀／木村 祐翔／久田 晴貴／髙橋 一路／高崎 泰成／池田 橘平
／千﨑 龍星／福田 龍太／藤田 朝陽／森田 琉稀亜／花田 匠／荒木 零士／山
口 凌／藤間 航哉／石田 聖弥／鈴木 富士／早坂 仁／相馬 嵩士／城野 友咲／
大久保 魁斗／寺内 理雲　〈駒澤大学附属苫小牧高等学校スケート部男子チー
ムパシュート〉鮫川 友希／引地 朔野／船崎 優太　〈白樺学園高等学校スピード
スケート部女子2000ｍリレーチーム〉前田 梓／中西 琴菜／奥秋 智佳／久保 
杏奈　〈白樺学園高等学校スピードスケート部女子チーム〉中西 琴菜／堀川 桃
香／久保 杏奈／田中 蘭珠／前田 梓／丸子 夢実／奥秋 智佳　〈白樺学園高等

学校スピードスケート部女子チームパシュート〉久保 杏奈／前田 梓／奥秋 智佳
　〈白樺学園高等学校スピードスケート部男子2000ｍリレーチーム〉辻本 楓芽
／中捨 朝陽／藤中 秀斗／軍司 一冴　〈第77回国体アイスホッケー少年男子
チーム〉佐藤 壱成／米津 碧海／葛西 純昌／大和 純也／福田 琉太／小野田 蓮
／木村 祐翔／村瀬 鼓太郎／西脇 颯／清水 朝陽／小川 唯斗／大澤 龍聖／角
丸 陸斗／森田 琉稀亜／花田 匠／山口 凌　〈第77回国体アイスホッケー成年
男子チーム〉高橋 勇海／山口　連／佐藤 光／横山 恭也／大澤 翔／大場 大／
青山 大基／阿部 魁／坂本 颯／脇本 直迪／澤出 仁／村上 亮／今野 友尋／小
泉 智也／谷 慎太郎／徳田 滉也　〈第77回国体スケート少年女子2000ｍリレ
ーチーム〉小野寺 日菜／久保 杏奈／郡司 愛梨／河原 莉緒　〈第77回国体ス
ケート成年女子2000ｍリレーチーム〉小野寺 留衣／稲川 くるみ／清水 彩花
／佐々木 成果　〈東海大学付属札幌高等学校男子スキー部〉猪股 陸／村瀬　
裕矢／相澤 蓮／溝口 陽斗／髙橋 強／髙田 雄生／森 恢晟／辻 創太／中村 正
幹　〈北海道コンサドーレ旭川〉吉田 翔／坂本 勘汰／中田 悠惺／峯村 悠太／
加藤 優之介／倉田 楠楽／菅谷 脩人／斉藤 尽／清原 龍聖／横山 颯大／佐藤 
絆里／三戸 颯将／大西　愛輝／田村 佑太／上堀 太聖／村井 悠真　〈北海道
富良野高等学校少林寺拳法部〉荏原 碧／壽浅 瑠称／中村 凛／上堀 晏奈／奥
田　早茅／松本 みのり　〈北海道富良野高等学校男子スキー部〉前田 航希／
中嶋 央二郎／富田 紘生／小池 駿介
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年度事業報告、協議事項として令和３年度会計決算並びに監
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スポーツ応援米のリニューアル（商品統合）について
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020・2021年と2年連続開催中止となっておりましたが、
3年ぶりに開催出来ました『北海きたえーる　こどもの日無料開放』では、延べ1,365名の方々にご来場い
ただきました。
　メインアリーナは普段の開放と仕様が異なり、B.LEAGUEレバンガ北海道様のコートをそのまま使用し、
プロ選手と同じコート・同じバスケットリングを使用し、いつもと違う雰囲気での体験会開催となりました。
　また、走り方教室は運動会前ということもあり、多くの子供達が参加してくれました。
　他にも、エスポラーダ北海道フットサルスクール体験会、北海道日本ハムファイターズFBAジュニア・
キャッチボール体験会、バドミントン・卓球・ミニバレー開放、ベビーマッサージ＆ヨガ等多くの体験会を開催
しました。
　天候にも恵まれ、朝から多くのご家族にご来場いただきました。
　久しぶりに子供たちの笑顔が見ることができ、日常が戻りつつある心温まる日となりました。
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　今年3月にリニューアル発売された「北海道スポーツ応援米」の売上金
を活用して、ホクレン農業協同組合様、北海道日本ハムファイターズ様と
ともに、北海道の子どもたちのスポーツ活動を応援する「北海道スポーツ
応援プロジェクト」の第１弾を北海きたえーるにて開催いたしました。
　本イベントでは、北翔大学陸上部監督の北風沙織氏による走り方教室
や、北海道スポーツ応援米を使用したお弁当を食べながら食育講座を実
施し、子どもたちの笑顔あふれるイベントとなりました。

　今年3月にリニューアル発売された「北海道スポーツ応援米」の売上金
を活用して、ホクレン農業協同組合様、北海道日本ハムファイターズ様と
ともに、北海道の子どもたちのスポーツ活動を応援する「北海道スポーツ
応援プロジェクト」の第１弾を北海きたえーるにて開催いたしました。
　本イベントでは、北翔大学陸上部監督の北風沙織氏による走り方教室
や、北海道スポーツ応援米を使用したお弁当を食べながら食育講座を実
施し、子どもたちの笑顔あふれるイベントとなりました。

　この度、北海道応援プロジェクトの一環として、「ファイターズ×ホクレン北海道スポーツ応援米」がリニューアルされ発売されました。
　本商品の売り上げの一部（1kgあたり1円）を本会主催事業の「トップアスリートチャレンジ」や食育企画を通じて、北海道の未来を担う子どもたちの健やかな成長を
応援します。販売以来、売り上げの1kg1円を本会が行う子供の体力向上事業に対しご支援いただき、これまで12年にわたり、広告協賛と合わせて総額2千万円となっ
ております。
　今回のリニューアル後も、引き続き本会事業に対し支援を継続していただけることとなっており、本会としましても引き続き販売促進に協力をしていきます。　
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プロ選手と同じコート・同じリングで開催！
レバンガ北海道バスケットボール

アカデミー体験会

いつもと雰囲気の異なる会場で開催！
エスポラーダ北海道フットサルスクール体験会

大人気企画
運動会のための走り方教室

ミニバレー開放
家族でのご来場が多く見受けられました



　ヨーロッパの積雪寒冷地で猟師たちが雪山をスキーで駆け巡り、銃で狩猟していたことにルーツを持つバイアスロンは「クロスカント
リースキー」と「ライフル射撃」が融合したスポーツで、ライフル銃を背負ってクロスカントリースキーで滑走し、その途中50ｍ離れた的を
撃ち抜く競技です。全力で走った直後、心拍数が上がった状態にありながらも離れた的を撃ち抜く「動」と「静」のコントラストと、射撃の命中
率により都度順位が入れ替わるというスリリングさがこの競技の魅力です。
　バイアスロンは北欧や東欧、ドイツ、イタリア、フランスといったヨーロッパの国々では冬季人気No.1スポーツとされ、大手自動車・飲料
メーカーや銀行等がスポンサーに名を連ねるワールドカップ（例年11月下旬～3月中旬まで欧州各国で開催）には数万人収容のスタジア
ムいっぱいに観客が訪れるほどの人気を誇ります。
　当連盟ではこのワールドカップへ派遣する選手選考会として、毎年10月にサマーバイアスロン日本選手権大会を実施しています。冬季
ではないのでローラースキーによる大会になりますが、是非この機会にバイアスロンの魅力に触れていただけると嬉しいです。西岡バイア
スロン競技場（札幌市）でお待ちしております！
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　バイアスロンは北欧や東欧、ドイツ、イタリア、フランスといったヨーロッパの国々では冬季人気No.1スポーツとされ、大手自動車・飲料
メーカーや銀行等がスポンサーに名を連ねるワールドカップ（例年11月下旬～3月中旬まで欧州各国で開催）には数万人収容のスタジア
ムいっぱいに観客が訪れるほどの人気を誇ります。
　当連盟ではこのワールドカップへ派遣する選手選考会として、毎年10月にサマーバイアスロン日本選手権大会を実施しています。冬季
ではないのでローラースキーによる大会になりますが、是非この機会にバイアスロンの魅力に触れていただけると嬉しいです。西岡バイア
スロン競技場（札幌市）でお待ちしております！

　日本綱引連盟は、早稲田陸上OBおよび日体大陸上OBがベースとなり発
足し、北海道にも同様な流れで組織勧奨が進み、北海道陸協の川崎誠一郎会
長（（当時）日本綱引連盟副会長）が中心となって1981年に北海道綱引連盟
は発足した。
　1982年の北海道選手権大会を制した「置戸町人間ばん馬」は、83年・84
年の全日本選手権大会も制覇し日本綱引競技の黎明期をけん引した。
　84年暮れの北海道選手権大会は、道南の「八雲立岩イーグルス」が優勝
し、85全日本選手権大会に臨むも、準決勝でV4をめざす「置戸町人間ばん
馬」に3分23秒の死闘の末敗れた。
　この85年までの全日本は、決勝戦以外は1本引きであるなど問題が山積み
の運用の中、北海道女子が参戦したのもこの1985年全日本が最初である。
　綱引競技が全国的に拡大した大きな要因は、全国JA綱引選手権大会の存
在が挙げられる。不景気の現在では考えられないだろうが「アゴ・アシ・マクラ
付き」の丸抱えは、全国に無数のチームを生み、日本綱引の下支えとなった。
　そんな中、旭川は男女ともJAとは無関係のクラブチームが強豪北海道の
中心となって君臨して行く。
　男子は「 道電工旭川 」、女子は「 旭川BL 」である。
　特に旭川BLは二度の世界選手権大会の日本代表として共に3位入賞と、
2001年のワールドゲームズでは準優勝の成績を残している。
　現在、北海道綱引連盟の事務局は旭川にあり、和歌山国体の際には、旭川
BL選手たちが高校生を指導し、高校男子部門優勝、高校女子部門準優勝を
果たすなど北海道綱引を守り導いており、週3回の練習を継続している。
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　東川大雪野球少年団は、東川町内の子どもを中心に近隣の子どもたちも仲間に加え、「人間力育成」と「野球での活躍」の両輪を大切に活
動しています。目指すは「ノー（脳）サイン野球」です。子どもが「①状況」、「②自分の力量」、「③相手の力量」の３要素を判断材料に、自ら戦
術・戦略を選択します。誰かの言いなりで「やらされる野球」ではなく「自ら考え判断する野球」です。指導理念は「じゃあどうすればいいの？」
までを指導することです。選手にただプレッシャーをかけるだけの指導は厳禁としています。言葉を大切にすると共に「やってみせ、言って聞
かせて、させてみて、褒めて認める」そんな指導を大切にしています。最終的には、子どもが野球の楽しみを知り、好きになることが何よりも
のゴールです。全国制覇を目指し、日々練習を重ねていますが、子どもの胸のトキメキを見失わないチームであり続けます。
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　神恵内村は北海道で２番目に人口が少ない村で、神恵内村スポーツ少年団は、「卓

球・バレーボール・バドミントン」の３団体、団員２６名と各団の指導者・役員などで組織

されています。

　各団、季節を問わず練習に励み、今年度は、卓球では北海道予選を通過し、「全農杯 

2022年全日本卓球選手権大会」「第３６回全国ホープス北日本ブロック大会」に出場

しました。

　バレーボールは近隣町村と合同チームとなり南北海道予選を通過し、「第４２回全日

本バレーボール小学生大会」に出場するなど日々の練習の成果を十分に発揮してくれ

ています。

　少子化により団員数が減少傾向にあるなか、いまだ終息の見えないコロナ禍も相

まって少年団活動のなかで数々の問題がありますが、スポーツをとおしての学びを止

めず、心身をたくましく育てることが出来るように、少年団だけではなく村を挙げて少

年団活動の継続・発展に取り組んでまいります。
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集合写真：チームの向上は、選手・指導者の力だけでなく、保護者の力
があってこそ。だから優勝した時は、必ずチームの一員という意味を込
めて、必ず保護者も含めた集合写真を撮ります。

ベンチ内の様子：ベンチ内でも選手が主役です。選手が先頭に立っ
て主役となってがんばります。指導者は選手を裏で支える縁の下の
力持ち。どうしても困った時は、指導者が先頭に立つこともありま
すが、基本は子どもたちが自分たちの力で試合を展開します。

集
が
め

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

vol.171vol.171



北海道スポーツ協会では、スポーツ振興くじ助成事業（クラブアドバイ
ザー配置事業）を受け、クラブアドバイザーを1名配置し、道内の総合型
地域スポーツクラブに対し指導助言、啓発活動等を行っています。

登録・認証制度って？

「登録・認証制度」「総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」に関するお問い合わせ

生涯スポーツ課　TEL : 011-820-1707

　総合型クラブが、より公益性の高い「社会的な仕組み」
として、永続的に充実した活動を行えるよう、第2期ス
ポーツ基本計画に基づき、日本スポーツ協会と都道府県
スポーツ協会が関係団体と連携し整備されました。
　この制度は、総合型クラブが地方自治体等とパート
ナーシップを構築し、公益的な事業体としての役割を果た
していくために、活動実態や運営実態、ガバナンス等につ
いての要件を基準としています。

※今年度は登録制度のみスタートとなります。

　今年度より、当協会内に「総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」を設置し、日本スポーツ協会・北海道と連携しながら登録・
認証制度の運用や道内総合型地域スポーツクラブの活動支援を行っていきます。

登録基準
①多種目（複数種目）のスポーツ活動を実施している。
②多世代（複数世代）を対象としている。
③適切なスポーツ指導者を配置している。
④安全管理体制を整備している。
⑤地域住民が主体的に運営している。
⑥規約等が意思決定機関の議決により整備され、当該規
約等に基づき運営している。

⑦事業計画・予算、事業報告・決算が、意思決定機関
で議決されている。

※初年度は上記を満たしていないクラブの仮登録できます。

 当協会 HP

総合型地域スポーツクラブ
全国協議会

支援
支援支援

支援

日本スポーツ協会

総　会

各種取組（研修会等）

常任理事会

専門部会 専門部会

総合型地域スポーツ
 クラブ連絡協議会

・道スポ協理事
・学識経験者
・総合型クラブ代表者

クラブ クラブ クラブ ……

……

各種取組

登
録

登録

総合型地域スポーツ登録審査委員会
（事務局：北海道スポーツ協会）

北海道スポーツ協会

普及・生涯スポーツ委員会
北海道  各市町村

道内総合型地域スポーツクラブ

令和4年

4月1日～



hokkaidosportassociation

公式インスタグラム開設！！
I N F O R M A T I O N

スケート競技会・アイスホッケー競技会
　大会スローガン「銀盤に 君の軌跡よ 花ひらけ」
　期日：令和5年1月28日（土）～2月5日（日）
　会場：青森県八戸市・南部町

スキー競技会
　大会スローガン「白銀に 映えるみんなの 夢・未来」
　期日：令和5年2月17日（金）～2月20日（月）
　会場：岩手県八幡平市

vol.171vol.171

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

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　荒川　裕生

● 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。

スキー競技会会
花ひらけ」

スケスケートスケスケ

北海道立総合体育センター（北海きたえーる）の第５期指定管理者として決定
　本会は「北海きたえーる」の指定管理者として、平成18年度の指定管理者制度導入時から4期16年に亘
り、管理運営を行ってまいりました。
　昨年10月には、第5期（令和4年4月～令和9年3月）の指定管理者公募要項が設置者である北海道より公
表されました。
　12月に選定委員会へ提案書（業務計画書）を提出し、プレゼンテーションを行った結果選定委員の方々から
高い評価をいただき、引き続き第5期目も「北海きたえーる」の指定管理者となることが決定いたしました。ま
た、第５期目より指定管理期間が４年間から５年間となりました。
　今後ともより一層の経営改善を進め、スポーツ北海道宣言の実現を目指し、引き続きお客様目線に立った
道民のための施設運営に取り組んでまいります。

６月より北海道スポーツ協会インスタグラム（hokkaidosportassociation）を開設し、
既に開設している北海きたえーるとともに様々な活動の情報発信に取り組んでいます。
いいね！やコメント、ご意見ご感想、またスポーツ活動の写真などお待ちしております！

特別国民体育大会冬季大会

スポーツ
協会

北海
きたえーる

令和2年に開催予定だった第75回鹿児島国体が新型コロナウイルス感染症の影響により延期となったため、令和5年(2023)は冬季大会を含め、特別国体として開催になりました。



北海道スポーツ協会

令和４年度の加入手続きは簡単・便利なＷＥＢから！
　加入まで３つのステップ、まずは「スポあんねっと」と検索

①　新規会員登録　▶②　「スポあんねっと」で加入手続（名簿作成）　▶③　掛け金の支払い
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