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秋田市ジュニア陸上競技クラブ　　秋田陸上競技協会 

西目町高齢者バレーボール和楽美会　　由利本荘市体育協会 

牧　野　昭　一中　田　正　好伊　藤　康　夫



　　　　　 s

加茂谷　修　佳　　　　　陸　上　競　技　　　アドバスライフ  
成　田　耕　治　　　　　ス　　キ　　ー　　　十和田高校  
佐　藤　久　和　　　　　ス　　キ　　ー　　　秋田北鷹高校  
佐　藤　範　朋　　　　　ス　　キ　　ー　　　花輪高校 

保　坂　　　健 レ ス リ ン グ 早稲田大学２年 
多胡島　伸　佳 レ ス リ ン グ 明桜高校３年　  
吉　川　航　平 レ ス リ ン グ 秋田商業高校３年 
古　城　涼　真 レ ス リ ン グ 秋田商業高校２年 
佐々木　　　翼 カ　　ヌ　　ー 秋田県体育協会 
佐々木　　　優 カ　　ヌ　　ー 秋田県カヌー協会 

 陸　上　競　技 本荘高校３年 
 陸　上　競　技 秋田高校３年 

加　藤　峻一郎 剣　　　　　道 秋田商業高校３年 
簾　内　長　仁 フェンシング 秋田北鷹高校３年 
安　部　夏　帆 フェンシング 聖霊女子短期大学付属高校３年 
矢　野　千　尋 な　ぎ　な　た 大曲農業高校３年 
池　田　　　圭 陸　上　競　技 東北福祉大学４年 
相　馬　絵里子 陸　上　競　技 筑波大学３年 
久保木　　　怜 水　　　　　泳 神奈川大学４年 
大　坂　　　昂 レ ス リ ン グ 早稲田大学３年 
五十嵐　琢　磨 レ ス リ ン グ 日本体育大学４年 
齊　藤　信之介 レ ス リ ン グ 日本大学４年 
門　脇　　　翼 自 転 車 競 技 東北学院大学１年 
大　山　宏　仁 自 転 車 競 技 東北学院大学２年 
藤　原　和　朋 ウエイトリフティング 日本大学４年 
小　野　祐　佳 カ　　ヌ　　ー 筑波大学４年 
高　橋　大　斗 ス　　キ　　ー s土屋ホーム 

 ス　　キ　　ー 東京美装興業s鹿角事業所 
湯　瀬　航　大 ス　　キ　　ー 花輪高校３年 
兼　子　佳　代 ス　　キ　　ー 稲川養護学校 
石　垣　寿美子 ス　　キ　　ー 秋田ゼロックスs

加　賀　誠　幸 ス　　キ　　ー 秋田県スポーツ科学センター 
田　中　聖　土 ス　　キ　　ー 花輪高校２年 
大　森　菜保子 ス　　キ　　ー 秋田ゼロックスs

小山内　佳　彦 ス　　キ　　ー 東京美装興業s鹿角事業所 
児　玉　宗　史 ス　　キ　　ー 十和田高校３年 
金　子　未　里 ス　　キ　　ー 秋田いすゞ自動車s 
沼　森　愛　奈 ス　　キ　　ー 花輪高校１年 
倍　賞　和　己 ス　　キ　　ー 花輪高校３年 
折　戸　仁　美 ス　　キ　　ー 十和田高校３年 
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浅　井　咲　来 陸　上　競　技 釈迦内小学校５年 

成　田　　　萌 陸　上　競　技 綴子小学校６年 

 陸　上　競　技 能代商業高校２年 

高　野　雪　愛 水　　　　　泳 秋田大学教育文化学部附属中学校１年 

加賀谷　庸一朗 レ ス リ ン グ 国士舘大学３年 

 レ ス リ ン グ 天王小学校２年 

 女　子　相　撲 大湯小学校６年 

高　橋　み　か 女　子　相　撲 三輪中学校２年 

有　馬　雄　生 柔　　　　　道 天王小学校５年 

三　浦　裕香理 柔　　　　　道 天王南中学校２年 

土　佐　千　乃 フェンシング 仁井田小学校５年 

森　川　すみれ バドミントン 八郎潟小学校４年 

藤　田　菜々瀬 ス　　キ　　－ 合川中学校３年 













指導方針 

心に残る、選手とのエピソード
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～ 御協力ありがとうございます ～ 

秋田魁会 秋田ヤナセ㈱ 学校法人聖霊学園 秋田信用金庫  

秋田県信用保証協会 羽後日産モーター㈱ ㈱秋田温泉さとみ 秋田県少林寺拳法連盟  

秋田県柔道連盟 ㈱東北ビルカンリ・システムズ ㈱光輪技研 秋田ホーチキ㈱ 

東北労働金庫秋田県本部 ㈲すぐる不動産 (医)慈心会  寺田内科医院 (医)青嵐会  

㈲雄駿 ㈱本間 秋田白玉工業㈱ 秋田テレビ㈱  

伊藤建設工業㈱ 清三屋商事㈱ 猿田興業㈱ 秋田指月㈱  

秋田県自転車競技連盟 にかほ市体育協会 秋田県バス協会 ㈱ルーラル大潟  

(医)あけぼの会花園病院 ㈲佐々木製作所 由利工業㈱ ㈱竹半  

(医)弘仁会  島田病院 秋田県薬剤師会 社会医療法人  明和会 船川臨港運送㈱  

㈱男鹿テクノ 堀江建材㈱ 秋田県歯科医師会 ㈱鹿角パークホテル  

秋田いすゞ自動車㈱ ㈱サノ・ファーマシー 東亜道路工業㈱秋田営業所 ㈱大同観光  

わかみハート薬局 一般社団法人 秋田県ハイヤー協会 秋田運送㈱ ㈱アテック  

大堂電機自動車工業㈱ 東北森永乳業㈱秋田工場 文化シャッター秋田販売㈱ (医)回生会  秋田回生会病院 � 

秋田県建設業協会 奥羽電気設備㈱ ㈱エフエム秋田 大塚製薬㈱  

ダイドードリンコ㈱ 東北環境管理㈱ 羽後電設工業㈱ 中田建設㈱ 

秋田ステーションビル㈱ 日本電機興業㈱ ㈱黒澤塗装工業 臨海砕石㈱  

㈱八郎潟印刷 ロイヤルモーター㈱ みちのくキヤンテイーン㈱秋田営業所 創和技術㈱  

コマツ秋田㈱ ニプロ㈱大館工場 秋田県木材産業協同組合連合会 秋田空港ターミナルビル㈱  

タプロス㈱ 大洋ビル管理㈱ 秋田ゼロックス㈱ 千代田興業㈱  

加藤建設㈱ 秋田県バドミントン協会 辻兵商事㈱ 秋田県武術太極拳連盟  

ルポールみずほ トップツアー㈱秋田支店 名鉄観光サービス㈱秋田支店 ネッツトヨタ秋田㈱ 

秋田朝日放送㈱ 太平山観光開発㈱ 秋田県障害者スポーツ協会 石垣鐵工㈱  

㈱ユアテック秋田支社 全国農業協同組合連合会秋田県本部 辻不動産㈱ 白神森林組合  

(医)慧眞会 (医)久幸会 ㈱NIPPO秋田統括事業所 日本機械工業㈱ 

㈱ささき コクヨ東北販売㈱秋田支店 ㈱友愛ビルサービス 奥山ボーリング㈱  

㈱丸臣高久建設 日本精機㈱ ㈱秋田ケ－ブルテレビ ㈲佐藤養助商店   

秋田県ソフトボール協会 秋田県広告業協会 

 

半　田　祐　毅　　　　　佐　藤　卯兵衛　　　　　宮　田　正　馗　　　　　奈　良　正　人　　　　　細　谷　孝二郎　　　　  

米　塚　善之助　　　　　安　藤　　　進　　　　　尾　形　　　隆　　　　　児　玉　　　要　　　　　菅　原　弥三郎 

伊　勢　準　造　　　　　渡　部　　　聡　　　　　佐　藤　有　一　　　　　秋　元　昌　貴　　　　　熊　谷　金次郎　　　　  

塩　川　英　二　　　　　金　子　良　雄　　　　　伊　藤　正　子　　　　　渡　辺　正　典　　　　　齋　藤　栄　一 

中　村　六　郎　　　　　滑　川　利　生　　　　　西　村　悦　子　　　　　松　原　　　巧　　　　　佐　藤　孝　志　　  

池　田　　　正　　　　　田　中　忠　夫 

 



 

株式会社アイセス アイネックス株式会社 株式会社アールシー・テック  

ＡＡＢ秋田朝日放送 秋田運送株式会社 秋田協同印刷株式会社  

秋田銀行 秋田空港ターミナルビル株式会社 秋田経理情報専門学校  

秋田県空手道連盟 秋田県建設機械器具リース業協会 秋田県自動車販売店協会  

秋田県信用組合 秋田県信用保証協会 秋田県中学校体育連盟  

有限会社秋田工房 株式会社秋田県分析化学センター 秋田魁新報社  

秋田車体株式会社 秋田ジンクソリューションズ株式会社 秋田ジンクリサイクリング株式会社  

秋田信用金庫 秋田製錬株式会社 秋田県石油商業協同組合  

秋田ゼロックス 秋田総合リース株式会社 秋田中央印刷株式会社  

(株)秋田中央機工 秋田中央交通 ＡＫＴ秋田テレビ  

株式会社秋田デンカ 秋田東和電材株式会社 秋田ビューホテル  

秋田キャッスルホテル ＡＢＳ秋田放送 秋田ホーチキ株式会社  

株式会社アキタ・ランドシステム 秋田リサイクル・アンド・ファインパック株式会社 秋田レアメタル株式会社  

秋田瀝青建設株式会社 秋田ヤナセ株式会社 アシックス  

有限会社飛鳥ハウジング 株式会社安藤醸造 株式会社板橋組  

株式会社伊藤園秋田支店 医療法人敬徳会藤原記念病院 医療法人あけぼの会花園病院  

医療法人光智会 医療法人祐愛会加藤病院 有限会社インテリアマコト  

羽後交通 羽後設備株式会社 羽後電設工業株式会社  

羽後日産モーター株式会社 エコシステム小坂株式会社 えちごやクリニック  

株式会社エル・アンド・デー ＮＰＯ秋田ＲＧ愛好会 有限会社奥州食品  

有限会社大内電気 大館地区DOWAグループ 大塚製薬  

大原旅館 株式会社オールホンダ 株式会社男鹿興業社  

男鹿ゴルフクラブ カークリーンイスト 株式会社加藤組  

加藤商事株式会社 有限会社河辺不動産鑑定所 株式会社寒風  

株式会社北日本リース キャタピラー東北株式会社 協和石油株式会社  

株式会社工藤米治商店 グリーンフィル小坂株式会社 株式会社グレイスランド  

研修のリファイン 小坂製錬株式会社 五城目トーヨー住器株式会社本荘店  



伊　藤　キヨエ　　　　伊　藤　美佐夫　　　　今　川　和　輝　　　　宇賀神　　　明　　 

利　部　　　浩　　　　加　藤　義　光　　　　木　村　　　了　　　　今　　　善　昭　　 

佐々木　岩　男　　　　佐々木　　　茂　　　　佐　藤　正　雄　　　　佐　藤　正　光　　　　 

眞　坂　廣　男　　　　宮　越　智　也　　　　山　下　　　亨　　　　須　田　精　一　　　　 

　橋　健　一　　　　能登屋　　　進　　　　船　木　隆　夫　　　　三　浦　義　弘　 

有限会社小西タイヤ コマツ秋田株式会社 株式会社ササキボデー  

有限会社佐藤養助商店 株式会社サノ・ファーマシー 株式会社沢木組  

株式会社三共サービス 山王整形外科医院 三和興業株式会社  

株式会社シーエフシー 有限会社俊光建機 株式会社荘内銀行秋田支店  

昭和電気工業株式会社 株式会社スーパートゥデイ 株式会社菅与組  

株式会社鈴木空調機器 積水樹脂株式会社 瀬下ワールドファミリー会  

太平興業株式会社秋田支店 株式会社大雄建設 株式会社太洋石油店  

竹半スポーツ タプロス株式会社 ツカダ商会  

東京美装興業株式会社鹿角事業所 東芝電材マーケティング株式会社東北支社秋田支店秋田営業所  

東北電材株式会社 東北電設販売株式会社 東北ミツワ電機株式会社秋田支店  

有限会社東立 株式会社トーセキプロダクツ DOWAセミコンダクター秋田株式会社  

DOWAテクノリサーチ株式会社 DOWAホールディングス株式会社秋田事業所 中田建設株式会社  

株式会社仲村保険サービス 西村土建株式会社 ＮＩＰＰＯ秋田統括事業所  

日本海警備保障株式会社 株式会社日本ピージーエム ネオス株式会社秋田営業所  

株式会社八郎潟印刷 花岡土建株式会社 株式会社花徳  

東日本コベルコ建機株式会社 菱明三菱電機機器販売株式会社 株式会社備品レンタルセンター  

有限会社深沢電装 株式会社藤通商 有限会社船貞工業  

ベストトラベル大曲営業所 北秋容器株式会社 北都銀行  

有限会社本庄建設 株式会社松原印刷社 株式会社マリーナ秋田  

株式会社丸栄堂 マルト建設株式会社 有限会社丸ノ内サービス  

みちのくキヤンテイーン株式会社 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社秋田営業所  

三ツ星商会秋田支店 三ツ星館 ＢＩＧバーガー  

ミズノ 株式会社むつみワールド 有限会社元木鈑金  

有限会社桃山 山下商事株式会社 ユーアイ警備保障  

ユナイテッド計画株式会社 有限会社ユニバース 横山板金店  

吉本眼科医院 Ｌａｄｙ Ｍ．Ｉ ロイヤルモーター株式会社 

 



　・第１回臨時理事会の議案について 
 

・第67回国民体育大会ぎふ清流国体の結果
について 

・東北総合体育大会の開催方法について 
・「国体活性化プロジェクト・中間報告」

に対する書面調査の結果概要について 
・第11回日韓青少年冬季スポーツ交流事業

について 
・寄附金の申込状況について 
・役員（理事、監事）の改選手順及び日程

等について 
・第68回国民体育大会冬季大会秋田県選手

団本部役員（案）について 
・国民体育大会用公式ユニフォームの追加

について 
 

　・秋田県スポーツ賞第１次審査について 
 

 
 

 
　・秋田県スポーツ賞の選考について 
 

 
・秋田県スポーツ賞第２次審査について 
・人見スポーツ賞・畠沢国体賞・辻ジュニ

アスポーツ大賞審査について 
・スポーツ賞各賞の規程の改正について 

 

 
　・平成24年度事業報告について 
　・総合型クラブ連絡協議会の自立について 
 

 
・平成25年度テクニカルアドバイザーの選

考について 
・平成25年度社会人スポーツ強化チームの

指定について 
 

 
 

・第68回国民体育大会冬季大会（スケート
競技会・スキー競技会）の結果について 

・公益財団法人秋田県体育協会評議員選定
委員会委員の変更について 

・理事会推薦の理事候補者の選出方法につ
いて 

・秋田県スポーツ賞の選考について 
・人見スポーツ賞・畠沢国体賞・辻ジュニ

アスポーツ大賞の選考について 
 

 
　・平成25年度選手強化対策補助事業につい
　　て 
 

 
・第68回国民体育大会冬季大会成績 
・平成24年度スポーツ医・科学委員会活動

報告 
・ＡＴ推薦・スポーツドクター養成講習会

について 
・平成25年度スポーツ医・科学委員会運営

計画について 
 

 
　・第３回定例理事会の議案について 
 

 
・業務執行理事の業務報告について 
・評議員の選任について 
・平成24年度補正予算（案）について 
・平成25年度事業計画（案）について 

・平成25年度当初予算（案）について 
・秋田県スポーツ少年団本部長、副本部長

の承認（案）について 
・理事会運営規程の一部改正（案）につい

て 
・臨時評議員会の招集について 
・21世紀の国体像　～国体ムーブメントの

推進～（案）について 
・中学生強化指定選手のメディカルチェッ

クについて 
 

・スポーツ指導者における暴力根絶への対
応について 

・スポーツ指導者の指導対応について 
 

 
　・平成24年度決算について 
　・平成25年度事業計画・予算について 
　・平成25・26年度役員改選について 
 

 
　・地域スポーツの普及振興について 
　　①総合型地域スポーツクラブの育成につ
　　　いて 
　　②スポーツ少年団の育成について 
　　③チャレンジデーの実施について 

・市町村体育協会に関する実態調査結果に
ついて 

 
 

　・評議員の選任について 
　・平成24年度補正予算（案）について 
　・平成25年度事業計画（案）について 
　・平成25年度当初予算（案）について 

 

 



 
　http://www.akitaikyo.or.jp/ をご覧下さい。 



〒010-8558 秋田市八橋南二丁目10-16 
TEL018-864-2401

税理士法人 

事業内容 

1

1
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