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少年男子　コンバインド　２位　先頭の木村幸大（花輪高校）

少年女子
５㌔クラシカル　３位
本田千佳（花輪高校）

少年男子　リレー　３位　秋田県チーム
（左から）門脇・木村（賢）・上平・進藤
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　昨年夏、甲子園で巻き起こった金足農旋風はすぐには収まらなかったので
しょう。その波動が刺激となって各競技に伝播し、年末年始の高校スポーツは
例年になく好調でした。
　真っ先に挙げなければならないのがサッカーの秋田商業。全国高校選手権で
₃2 大会ぶりにベスト８進出を果たしました。走って、走って、走りまくり、快
進撃を続ける秋商イレブンに、拍手喝采した県民は多かったのではないでしょ
うか。
　バレーボール男子の雄物川も全日本高校選手権大会（春高バレー）で、５年
ぶりのベスト８入り。目覚ましい活躍に胸を熱くしました。バスケットボール
のウインターカップでは、３年ぶりに出場した能代工が ₁₆ 強入りを果たし、復
活への兆しを感じさせました。

　全国高校駅伝競争大会の男子・秋田工はスタートで出遅れたものの、最後まで諦めずに追走、粘りの走り
を見せて 2₈ 位まで巻き返しました。女子の大曲は全国レベルでは力の差があり、順位は ₄₅ 位と振るいませ
んでしたが、全国大会でチームのベストタイムを２分近く更新したのは見事でした。
　「たかがスポーツ」という人もいるかもしれませんが、「されどスポーツ」。若い力の躍動を見ると、気持ち
が前向きになり、地域に活気がみなぎるように感じます。これがスポーツの力なのでしょう。
　プロスポーツのように経済効果がどうだこうだと言うつもりはありません。そんな直接的なメリットは度
外視して、若い人たちが全力を振り絞って戦っている姿をみると、感動が全身を駆け抜け、心が奮い立ちます。
スポーツマンシップを発揮し、フェアにベストを尽くした選手やチームの姿ほど、すがすがしいものはあり
ません。躍動する若い力。スポーツで秋田は元気になれると確信しています。

₂₀₁₉ 年度主要行事予定
年　月　日 行　　　　　　事 会　　　　場

20₁₉．４．22（月） 加盟団体事務局長会議 秋田県スポーツ科学センター

20₁₉．6．6（木） 第１回定例理事会 秋田県スポーツ科学センター

20₁₉．6．2₅（火） 定時評議員会、受賞者祝賀会 秋田キャッスルホテル

20₁₉．８．2₃（金）
　　　～2₅（日）

第₇₄回国民体育大会東北ブロック大会兼
第₄₆回東北総合体育大会 福島県内

20₁₉．９．４（水）
第２回定例理事会 秋田県スポーツ科学センター

第₇₄回国民体育大会秋田県選手団結団式 県立体育館

20₁₉．９．2₈（土）
　　　～₁0．８（火） 第₇₄回国民体育大会本大会 茨城県内

2020．１．2₉（水）
　　　～２．２（日）

第₇₅回国民体育大会冬季大会
（スケート・アイスホッケー競技会） 青森県内

2020．２．₁₆（日）
　　　～₁₉（水）

第₇₅回国民体育大会冬季大会
（スキー競技会） 富山県内

2020年３月上旬 第３回定例理事会 －

2020年３月下旬 臨時評議員会 －
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【スケート競技会】　北海道釧路市　平成 31 年１月 30 日（水）～２月３日（日）
○スピードスケート：柳町スピードスケート場

順　　位 得　　点 種　　別 種　　　　目 氏　　　名 所　　　　　　属
７位 ２ 少年女子 1000 ｍ 髙　橋　海　音 秋田工業高校

【ス キ ー 競 技】　北海道札幌市　平成 31 年２月 14 日（木）～ 17 日（日）
○アルペン（ジャイアントスラローム）：サッポロテイネ
○クロスカントリー・コンバインドクロスカントリー：白旗山競技場
○スペシャルジャンプ・コンバインドジャンプ：宮の森ジャンプ競技場

順　　位 得　　点 種　　別 種　　　　目 氏　　　名 所　　　　　　属

１位
8.0 成年男子Ａ クロスカントリー 田　中　聖　土 自衛隊体育学校冬季特別教育室
8.0 成年男子B コンバインド 湊　　　祐　介 シード㈱
8.0 成年女子B クロスカントリー 石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱

２位

7.0 成年男子B スペシャルジャンプ 湊　　　祐　介 シード㈱
7.0 成年男子B ジャイアントスラローム 中　村　和　司 秋田ゼロックス㈱
7.0 少年男子 コンバインド 木　村　幸　大 花輪高校
7.0 少年女子 クロスカントリー 田　中　星　那 花輪高校

7.0 女子 クロスカントリー・リレー

田　中　星　那 花輪高校
平　川　歩　未 秋田北鷹高校
本　田　千　佳 花輪高校
石　垣　寿美子 秋田ゼロックス㈱

３位

6.0 成年女子Ａ ジャイアントスラローム 沼　森　愛　奈 東海大学
6.0 少年女子 クロスカントリー 本　田　千　佳 花輪高校

6.0 少年男子 クロスカントリー・リレー

進　藤　洸　太 花輪高校
木　村　賢太郎 秋田北鷹高校
上　平　晃　也 秋田北鷹高校
門　脇　　　匠 秋田北鷹高校

５位

3.5 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 馬　淵　　　源 秋田ゼロックス㈱
4.0 成年男子Ａ クロスカントリー 土濃塚　悠　成 日本大学
5.0 少年男子 クロスカントリー 進　藤　洸　太 花輪高校
4.0 少年男子 スペシャルジャンプ 木　村　幸　大 花輪高校
4.0 少年女子 ジャイアントスラローム 森　永　ののか 角館高校

4.0 成年男子 クロスカントリー・リレー

佐　藤　太　一 秋田県体育協会
土濃塚　悠　成 日本大学
田　中　聖　土 自衛隊体育学校冬季特別教育室
湊　　　祐　介 シード㈱

6位 3.0 成年男子Ａ コンバインド 湯　瀬　　　瞬 日本大学

７位
2.0 成年男子B スペシャルジャンプ 成　田　巨　樹 小坂製錬㈱
3.0 少年男子 クロスカントリー 木　村　賢太郎 秋田北鷹高校

少年女子 クロスカントリー 平　川　歩　未 秋田北鷹高校

８位
1.0 成年男子Ａ コンバインド 木　村　吉　大 専修大学
1.0 少年男子 コンバインド 小　舘　冬　歩 花輪高校

11 位 1.0 少年男子 スペシャルジャンプ 小　舘　冬　歩 花輪高校
入賞数 24 （スケート：１　スキー：23　※ 11 位は入賞に含まず）

タイ入賞により点数折半 競技得点ルールによる点数変更
入賞者が３名以上の場合、上位２名のみ得点

○第 74 回国民体育大会冬季大会　　　スケート競技会　総合成績　　北海道釧路市　１月 30 日（水）～２月３日（日）
男女総合成績（天皇杯）・得点　₃0 位　₁2．0 点〔うち参加得点 ₁0．0 点〕 女子総合成績（皇后杯）・得点　2₄ 位　₁2．0 点〔うち参加得点 ₁0．0 点〕

○第 74 回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技会　総合成績　　北海道釧路市　１月 30 日（水）～２月３日（日）
男女総合成績（天皇杯）・得点　₁₁ 位　₁0．0 点〔うち参加得点 ₁0．0 点〕

○第 74 国民体育大会冬季大会　　　　　スキー競技会　総合成績
男女総合成績（天皇杯）・得点　３ 位　₁22．₅ 点〔うち参加得点 ₁0．0 点〕 女子総合成績（皇后杯）・得点　３ 位　₄₈．0 点〔うち参加得点 ₁0．0 点〕

○第 74 回国民体育大会冬季大会　総合成績
男女総合成績（天皇杯）・得点　８ 位　₁₄₄．₅ 点〔うち参加得点 ₃0．0 点〕 女子総合成績（皇后杯）・得点　₁0 位　₆0．0 点〔うち参加得点 20．0 点〕
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※○数字は学年　　　　※入賞（スキー₁0位）以内
開催地：秋田県鹿角市　　　期　日：平成₃₁年２月８日（金）～₁2日（火）
○アルペン（スラローム・ジャイアントスラローム）：花輪スキー場ジャイアントコース
○クロスカントリー・コンバインドクロスカントリー：花輪スキー場クロスカントリーコース
○スペシャルジャンプ・コンバインドジャンプ　　　：花輪スキー場花輪シャンツェ
№ 種　　　　　　目 成　績 性別 学　校　名　　・　　名　　　前　　・　　学　　　年　
1 ジャイアントスラローム １位 女 角　　館 森永ののか ③
2 スラローム １位 女 角　　館 石塚　　結 ②
3 ５㎞クラシカル ２位 女 花　　輪 田中　星那 ③
4 ５㎞フリー ２位 女 花　　輪 本田　千佳 ②
5 リレー　５㎞×３ ２位 女 花　　輪 田中　星那 ③ 黒澤　南帆 ② 本田　千佳 ②
6 スペシャルジャンプ ３位 男 小　　坂 湯瀬　晃成 ③
7 ５㎞クラシカル ３位 女 花　　輪 本田　千佳 ②

8 リレー　₁0㎞×４ ３位 男 秋田北鷹 門脇　　匠 ③ 上平　晃也 ② 山田　龍輔 ①
木村賢太郎 ③

9 女子スペシャルジャンプ（公開競技） ３位 女 花　　輪 工藤　稀凛 ③
₁0 ５㎞フリー ４位 女 花　　輪 田中　星那 ③
₁₁ ５㎞フリー ５位 女 秋田北鷹 平川　歩未 ③
₁2 リレー　５㎞×３ ５位 女 秋田北鷹 柴田　　樹 ② 平川　歩未 ③ 松浦　有香 ①
₁₃ ₁0㎞クラシカル 6位 男 秋田北鷹 木村賢太郎 ③
₁₄ ノルディックコンバインド 6位 男 花　　輪 木村　幸大 ②
₁₅ ジャイアントスラローム ９位 男 角　　館 田口　　慧 ②
₁₆ ５㎞クラシカル ９位 女 秋田北鷹 平川　歩未 ③

₁₇ リレー　₁0㎞×４ ９位 男 花　　輪 進藤　洸太 ③ 横山　開世 ③ 畠山　侑也 ①
木村　幸大 ②

₁₈

学　校　対　抗

１位 女 花 輪 高 校 ※２年連続
₁₉ ３位 女 角 館 高 校
20 ７位Ｔ 女 秋田北鷹高校
2₁ ₁0位Ｔ 男 秋田北鷹高校

※○数字は学年　　　　※入賞（スキー₁0位）以内
開催地：新潟県　　期日：平成₃₁年２月４日（月）～７日（木）
○アルペン（スラローム・ジャイアントスラローム）：苗場スキー場
○クロスカントリー・コンバインドクロスカントリー：十日町市吉田クロスカントリー競技場
○スペシャルジャンプ・コンバインドジャンプ　　　：石打丸山シャンツェ
№ 種　　　　目 成　績 性別 学　校　名　　・　　名　　　前　　・　　学　　　年

1 リレー　３㎞×４
（秋田選抜） ２位 女

大館東 小鮒　玲愛 ② 八幡平 畠山　香恋 ② 合　川 近藤さくら ③
森　吉 山田　智子 ③ 山　田 大野　まこ ③ 大館東 小鮒穂乃実 ①
合　川 澤藤　美空 ③

2 スペシャルジャンプ 6位 男 小　坂 成田　　絆 ①
3 ３㎞クラシカル ７位 女 合　川 近藤さくら ③

4 リレー　５㎞×４
（秋田選抜） ７位 男

小　坂 花岡　翔太 ③ 大館東 佐藤　宏亮 ③ 花輪一 髙畑　　歩 ①
合　川 小野寺理人 ② 八幡平 奈良信之介 ② 十和田 川島　颯人 ②
大館東 日景　裕由 ③

5 スラローム ８位 男 横手北 萱森　紹准 ③
6 ノルディックコンバインド ８位 男 小　坂 成田　　絆 ①
7 ジャイアントスラローム ９位 男 城　南 遠藤　暢人 ②
8 ３㎞クラシカル ９位 女 大館東 小鮒穂乃実 ①
9 ３㎞クラシカル ₁0位 女 八幡平 畠山　香恋 ②
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１．今国体の結果について
①試合前何を考え、試合にはどのような気持ちで臨んだか
　国体は、シングルトラックレースで場面に応じた作戦が
いくつも必要となるので、様々なレース展開を秋田での練
習中から考えていました。また、私にとって今大会が競技
生活最後の大会でしたので、９年間支えていただいた方々
へ感謝を結果という形で表したいという気持ちで臨みまし
た。

②入賞しての感想
　私にとって初めての全国入賞でした。今までチャンスは
たくさんあったのですが、結果を出せず期待を裏切ってき
ました。しかし、最後の最後でやっと応えられました。こ
の結果は、私の実力よりもいつも一緒に練習してくれた後
輩たちや指導してくださったコーチ、家族の力が大きいで
す。入賞できた嬉しさよりも感謝の気持ちでいっぱいです。

③入賞した要因
　₅00 ｍで失敗したことが ₁000 ｍで入賞できた要因だと思
います。₅00 ｍでは勝ちたい気持ちが前面に出てしまい、
冷静さを欠いていました。その反省を元に ₁000 ｍでは練
習と同じ気持ちでレースに臨みました。その結果レース中
は自分を客観的に見ることができ、良いタイミングで先頭
権を獲得し決勝に残ることができました。

２．競技の魅力
　スピードスケートの魅力は、やはり時速 ₅0㎞にも達する
スピードです。全力で滑った時の風を切って進む感じが、
私はとても好きです。スピードスケート競技は個人競技で
すが、練習は基本的にチームで行います。速い人の真似を
したり、後ろで風の抵抗を受けずに滑ることができたりす
るからです。そこで切磋琢磨しながらも、時には楽しみな
がら練習できるのが一番の魅力だと思います。また、タイ
ム競技ですので、結果が数字として表れ自分の成長を実感
できるのも魅力的だと思います。

３．今後の目標
　今大会で引退ですので、９年間この競技で学んだことを
糧に新しい道で頑張りたいと思います。

１．今国体の結果について
①試合前何を考え、試合にはどのような気持ちで臨んだか
　所属先が北海道のため、ふるさと選手制度を利用し秋田
県代表選手としての出場が叶った今国体、やはり本県の天
皇杯獲得に貢献する順位をとることを第一に考えていまし
た。そのために自身の実力をレースで最大限発揮する、と
いう思いが強かったです。

②優勝しての感想
　嬉しさ ₁00%、最高です。

③優勝した要因
　WAX マンによるスキーの調整が最大の要因です。実は
レース中は身体のキレが今一つだと感じていました。しか
しスキーの状態が良く、コース途中の通過順位は悪くあり
ませんでした。レースを進めるうちに気分も昂ってきて次
第に身体のキレを取り戻し、後半に逆転して優勝すること
ができました。スキーが私に元気をくれたといっても過言
ではありません。WAX マンには本当に感謝しています。
　また、コース途中に待機して通過順位を教えてくれたス
タッフ、 沿道で声援を送ってくださった方々、どれか一つ
でも欠けていたら成しえなかったと思います。多くの方々
のおかげで優勝という結果を残すことができました。

２．競技の魅力
　クロスカントリースキーは全身を酷使するスポーツであ
り、競技後の達成感は格別です。競技の魅力はスタート方
法で異なります。出場選手が全員同時にスタートする「マ
ススタート」では、レース中の駆け引きが興味深いです。
先頭に立ち自分のペースでレースを進めるのか、序盤は後
方で温存し終盤でスパートをかけるのか、選手各々の体調
やスキーの状態でレース展開は変化します。また、順位が
一目でわかるのがこのスタート方法になります。一方、選
手が一人ずつ時間差でスタートする「インディビジュアル
スタート」では、目に見えない相手との競技になります。今、
自分と競っている相手を目視できないため、自らのペース
を調節してレースを進める必要があります。全員がゴール
するまで順位がわからない緊張感も魅力的です。

３．今後の目標
　直近であれば３月ロシアにて行われるユニバーシアード
でのメダル獲得です。出場できる選手の年齢に制限がある
ので最初で最後の出場になります。これは今シーズンの最
大の目標でもあります。

スケート競技
少年女子　1000 ｍ　７位

髙　橋　海　音　選手
（秋田工業高校　３年）

スキー競技
成年男子Ａ　クロスカントリー　優勝
成年男子　クロスカントリー・リレー　５位

田　中　聖　土　選手
（自衛隊体育学校冬季特別教育室）
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１．今国体の結果について
①試合前何を考え、試合にはどのような気持ちで臨んだか
　今シーズンは、４月から北秋田市にあるシード株式会社
に所属先を変更。練習環境の拠点を地元で活動することで
沢山の声援を間近で感じてくることができました。関係者
の皆様、応援してくださる秋田県民の皆様のおかげで、身
体と精神が共に充実して行えています。
　大会期間中、特にコンバインドの試合前日は自分のパ
フォーマンスを最大限発揮することだけに集中していまし
た。試合当日は特にリラックスした気持ちで取り組む事が
できていました。環境に配慮していただきサポートしてく
ださったコーチ、関係者の皆様に改めて感謝しています。

②優勝しての感想
　先ずは優勝できたことに正直安心しています。思えば、
昨シーズンはジャンプの不調から自分の思うような競技パ
フォーマンスに繋がる事ができず、悩み苦しい日々が続い
ていました。前回の国体の結果もあり、多少の不安もあり
ましたが、応援してくださった秋田県民の皆様、チームメ
イト、スタッフのサポートのおかげでベストパフォーマン
スができました。結果として優勝報告できたことが嬉しい
です。

③優勝した要因
　今シーズンは、春から取り組んできたジャンプ技術の向
上が優勝に繋がりました。勝つ為に自分の考え方、競技の
技術向上させる為には練習方法を見直す必要がありまし
た。その為に日本トップチームである土屋ホームスキー部
様の合宿に参加させていただき、合同練習を行い技術の向
上に取り組んだ事が、今回の結果に結びついたと感じてい
ます。技術の向上で安心して競技に向かう事ができ、自信
を持って飛べるようになりました。私は最大の理由として
は、応援してくださる環境の変化だと思っています。応援
してくださるシード株式会社をはじめ、支援していただい
ているスポンサー企業、秋田県民皆様の応援が私を動かす
原動力となっているからだと思います。

２．競技の魅力
　ノルディック複合はジャンプ、クロスカントリーの２種
目あります。誰よりも遠くに飛んで最も早くゴールした選
手が勝つ種目になります。最近のノルディック複合選手で
も技術の向上があり、ジャンプ台のヒルサイズライン（危
険距離）まで飛ぶようになり観戦しても迫力が出てきてい
ます。
　後半のクロスカントリーでは、試合当日の気象条件でス
キーの滑りが左右され、レースの裏側でもスタッフの戦い
があります。レース後半は優勝する為のポジション争いと
集団から抜け出す為の駈け引き、最後まで誰が勝つのかわ
からない興奮が魅力になります。

３．今後の目標
　私は地元秋田に帰ってきた目的として恩返しをしたいと
思っています。今後も選手としては勿論、国体で良い成績
でチームに貢献していきたいです。また、これから育って
いく若い選手の見本となり、今まで世界で経験してきた知
識や技術を次の世代に教えていけたらと感じています。

１．今国体の結果について
①試合前何を考え、試合にはどのような気持ちで臨んだか
　今回の国体は、世界選手権出場が決定しており、負ける
わけにはいかない試合だったので、とても緊張しました。
しかし、今大会を迎えるに当たって、誰にも負けないトレー
ニングを積んできたという自負がありましたので、楽しん
で試合に臨むことが出来ました。

②優勝しての感想
　過去6年間準優勝と、優勝からは遠のいていましたので
一番高い表彰台に登る事が出来、嬉しかったです。

③優勝した要因
　今シーズンは国内大会において全て優勝という目標をた
てトレーニングに取り組んできました。この一年間、自分
のトレーニングに自信を持ち練習する事が出来ましたの
で、自信を持ってレースに臨めたことが良い結果につな
がったと思います。また、沢山の応援から力を頂き、いつ
も以上のパフォーマンスをする事が出来ました。

２．競技の魅力
　クロスカントリースキーは自然を相手にするスポーツで
あり、天候に左右されるスポーツでもあります。また個人
競技でもあり、寒い環境の中でのスポーツですのでとても
孤独な競技です。
　このような厳しい環境の中を乗り越え、勝つことが出来
たときは何ものにも代えがたい喜びがあります。また、結
果を出すことが出来なかったとしても、そこに至るまでの
過程で多くの事を学び、自分を強くしてくれるスポーツだ
と思います。

３．今後の目標
　今年は世界選手権出場と世界への第一歩を歩み進めるこ
とが出来ました。また国体優勝という全国大会での優勝を
皮切りに『秋田から世界へ』世界で活躍出来る選手を目指
し、2022 年に行われるオリンピックでのメダル獲得を目標
に今後も頑張ります。

スキー競技
成年男子B　　　コンバイント　優勝
　　〃　　　スペシャルジャンプ　２位
成年男子　クロスカントリー・リレー　５位
湊　　　祐　介　選手
（シード株式会社）

スキー競技
成年女子B　クロスカントリー　優勝
女子　クロスカントリー・リレー　２位

石　垣　寿美子　選手
（秋田ゼロックス株式会社）
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　平成₃0年₁₁月2₄日（土）秋田市北部市民サービスセン
ター（キタスカ）において、第₁₅期秋田県中学生強化選
手指定証交付式を挙行しました。
　今年度２回目の指定となるこの中学生強化指定選手制
度は、将来全国規模の大会で上位入賞できるよう、選手
強化及び競技力向上を図ることを目的として、平成2₃年
度にスタートし今回で₁₅期目の指定となります。秋田
県、秋田県教育委員会及び秋田県体育協会が３者連名で
指定する「中学生強化選手」は、各競技団体が主催する
高校生との合同練習や合宿、県体育協会が主催する競技
力向上研修、パフォーマンステスト、トレーニング研修
等に参加できるほか、医科学に関するサポートを受ける
ことができます。
　指定証交付式では、米田教育長から選手一人ひとりに指定証が交付され、激励の言葉をいただきました。その後、中学
生強化選手を代表し、陸上競技の杉本賢真（将軍野中学校３年）が「応援してくれる仲間や家族などたくさんの人たち
への感謝の気持ちを忘れず、互いに切磋琢磨し、さらなる高みを目指し努力していきたい。」と力強く決意表明をしまし
た。

　今回は、陸上競技、サッカー、ソフトテニ
ス、柔道、剣道、ラグビーフットボール、山岳
の７競技2₄名を新たに指定しました。この制度
ではこれまで延べ₈₆₈名が指定を受け、高校進
学後に全国制覇を成し遂げる選手も生まれてい
ます。現在中学校に在籍している強化指定選手
₁₇₃人が、全国大会での上位入賞を目指し今日
も頑張っています。

　指定証交付式が行われた平成₃0年₁₁月2₄日（土）午後、同施設内で秋田県中学生強化選手のメディカルチェックを行い
ました。今回は、秋田県体育協会スポーツ医・科学委員のドクターを中心に３名の整形外科のドクターと４名の理学療法
士、２名の看護師の方々にご協力いただき、血液検査、関節可動域のテスト（立位、座位、伏臥位、仰臥位）、運動機能
テスト、超音波診断、問診を行いました。各検査会場では、テストや検査を行いながら選手のコンディションを確認し、
即時評価とアドバイスを行い今後のトレーニングや生活に生かしてもらえるようにしています。
　また、詳しい検査結果が出た後で、（今回は１月２6日（土）に実施）選手・保護者・指導者を対象に、スポーツドク
ターによる個別のフィードバックと理学療法士による関節可動域のセルフチェック方法の指導やパフォーマンス向上に必
要なたくさんのアドバイスを頂きました。これをもとに秋田県中学生強化選手が更なる飛躍を遂げてくれることを期待し
ています。

選手を激励する米田教育長

超音波診断 関節可動域テスト フィードバック

決意表明をする杉本選手

超音波診断 関節可動域テスト フィードバック
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　平成₃₁年２月2₃日（土）秋田県立体育館において、秋田県選手のウィークポイントを克服する「競技力向上研修Ⅱ」が
開催され、秋田県中学生強化選手、秋田県高等学校強化拠点校選手、各競技団体強化担当者、県内トレーナーなど総勢
200名が参加しました。講師は2020年東京オリンピックで日本オリンピック委員会強化スタッフとして携わる白木仁教授
（筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻）率いる５名のスペシャル講師陣が、終日熱く、勝つためのト
レーニング方法を指導してくださいました。

　午前中は、昨年のパフォーマンステストの検証から浮き彫りになった柔軟性やスピード系のトレーニングを中心に行わ
れました。柔軟性は日々変わる自分のコンディションにアンテナを張りながらストレッチをすること、スピード系のト
レーニングでは力みからくる余計な力がスピードを落としてしまっていることにフォーカスし、自然な足の動かし方や重
心移動を教わりました。午後からは、競技特性に分かれたグループごとにスピードトレーニング・体幹トレーニング・パ
ワートレーニング・ステップトレーニングの４種のトレーニングについて学びました。

スピードトレーニング担当　竹
たけ

上
がみ

綾
あや

香
か

トレーナー

　今回は、選手の走りを見て足にブレーキをかけて走っている選手が多かったので、力まず走る
方法を伝えました。歩く事からゆっくり走る事、さらにスピードを出して走る事の違いを整理し
てほしいと思います。ノートに書き出して整理してみるのも良い方法ですので実践してみてくだ
さい。

体 幹 ト レ ー ニ ン グ 担 当　眞
ま

下
しも

苑
その

子
こ

トレーナー

　秋田県の選手は飲み込みがとても早かったと思います。体幹は全ての基礎になる動きなので、
是非継続してください！
　また、レベルに応じて内容を変化させやすいので基礎ができたらレベルアップした内容で取り
組んでほしいと思います。

パワートレーニング担当　可
か

西
さい

泰
たい

修
しゅう

トレーナー

　高校生は大半が上手に力を出せていたと思います。競技で使うパワーにはスピードが伴いま
す。瞬間的なタイミングを意識する事が大事です。初動の意識を養えば、相手に負けないパワー
につながるはずです。まだまだ伸びしろがあると感じました！

ステップトレーニング担当　藁
わら

科
しな

侑
ゆう

希
き

トレーナー

　強度が一番高いトレーニングとなりましたが皆さん頑張ったと思います。重力で抜き動作をす
る事を忘れず、股関節を利用して自分達の競技に合わせてアレンジしてほしいと思います。競技
力を向上させるために、受け身ではなく、自分で考えてアレンジする事はとても重要ですよ‼
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　１月、２月に冬季競技の全国中学校体育大会に出場した３名の選手に、全国大会で感じた事や今後の目標を聞き
ました。

Ｑ１．競技との出会い・きっかけは？
山　田：兄と姉がスキーをしている姿を見て「楽しそうだな」と思い、始めました。
安　保：スケート場に遊びに行った時、スピンなどをしている中学生を見て憧れをもったからです。
金　子：姉のフィギュアスケート練習の待ち時間にスピードスケートを見て憧れたのがきっかけです。

Ｑ２．競技の魅力はどんなところ？
山　田：最後まで何がおこるかわからないところ！どの競技よりも、周囲の方々の支えが必要なところも魅力のひ

とつだと思います。
安　保：自分の好きな曲で踊れたりするところは他にはない魅力です。また、技ができるようになった時の達成感

が大きいところもそうですね。
金　子：陸上では体感できないスピードで風をきって滑れるところが最高です！

Ｑ３．憧れの選手は？
山　田：競技は違いますが、青山学院大学駅伝部に憧れています！文武両道がしっかりできていて、人間力も素晴

らしいので、スポーツをしている人間として尊敬しています！
安　保：坂本花織選手と浅田真央さんです！ダイナミックな演技が格好良いと思います！
金　子：僕はバンクーバーオリンピック銅メダリストの加藤条治選手の滑りが好きです。

Ｑ４．競技力を向上させるために日々努力していることは？
山　田：筋トレや自転車こぎなどの自主トレを頑張っています。「人間力なくして競技力向上なし」という言葉が

私の座右の銘なので、どんな小さなことにも感謝の気持ちを持つようにしています。
安　保：私も筋トレやスケート場での練習を大事にしています。
金　子：0．0₁秒でもタイムを縮められるように技術を正確に習得することを意識しています。

Ｑ５．全国中学校体育大会に出場してみての感想は？
山　田：クラシカル、フリー、リレーに出場しましたが実力不足を感じました。この大会は一番目標としていた大

会であると同時に、次にレベルアップするための登竜門なので、高校につなげていきたいです。
安　保：憧れていた大会でしたが、他県選手と差を感じた面もあったので、今後も上達できるように頑張っていき

たいです。
金　子：₅00ｍは、ラストで２位を競い合い、バランスを崩して転んで失格となり悔しい思いをしました。この悔

しさをバネに高校では必ず良い結果を出します！

山田　智子　選手（森吉中３年）
クロスカントリー競技

安保　咲野　選手（本荘東中３年）
フィギュアスケート競技

金子　直樹　選手（城南中３年）
スピードスケート競技
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№ 競技団体名 対象年齢 体験料 日時 時間 会場（住所）・備考

１ 自転車 制限なし 無料 毎日 10:00～17:00 サテライト六郷
１Ｆサイクルショップベンガ集合

秋田県仙北郡美郷町六郷字
古館南6

２ ゴルフ 小１～高２ ¥1,000 2019/4/13 13:00～16:30 秋田椿台カントリークラブ 秋田市雄和椿川字椿岱235
2019/8/19 13:00～16:30 秋田太平山カントリークラブ 秋田市太平山中関務沢1-7

３ セーリング 小・中学生 無料 2019/7月下旬予定 未定、決定次第ホー
ムページ掲載

本荘マリーナ 由利本荘市石脇字田尻32
※4月以降の予定はHPで掲載いたします。濡れても良い格好でお
願いします。

5 卓球 ※4月以降の予定はHPで掲載いたします

6 スピードスケート 小～中学生 無料 毎週月・火・金・土 17:30～19:30
（土曜9:00～12:00）県立スケート場裏 秋田市新屋字砂奴寄2-2

毎週水・木 17:30～19:30 秋田県スポーツ科学センター 秋田市八橋運動公園1-5

7 水球 幼児～高校
幼児無料

小・中￥220
高校￥380

毎週火・木 18:00～20:00 秋田県立総合プール 秋田市新屋字砂奴寄4-6

毎週土・日 10:00～12:00 ※水着、バスタオル持参でお願い致します。
（大会で使用できない場合は変更有）参加料は参加毎にかかります）

8 銃剣道 制限なし 無料 2019/4/7・14・28 10:00～12:00 由利本荘市交流学習センター 由利本荘市上大野１6
9 女子ラグビー 小～高 無料 毎週日曜日 10:00～13:00 ※流動的の為、申込時にご確認ください。

₁0 ボウリング 小１～高３ ¥500 2019/4/7 14:00～16:00 ロックンボール 秋田市広面字長沼312019/4/27 14:00～16:00

₁₁ 飛込 8歳～16歳 小・中￥220
高校￥380 毎週月曜日 19:00～20:00 秋田県立総合プール 秋田市新屋字砂奴寄4-6

※水着、バスタオル持参でお願いします。2₅m程度の泳力がある者

₁2 山岳
（ボルダリング）

小学生以上～
（幼児は要相談） 無料 毎週第2・3日曜 13:30～17:30

秋田県スポーツ科学センター 秋田市八橋運動公園1-5
※ジャージ着用、室内シューズ持参でお願いします。
※左記以外での日程もございますので、お問い合わせください。

₁₃ アーチェリー 制限なし 無料 毎週月曜 19:30～21:00 湯沢市生涯学習センター 湯沢市山田中屋敷135-1
山田地区センター

₁₄ ボクシング
小３～中３ 無料 毎週金曜 18:30～20:00 秋田県スポーツ科学センター　 秋田市八橋運動公園1-5

高１～３ 無料 毎週金曜 16:00～18:00 秋田県スポーツ科学センター　 秋田市八橋運動公園1-5毎週土曜 9:30～13:00

₁₅ スキー（ジャンプ） 小～中 無料 毎週土曜 9:00～12:00 花輪スキー場花輪シャンツェ 鹿角市花輪字百合沢81-1（幼児は要相談） 無料 毎週日曜 9:00～12:00
　秋田県の各競技団体では、さまざまな体験会を用意しております。幼児・小学生から体験できる競技や、中学生からスタートしても
活躍できる競技など、様々なスポーツを体験できる機会があります。是非、ご兄弟はもちろんのこと、お友達もお誘いあわせの上ご参
加ください。日程は上記記載の体験会一覧でご確認ください。
　また、秋田県体育協会では、今年の₁0月20日（日）に県立武道館にて、秋田県タレント発掘合同トライアル事業、スポーツ能力測定
会&スポーツ体験会の開催を予定しております。
　一昨年から始まった秋田県タレント発掘合同トライアル事業　スポーツ能力測定会&スポーツ体験会では、競技経験の有無に関わら
ず、パワーやスピード、持久力等の秀でた能力を持った人材を発掘するため、競技団体と協力し、競技特性を考慮した主に中学生を対
象としたトライアル（適正を判断するための測定会）を実施し、高校進学後の種目転向を含む運動部活動の競技種目を選択する際の判
断材料を提供します。実際に参加者からの感想は「自分の能力（強みと弱み）を知ることが出来て、自分が何をしていかなくてはいけ
ないのか明確になった！」「スポーツをやりたいと思っていて参加してみて、自分が考えていなかった競技が向いていることが分かり挑戦
してみたいと思った！」「自分には今のやっているスポーツが向いていると思ったが、意外なスポーツでも力が発揮できることが、測定会
のフィードバックから感じた。体験会も普段体験できないスポーツを体験出来て良かった！」という意見を参加者から頂きました。部
活に入部していないが、新たなスポーツに挑戦してみたいと考えている方、自分の強み・弱みを知って更に実力を磨きたいと考えてい
る方、自分のスポーツに対しての潜在能力を知りたい方、スポーツの可能性を知りたい方などは是非今年の₁0月を楽しみにしていてく
ださい。

※今年の秋田県タレント発掘合同トライアル事業、スポーツ能力測定会&スポーツ体
験会情報は決まり次第、秋田県体育協会のホームページなどでお知らせいたします。
秋田県体育協会URL：http://www.akitaikyo.or.jp/

① WEB 事前申し込み

③測定会
自分の能力を専門機材を使って測定！

④フィードバック
専門機材で測定した自分の実力を評価してもらい、
新たなスポーツの可能性の
発見ができる。また、適正
スポーツを一覧表にして持
ち帰ることができる。

②受付

※平成₃0年度は、アーチェリー、バレーボール、相撲、
水球、飛込、空手の体験ブースあり

⑤
競
技
団
体
主
催
体
験
会
に
参
加

スポーツ能力測定会 & スポーツ体験会
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平 成 ₃₀ 年 度

─────── 人 見 ス ポ ー ツ 賞 受 賞 者 ───────
　『成績だけでなく、当該年度に、スポーツのよさ、美しさ等を発揮して県民に深い感動を与え、強
く心をひきつけたもの』

◦個人の部
吉
よし

田
だ

輝
こう

星
せい
（秋田県立金足農業高校　３年）

　・第100回全国高等学校野球選手権記念大会　準優勝
　・U-18日本代表
　・北海道日本ハムファイターズ　ドラフト１位指名

◦団体の部
秋田県立金足農業高等学校野球部

　・第100回全国高等学校野球選手権記念大会　準優勝

─────── 畠 沢 国 体 賞 受 賞 者 ───────
　『国民体育大会において優秀な成績を収め、本県スポーツの振興に著しく貢献したもの』

◦個人の部
小
お

野
の

祐
ゆ

佳
か
（カヌー　スプリント　秋田県体育協会）

　・第73回国民体育大会　カヌー競技
　　成年女子スプリント　カヤックシングル200ｍ　１位

◦団体の部
　成年男子バスケットボールチーム（ＪＲ東日本秋田）
　・第73回国民体育大会　バスケットボール競技　成年男子　１位

─────── 辻ジュニアスポーツ大賞受賞者 ───────
　『技量優秀で、将来性が認められるもの』

◦個人の部
鑓
やり

野
の め

目 遼
りょう

弥
や
（水泳　競泳　山王中学校３年）

　・第73回国民体育大会　水泳競技　少年Ｂ　100mバタフライ　７位

◦団体の部
　秋田県女子選抜リレーチーム
　・第56回全国中学校スキー大会　クロスカントリー競技　女子リレー　２位

　・第100回全国高等学校野球選手権記念大会　準優勝
　・U-18日本代表
　・北海道日本ハムファイターズ　ドラフト１位指名

◦団体の部

　・第100回全国高等学校野球選手権記念大会　準優勝

　・第73回国民体育大会　カヌー競技
　　成年女子スプリント　カヤックシングル200ｍ　１位

◦団体の部
　成年男子バスケットボールチーム
　・第73回国民体育大会　バスケットボール競技　成年男子　１位

　・第73回国民体育大会　水泳競技　少年Ｂ　100mバタフライ　７位

◦団体の部
　秋田県女子選抜リレーチーム
　・第56回全国中学校スキー大会　クロスカントリー競技　女子リレー　２位
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平成30年度秋田県スポーツ賞受賞者

男鹿市ミニテニス協会
◆ 生涯スポーツ賞 ◆【団体】国 際 優 秀 賞

松　本　麻　佑　バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会）　㈱北都銀行
永　原　和可那 バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会）　㈱北都銀行
田　中　志　穂　バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会）　㈱北都銀行
米　元　小　春　バドミントン（第24回世界バドミントン選手権大会）　㈱北都銀行
米　元　小　春　バドミントン（第18回アジア競技大会）　　　　　　　㈱北都銀行

国 際 奨 励 賞
小　野　祐　佳　カヌー（第 18 回アジア競技大会）　　　　　　　　　　秋田県体育協会

池　田　重　秀
秋田県ボート協会副会長

保　坂　金　雄
秋田県相撲連盟副会長

淀　川　幹　夫
秋田県ラグビーフットボール協会副会長

長　澤　俊　光
鹿角ボールルームダンス連盟相談役

菅　原　陽　三
仙北市体育協会顧問

◆ 功　労　賞 ◆ ◆ 栄　誉　賞 ◆

三　戸　俊　信
一般財団法人秋田市体育協会副会長

遠　田　哲　男
にかほ市体育協会副会長

佐　藤　敏　己
横手市パークゴルフ協会会長

和　田　昭　三
北秋田市ユニカール協会理事

◆ 生涯スポーツ賞 ◆【個人】

秋田県立金足農業高等学校野球部

◆ 特別賞 ◆

永　原　和可那
北都銀行バドミントン部

松　本　麻　佑
北都銀行バドミントン部

◆ 特別栄冠賞 ◆

奨　　励　　賞
島　谷　東　志 レスリング 大東文化大学２年
石　川　玲　愛 相撲 潟西中学校３年
鈴　木　清　也 柔道 明徳館高校２年
伊　藤　志　竜 柔道 川尻小学校５年

【個人の部】

奨　　励　　賞
●第１回全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ 秋田銀行女子バスケットボール部

【団体の部】

栄　　光　　賞
鑓野目　遼　弥 水泳 山王中学校３年
門　間　順　輝 レスリング 秋田市消防本部
大　坂　　　昂 レスリング 三菱電機㈱
櫻　庭　功　大 レスリング 拓殖大学４年
島　谷　　　侃 レスリング 秋田商業高校３年
山　田　修太郎 レスリング 山梨学院大学１年
岩　澤　　　侃 レスリング 早稲田大学３年
阿　部　侑　太 レスリング 日本体育大学４年
米　澤　　　圭 レスリング 早稲田大学４年
藤　井　孝　多 柔道 御野場中学校３年
土　佐　千　乃 フェンシング 聖霊高校２年
齋　藤　華　南 フェンシング 秋田商業高校１年
小　野　祐　佳 カヌー 秋田県体育協会
佐々木　将　汰 カヌー 万六建設㈱
佐　藤　彩　乃 カヌー ㈱秋田病理組織細胞診研究センター
向　川　桜　子 スキー 秋田ゼロックス㈱
田　中　聖　土 スキー 自衛隊体育学校冬季特別体育教室
湊　　　祐　介 スキー シード㈱
石　垣　寿美子 スキー 秋田ゼロックス㈱
中　村　和　司 スキー 秋田ゼロックス㈱
木　村　幸　大 スキー 花輪高校２年
田　中　星　那 スキー 花輪高校３年
沼　森　愛　奈 スキー 東海大学４年
本　田　千　佳 スキー 花輪高校２年
森　永　ののか スキー 角館高校３年
石　塚　　　結 スキー 角館高校２年
湯　瀬　晃　成 スキー 小坂高校３年

【個人の部】 栄　　光　　賞
●第73回国民体育大会バスケットボール競技 成年男子チーム（ＪＲ東日本㈱秋田支社チーム）
●第73回国民体育大会バスケットボール競技　総合 秋田県チーム
 秋田県バスケットボール協会
●第73回国民体育大会フェンシング競技 成年男子チーム
●第73回国民体育大会バドミントン競技 成年女子チーム（北都銀行チーム）
●第73回国民体育大会ラグビーフットボール競技 成年男子チーム
●平成30年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技 聖霊女子短期大学付属高校　フェンシング部
●第100回全国高等学校野球選手権記念大会 金足農業高校野球部
●第49回全国中学校ソフトテニス大会 森吉中学校　ソフトテニス部
●第48回全国中学校相撲選手権大会 合川中学校　相撲部
●第72回全日本総合バドミントン選手権大会 北都銀行　永原・松本組
●第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 女子リレー秋田県チーム
●第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 少年男子リレー秋田県チーム
●第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会　総合 秋田県チーム
●第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会　女子総合 秋田県女子チーム
●第68回全国高等学校スキー大会 花輪高校　女子リレーチーム
●第68回全国高等学校スキー大会 秋田北鷹高校　男子リレーチーム
●第68回全国高等学校スキー大会　女子学校対抗 花輪高校　女子スキー部
●第68回全国高等学校スキー大会　女子学校対抗 角館高校　女子スキー部
●第56回全国中学校スキー大会 秋田県女子選抜リレーチーム

【団体の部】

平成₃₀年度受賞者数一覧
賞 個人 団　　体

功 労 賞 ３名
栄 誉 賞 ４名
特 別 栄 冠 賞 ２名
特 別 賞 １団体
生涯スポーツ賞 ２名 １団体
国 際 優 秀 賞 ５名
国 際 奨 励 賞 １名
栄 光 賞 ₂₇名 ₁₉団体 ₁₁₆名
奨 励 賞 ４名 １団体 ₂₀名

合　　　計 ₄₈名 ₂₂団体 ₁₃₆名
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　本会では、平成2₈年７月に厚生労働大臣から無料職業紹介事業の認可を受け、事業課内に「 秋田トップアスリート無料
職業紹介所」を設置し、ＪＯＣ（公益財団法人日本オリンピック委員会）の就職支援制度「アスナビ」をモデルに、本県
におけるアスリートと企業等のマッチングサポート事業を実施しています。
　平成₃0年₁₁月2₈日（水）、秋田市の秋田ビューホテルにおいて「アスリートと企業の出会い」をサブタイトルに『20₁₈　
秋田アスリート就職説明会』を開催し、アスリート₁0名と企業や競技関係者など総勢約₆0名が参加しました。
　開会冒頭、平成₃0年３月末まで採用していただいた6社企業に対して感謝状を贈呈いたしました。
　第一部の『スポーツトーク』では本県出身ボクシングＷBＣスーパーフェザー級元王者の三浦隆司さんと昨春本県に帰
郷した社会人ラグビー秋田ノーザンブレッツチームディレクターの花岡伸明さんをゲストに「スポーツと人生」をテーマ
に語っていただきました。第二部の事業説明、第三部ではサポート事業で内定が決まった新卒アスリート３名が登壇、今
後の抱負と全国・世界を目指す力強い決意表明がありました。そして、第四部では就活中のアスリート７名と企業とのミ
ニ就職相談会があり、結果５人の就職に結びつき、実りのある開催となりました。

採用企業感謝状贈呈式（６社）
　　㈱秋田病理組織細胞診研究センター　　ＡＬＳＯＫ秋田㈱　　㈲鶴の湯温泉　　田沢湖高原リフト㈱
　　秋田ノーザンハピネッツ㈱　　シード㈱
１　スポーツトーク　　　テーマ『スポーツと人生』　　司会/ＡBＳ秋田放送　田村修アナウンサー
　　《ゲスト》
　　◦ボクシング　三浦隆司氏（三種町出身）
　　　元ＷBＣ第₃₃代世界スーパーフェザー級チャンオピオン、元第43代日本スーパーフェザー級チャンピオン
　　◦ラグビー　　花岡伸明氏(大館市出身)
　　　現役時代はＦＬ、東芝府中で主将として全国制覇。Ｕ2₁日本代表ＨＣ、東芝府中、ヤマハ発動機監督など歴任
２　秋田アスリート競技活動サポート事業説明（事業内容/好事例紹介）
３　Ｈ₃₀年度事業新卒採用決定者の紹介
 　　◦髙橋　駿平　ラ イ フ ル（東 洋 大 ４ 年　ヨコウン㈱）
  　　◦安部　慶輝　フェンシング（拓 殖 大 ４ 年　久盛会　秋田緑ヶ丘病院）
 　　◦土橋　奏珠　レ ス リ ン グ（至学館大４年　小玉醸造㈱）
４　ミニ就職相談会
 　　◦参加アスリート７名 　　◦参加企業　₁₃社、₁₉名

Ｈ30年度マッチング実績（アスリート競技活動サポート事業適用）
　岡本　乃絵　選手（スキーアルペン）◦㈲鶴の湯温泉　　　　　　平成₃0年７月採用
　髙橋　駿平　選手（ライフル）　　　◦ヨコウン㈱　　　　　　　平成₃₁年４月採用予定
　安部　慶輝　選手（フェンシング）　◦久盛会　秋田緑ヶ丘病院　平成₃₁年４月採用予定
　土橋　奏珠　選手（レスリング）　　◦小玉醸造㈱　　　　　　　平成₃₁年４月採用予定
　松橋　亜希　選手（スキージャンプ）◦㈱ドリームリンク　　　　平成₃₁年１月採用

スポーツトーク 説明会場 新卒アスリート
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₁₂月
　2₈日　アルペンスキーの全日本選手権の女子回転で向川桜子（秋田ゼロックス）が優勝し、世界選手権代表に確定

１月
　３日　第₉₇回全国高校サッカー選手権で秋田商業高校が₃2大会ぶりに準々決勝に進出し、８強入りした
　₁₃日　フェンシングのＪＯＣジュニアオリンピックカップの女子エペで齋藤華南（秋田商高１年）が優勝
　22日　大相撲の元関脇で十両の豪風が、現役引退を表明
        
２月
　１日　ノルディックスキー世界選手権の距離女子代表に石垣寿美子（秋田ゼロックス）が選ばれた
　８日　スキーの第₆₈回全国高校大会（インターハイ）が鹿角市の花輪スキー場で開幕（～₁2日）
　₁2日　第１回全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップで女子の秋田銀行が初優勝
　22日　20₁₉ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ秋田たざわ湖大会が仙北市で開幕（～2₄日）
　2₃日　秋田県中学生強化育成事業競技力向上研修Ⅱ
　2₇日　「秋田県スポーツ賞」表彰式

３月
　2₇日　「人見スポーツ賞」「畠沢国体賞」「辻 ジュニアスポーツ大賞」表彰式

　県体育協会の賛助会員として、事業推進にご協力をいただいております皆様の御芳名を掲載し、謹んで謝意を表
しますとともに、引き続き御支援を賜りますようお願い申し上げます。

【法人会員】 

医療法人回生会秋田回生会病院
株式会社アテック
奥山ボーリング株式会社

有限会社佐藤養助商店
秋田県柔道連盟
秋田県ソフトボール協会

ダイドードリンコ株式会社
株式会社ミチノク
ヨコウン株式会社

【個人会員】

杉　江　順　一
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　本県スポーツの振興・競技力向上を図る様々な公益目的事業を実施する経費の一部に、県民及び県内外の企業・
団体様からの寄付をお願いしております。
　公益財団法人への寄付は、所得税法、法人税法による寄付金特別控除、損金算入（法人の場合）などの特例対象
となります。領収書を送付いたしますので、お手数おかけしますが、寄付の際には寄付金申込書等により事前連絡
くださるようお願いいたします。
　なお、申込書は、本会ＨＰからのダウンロードや本会からの送付等でご用意できますので、総務課（0₁₈-₈₆₄-
₈0₉0）までお申し付けください。

　いっそうスポーツの振興に努め、加盟団体をはじめ行政機関とも連携し各種事業を展開して参ります。多くの皆
様のご理解とご支援をお願いたします。

　平成₃₁年１月１日から平成₃₁年３月20日までの間、寄付申込みをいただいた法人・団体・個人を御紹介いたしま
す。（敬称は略させていただきます。）

【法人・団体】　　株式会社秋田魁新報社　　有限会社石心　　秋田総合リース株式会社

◎　大口寄付者への特典のご案内　◎
（平成30年度から、大口寄付者への特典を拡充しました。［☆印］）

Ａコース Ｂコース オフィシャルパートナー

年額１万円以上 年額₁0万円以上 年額₃0万円以上×３年

公益法人への寄付金として税制上優遇 ○ ○ ○

体育協会掲示板への社名掲示 ○ 年　度　内
（社　　名） ○ 年　度　内

（社名ロゴ） ○ ３　年　間
（社名ロゴ）

機
関
誌
　
　
　

ス
ポ
ー
ツ
秋
田

直近号での社名紹介 ○ ○ ○

機関誌（冊子）の送付 ○ 当該年度分 ○ 当該年度分 ○ ３　年　間

表紙裏への社名ロゴ表記 ☆ － － 〃

公式ＨＰへのバナー広告掲載 ☆ － － ○ ３　年　間

各種式典・祝賀会等へのご招待 ☆ － － 〃

通信用封筒への社名ロゴ表記 ☆ － － 〃

バックボードへの社名ロゴ表記 ☆ － － 〃
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₁₂月₁₂日　第２回臨時理事会
　◦第₇₃回国民体育大会の結果について
　◦第₇₄回国民体育大会冬季大会秋田県選手団本部役員につい

て
　◦平成₃0年度公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指

導者表彰受賞者について
　◦寄付金の申込み状況について
　◦次期役員（理事会推薦の理事候補者）の選出方法（案）に

ついて
１月₁₅日　第２回審査委員会
　◦秋田県スポーツ賞第一次審査
１月₂₂日　第５回強化委員会
　◦冬季国体の展望等について
　◦『チームAKITA₁,000点プラン』の見直しについて
　◦次年度のテクニカルアドバイザーの採用について
　◦ターゲット競技調査・分析事業について
１月₂₄日　秋田県スポーツ賞選考委員会
２月₁₉日　第３回審査委員会
　◦秋田県スポーツ賞第二次審査
２月₂₇日　第２回秋田県スポーツ賞選考委員会
　　　　　三賞選考委員会
３月６日　次期理事候補者選出委員会
　　　　　第１回総務企画委員会
　◦創立₁00周年記念事業について

３月６日　第２回スポーツ医・科学委員会
　◦国民体育大会成績及び帯同ドクター活動報告
　◦国体ドーピング検査結果及びTUE申請の推移
　◦アンチ・ドーピング定期研修会伝達
　◦平成₃0年度活動報告
　◦平成₃₁年度運営計画
　◦公認AT養成講習会新規受講者の推薦について
　◦競技団体に対するスポーツドクター、アスレティックト

レーナーの情報提供について
３月₁₁日　第３回定例理事会
　◦業務執行理事の業務報告について
　◦第₇₄回国民体育大会冬季大会の結果について
　◦特別寄付金の執行状況について
　◦平成₃₁年度事業計画及び予算（案）について
　◦競技団体の加盟について
　◦特定費用準備資金の保有について
　◦「給与規程」の一部改正（案）について
　◦理事会推薦の次期理事候補者について
　◦事務局長の選任について
　◦臨時評議員会の招集について
３月₁₉日　第６回強化委員会
　◦第₇₄回冬季国体の結果について
　◦「チームAKITA₁,000点プラン」の競技の成果について
　◦平成₃₁年度のヒアリングに向けて
　◦社会人スポーツ強化チームについて
　◦平成₃₁年度強化委員会活動計画について
３月₂₇日　臨時評議員会

　平成₃0年6月、秋 田ノーザンハピネッツ株式会社から、本県のバスケットボール
競技の振興等に役立ててほしいと、チームのファンクラブ「ク ラブハピネッツ」の
年会費の一部より、₁00万円の寄付がありました。（Ｈ2₆年度から５年連続、寄付総
額₅00万円）
　県体協では、「バスケットボール競技普及等助成事業」として、デジタイマや
ショットクロック及びボール等の用具購入に活用させていただきました。
　秋田ノーザンハピネッツ株式会社様、クラブハピネッツ会員の皆様、ご寄付ありがとうございました。チームの
益々の躍進と発展を祈念しております。

（平成₃₀度助成先）
　◦秋田東小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 ◦生保内イーストウィンズ
 　◦角館ミニバスケットボールスポーツ少年団 ◦神岡男子ミニバスケットボールクラブHJジャズ
　◦旭北男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 ◦県バスケットボール協会ユース育成委員会U15
　◦港北ミニバスケットボールスポーツ少年団 ◦仙南レイカーズ
　◦特別支援学校体育連盟バスケットボール女子チーム ◦中仙スターボーイズミニバスケットボールスポーツ少年団
　◦八竜MBC男子ミニバスケットボールスポーツ少年団 ◦八郎潟小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
　◦山田ミニバスケットボールスポーツ少年団

会　議　録（抄）
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　イランカラプテくしろさっぽろ国体冬季スキー競技会での本県選手団は、天皇杯・皇后杯と
もに３位と、本国体に向け好発進となりました。今後も、更なる向上をめざして各種強化事業
を推進していきます。一層のご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。
　本誌の発行にあたり、ご多用中の折、取材や原稿執筆などにご協力くださいました皆様、写

真を提供してくださいました秋田魁新報社様、ご協力ありがとうございました。（佐藤事務局長）

平成₃₀年度 関係団体創立記念行事一覧
　関係団体の創立記念行事が次のとおり開催されました。誠におめでとうございます。
　今後の益々の発展とご活躍を祈念いたします。

秋田県自転車競技連盟創立₇0周年記念式典 ２月９日 グランドパレス川端

編集
後記

手続やお問い合わせはこちら
○総 　 　 務 　 　 課　018－864－8090

・オリンピック ･ パラリンピック候補選手支援募金　　・バスケットボール競技普及等助成金
・県民体育大会開催事業交付金　・寄付金及び協賛金 ・飲料水販売の収益事業に関すること

　※スポーツ安全保険は、スポーツ安全協会秋田県支部まで（018 － 833 － 0360）

○事　業　課（競技）018－864－8091
・高等学校強化拠点校や中学生強化選手関連事業 ・国体や東北総体への参加手続に関すること
・スポーツ医科学やドーピング防止に関すること ・その他競技力向上に関すること

○事　業　課（生涯）018－864－8094
・総合型地域スポーツクラブに関すること　　・チャレンジデーに関すること ・国際交流事業
・秋田県スポーツ賞等各種表彰に関すること ・指導者の養成に関すること　
・その他生涯スポーツに関すること ・後援の承認 ・体協グッズ販売の収益事業に関すること
・トップアスリート無料職業紹介事業

○スポーツ少年団室　018－866－3916
・スポーツ少年団登録事務　
・認定員養成講習会
・その他スポーツ少年団に関すること

ご意見ご要望は、
公式ホームページの

「なんでも目安箱」が便利
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資源を活かして地域社会に貢献

砕石・生コン製造販売業

堀江建材株式会社
代表取締役　鈴 木 泚 士

秋田県大館市中道三丁目１番50号
ＴＥＬ 0186-49-0280
ＦＡＸ 0186-43-0002

事業内容 ─────────────────────
会社財務・決算・記帳代行・税務相談・経営助言・
相続・贈与・事業承継対策・医療法人経営指導税務対策

　　　　　   税理士法人
　　　  秋田税経プランニング

　　　　　税理士  髙　橋　真　一
　　　　　税理士  横　山　富　夫

本　　店／秋田市南通亀の町４番９号  Tel.018-833-4022
横山会計／秋田市川尻若葉町４番37号  Tel.018-862-6388

株式会社松　田  　　

株式会社湯沢生コン

株式会社丸栄建設

株式会社出羽運輸　

株式会社エイコウ物産  　

本　社 / 湯沢市字鶴舘 39-4　TEL.0183-73-0188

本格派コーヒー・自動販売機サービス

三本コーヒー株式会社
　　　　　　　　秋　田　支　店

〒010-0916　秋田県秋田市泉北3-3-35
TEL 018（865）5461　FAX 018（888）1721

スポーツ  合宿  研修 … に
ア 　 リ 　 ー 　 ナ　 宿　　　泊　　　室
トレーニングルーム　 レ　ス　ト　ラ　ン
温　水　プ　ー　ル 　温 　 泉 　 浴 　 場
研　　　修　　　室　　    （サウナ有）
ミーティングルーム

〒016‐0014　秋田県能代市落合字下台２番地１
JR能代駅から車で10分

TEL 0185（54）9200　FAX 0185（54）2322
http://www.noshiroyamamotokouikiken.jp

/kouryuu/arinasu/list.html

輝きを　汗に　瞳に　このまちに
能代山本スポーツリゾートセンターアリナス

地域の発展とともに

松田グループ
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