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男女総合成績　３位（191点）
●スケート・アイスホッケー競技会　男女総合４位（143点）　●スキー競技　男女総合10位（48点）

◆冬季国体スキー・スケート県勢の入賞者

所　属選手名種　目種　別競技名順位
山形中央高校　３年横山　碧生5,000m少年男子スケート（スピード）

１位 山形中央高校　２年小竹　琉湖3,000m少年女子スケート（スピード）
信州大学　２年一戸誠太郎5,000m成年男子スケート（スピード）
山形中央高校　２年小林　裕幸10,000m少年男子スケート（スピード）

２位

山形中央高校　２年小竹　琉湖1,500m少年女子スケート（スピード）
信州大学　４年中尾　光杜500m成年男子スケート（スピード）
山形県体育協会森永　一帆1,000m成年男子スケート（スピード）
信州大学・高崎健康福祉大学
日本大学・山形県体育協会

中尾　光杜・坂本　永吉
吉田　健太・森永　一帆

2,000mリレー成年男子スケート（スピード）

山形中央高校　３年一戸　大地1,500m少年男子スケート（スピード）

３位

山形中央高校　３年由井　直樹5,000m少年男子スケート（スピード）

山形中央高校
吉田　優太・由井　直樹
横山　碧生・一戸　大地

2,000mリレー少年男子スケート（スピード）

山形中央高校　１年鈴木　杏菜1,500m少年女子スケート（スピード）
信州大学　２年一戸誠太郎1,500m成年男子スケート（スピード）
日大山形高校　１年雲野チェルシージャイアントスラローム少年女子ス キ ー
山形中央高校　３年横山　碧生10,000m少年男子スケート（スピード）

４位

山形中央高校　２年山口　亜実500m少年女子スケート（スピード）

山形中央高校
山口　亜実・古川　智洋
小竹　琉湖・鈴木　杏菜

2,000mリレー少年女子スケート（スピード）

山形県体育協会久保　貴寛コンバインド成年男子Ｂス キ ー
真室川高校教員青木富美子クロスカントリー成年女子Ｂス キ ー
山形県体育協会森永　一帆1,500m成年男子スケート（スピード）

５位
㈱置環丸子由里香ジャイアントスラローム成年女子Ｂス キ ー
山形中央高校　３年吉田　優太500m少年男子スケート（スピード）

６位

山形中央高校　３年一戸　大地1,000m少年男子スケート（スピード）
山形中央高校　３年由井　直樹1,500m少年男子スケート（スピード）
山形中央高校　１年古川　智洋500m少年女子スケート（スピード）
山形中央高校　２年山口　亜実1,000m少年女子スケート（スピード）
山形県体育協会久保　貴寛スペシャルジャンプ成年男子Ｂス キ ー
東海大学　２年石山　里夏クロスカントリー成年女子Ａス キ ー
日建総業SC瀧澤　宏臣ジャイアントスラローム成年男子Ｃス キ ー

７位 北村山高校・新庄北高校
真室川高校・早稲田大学

田村　　希・五十嵐　萌
青木富美子・有路　杏子

クロスカントリーリレー女子ス キ ー

山形中央高校　３年三上　大我ジャイアントスラローム少年男子ス キ ー
８位 大阪産業大学　１年深瀬　悟志ジャイアントスラローム成年男子Ａス キ ー

中央大学　４年鈴木　貴弘クロスカントリー成年男子Ａス キ ー
北村山高校　３年小屋　嘉毅クロスカントリー少年男子ス キ ー

９位
神町自衛隊SC高橋　哲也クロスカントリー成年男子Ｃス キ ー

▲少年男子10,000ｍ
　小林裕幸 （山形中央高）

▲少年女子ジャイアントスラローム
　雲野チェルシー （日大山形高）

▲成年男子1,000ｍ
　森永一帆 （県体育協会）

▲成年男子500ｍ
　中尾光杜 （信州大・山形中央高出）

▲成年男子5,000ｍ
　一戸誠太郎（信州大・山形中央高出）

▲少年男子5,000ｍ
　横山碧生（山形中央高）



成績第71回国民体育大会冬季大会成績成績
　27年度は有望新人４名を加え、「いっしん」というスローガンのもと、「全国４冠」を目
指し、選手14名でスタートしました。
　「全国４冠」を目標に臨んだシーズンでしたが、最初の全国大会の『全日本実業団競
技大会』で虚しくも予選敗退となり、『全日本社会人選手権大会』の出場権を逃してし
まいました。悔しい思いを晴らすべく臨んだ『和歌山国体』。準決勝では、延長の末勝利
し決勝へ駒を進めました。決勝戦でも苦しい試合展開となる場面がありましたが、山形
魂と粘りを見せ６年ぶり３度目の国体優勝を手にすることができました。

　つらい思いや苦しい
思いもたくさんあった一
年でしたが、チーム最大
の目標である国体優勝を成し遂げることができた嬉
しい一年でした。
　また、スポーツ振興を柱とした地域貢献活動とし
て行なっているクリニックでは、今シーズンは600名
を越える小中学生とバスケットボールを通じて交流
を深めることができました。
　来年度は山形銀行が創立120周年となります。節
目の年に、悲願の「全国４冠」を達成すべく、これか
らの日々の活動に取り組んで参ります。
　最後になりますが、皆様方より賜りましたご支援と
ご声援に、心より感謝申しあげます。

　2016シーズンのモンテディオ山形は、J1復帰に向け、昨年のチームをベース
に12人の新たな力を加え、就任3シーズン目を迎える石﨑信弘監督のもと、
「一新同体」をスローガンに、チーム、フロントが心を一つに、一丸となって戦
います。
　今シーズンの明治安田生命J2リーグは、チームの実力が伯仲したリーグで
す。タフな戦いが続きますが、昨シーズンの悔しさを胸に、悔しさをバネに、皆
様の応援、声援を力にして、ひとつひとつの試合を全力で戦い、J1復帰を果た
す決意です。
　モンテディオ山形は、地域の多くの皆様、ファン・サポーターの皆様のご支
援とご声援に支えられ成長してきたクラブです。これは誇るべき歴史であり、
クラブの財産です。心から感謝申し上げます。
　モンテディオ山形の選手たちのフェ
アーで、スピーディで、エキサイティング
なプレー、ゲームをNDソフトスタジア
ム山形でご覧ください。山形のスポー
ツを愛する皆様と共に戦い、勝利の喜
びを分かちあい、心ひとつになってJ1
昇格を果たしたいと思います。ぜひ山
形を愛する皆様の熱きサポートをよろ
しくお願いいたします。

山形県の企業スポーツ山形県の企業スポーツ山形県の企業スポーツ

モンテディオ山形 新体制でスタート！モンテディオ山形　新体制でスタート！

山形銀行ライヤーズ 国体優勝！山形銀行ライヤーズ　国体優勝！

©2016 MONTEDIO YAMAGATA　
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殊　勲　賞 殊　勲　賞 殊　勲　賞 

主　な　成　績所　　属氏　名種　目

優　 勝ワールドカップ第２戦　Ｂクラス　1500ｍ早稲田大学４年小田　卓朗スピードスケート

出　 場ワールドカップ第１戦・第３戦・第４戦・第５戦　1500ｍ

出　 場2016世界距離別スピードスケート選手権大会　1500ｍ

優　 勝ジャパンカップスピードスケート競技会　第４戦　500ｍ・1000ｍ信州大学４年中尾　光杜〃

優　 勝第88回日本学生氷上競技選手権大会　500ｍ（大会新記録）高崎健康福祉大学３年坂本　永吉〃

優　 勝ジャパンカップスピードスケート競技会　第１戦　500ｍ

優　 勝第71回国民体育大会冬季大会スケート競技会　成年男子　5000ｍ信州大学２年一戸誠太郎〃

優　 勝第35回全日本学生スピードスケート選手権大会　男子　総合部門

優　 勝第88回日本学生氷上競技選手権大会　10000ｍ（リンク新記録）・5000ｍ

優　 勝第71回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年男子　5000ｍ県立山形中央高校３年横山　碧生〃

優　 勝第22回全日本スピードスケート距離別選手権大会　男子　5000ｍ

優　 勝第65回全国高等学校スケート競技選手権大会　男子　10000ｍ

出　 場ワールドカップ第１戦～第４戦　5000ｍ・10000ｍ

優　 勝第71回国民体育大会冬季大会スケート競技会　少年女子　3000ｍ県立山形中央高校２年小竹　琉湖〃

優　 勝第65回全国高等学校スケート競技選手権大会　男子　チームパシュート山形県立山形中央高等学校男子スケート部〃

第 8位水球ワールドリーグ・インターコンチネンタルトーナメント　日体クラブ曲山　紫乃水　 球

出　 場第16回水球世界選手権大会

第２位アジア選手権兼リオ五輪アジア大陸予選

第 8位水球ワールドリーグ・インターコンチネンタルトーナメント日体クラブ高橋　綾佳〃

第 8位第28回ユニバーシアード競技大会

出　 場第16回水球世界選手権大会

第２位アジア選手権兼リオ五輪アジア大陸予選

第 8位水球ワールドリーグ・インターコンチネンタルトーナメント日本体育大学３年細谷　香奈〃

第 8位第28回ユニバーシアード競技大会

出　 場第16回水球世界選手権大会

第２位アジア選手権兼リオ五輪アジア大陸予選

第 8位第28回ユニバーシアード競技大会早稲田大学２年齋藤　有寿〃

第 8位水球ワールドリーグ・インターコンチネンタルトーナメント秀明大学１年鈴木　琴莉〃

第 8位第28回ユニバーシアード競技大会

出　 場第16回水球世界選手権大会　

第２位アジア選手権兼リオ五輪アジア大陸予選

出　 場水球世界ジュニア選手権大会　

出　 場水球世界ジュニア選手権大会　日本体育大学１年羽角　萌香〃

優　 勝第24回全日本学生女子ヨット選手権大会　スナイプ級慶應義塾大学４年阿部　七海セ ー リ ン グ

優　 勝平成27年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　男子カヤックペア　200ｍ・500ｍ県立谷地高校３年白田　隆之カ ヌ ー

優　 勝平成27年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　男子カヤックペア　200ｍ・500ｍ県立谷地高校２年縄　　　空〃

優　 勝第11回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会　女子カヤックペア　500ｍ県立谷地高校２年吉見　優華〃

優　 勝第11回日本カヌースプリントジュニア・ジュニアユース小松大会　女子カヤックペア　500ｍ県立谷地高校１年佐藤　友香〃

優　 勝第70回国民体育大会　カヌー競技　少年男子カヤックフォア　200ｍ・500ｍ山形県立谷地高等学校男子カヌー部〃

優　 勝平成27年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会　男子カヤックフォア　200ｍ・500ｍ

優　 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成27年度全国中学生カヌー大会　男子カナディアンペア　500ｍ西川町立西川中学校３年荒木　岳樹〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成27年度全国中学生カヌー大会　男子カナディアンペア　500ｍ　西川町立西川中学校３年伊藤　真大〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成27年度全国中学生カヌー大会　女子カヤックペア　500ｍ　河北町立河北中学校３年奥山　綾乃〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成27年度全国中学生カヌー大会　女子カヤックシングル　500ｍ　河北町立河北中学校３年増川　知保〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成27年度全国中学生カヌー大会　女子カヤックペア　500ｍ　河北町立河北中学校２年平泉　真衣〃

優 勝JOCジュニアオリンピックカップ平成27年度全国中学生カヌー大会　女子カヤックフォア　500ｍ　河北町立河北中学校女子カヌー部〃

優 勝2015日本学生陸上競技　個人選手権大会　女子　5000ｍ大東文化大学３年木村芙有加陸　 上

出 場第９回世界ユース陸上競技選手権大会　男子走幅跳県立酒田西高校３年宮内　勝史〃

優 勝第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会　Ａ女子200ｍ東根市立第二中学校３年青野　朱李〃

優 勝第46回ジュニアオリンピック陸上競技大会　ABC女子共通　円盤投（大会新記録・女子最優秀選手）庄内町立余目中学校３年齋藤　真希〃

優 勝女子円盤投　日本中学女子新記録　（平成27年度酒田秋季陸上競技記録会）

優 勝第64回全日本学生ホッケー選手権大会山梨学院大学１年小川　恭平ホ ッ ケ ー

第６位FIVBワールドカップバレーボール2015　男子大会筑波大学３年髙橋健太郎バレーボール

第34回世界新体操選手権大会　　  　種目別リボン第３位　団体総合第５位東京女子体育大学１年国井　麻緒新 体 操

優 勝第70回国民体育大会　バスケットボール競技　成年女子山形銀行女子バスケットボール部ライヤーズバスケットボール

優 勝第70回国民体育大会　レスリング競技　成年男子グレコローマンスタイル　85kg級陸上自衛隊体育学校鶴巻　　宰レ ス リ ン グ

優 勝平成27年度全日本学生ハンドボール選手権大会日本体育大学３年藤　　勢流ハンドボール

優 勝平成27年度全日本学生ハンドボール選手権大会日本体育大学３年矢作　　元〃
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主　な　成　績所　　属氏　名種　目

優 勝第13回世界ジュニア相撲選手権大会　中量級県立酒田光陵高校１年秋葉　　拓相　 撲

優 勝第10回全日本ジュニア体重別相撲選手権大会　80kg以上100kg未満級

優 勝第26回全国都道府県中学生相撲選手権大会 個人無差別級酒田市立第一中学校３年齋藤　大輔〃

優 勝平成27年度全国高等学校総合体育大会　フェンシング競技　女子フルーレJOCエリートアカデミー
帝京高校３年

梅津　春香フェンシング

第 2位第11回世界女子ジュニアソフトボール選手権大会日本体育大学１年飯田　瑞稀ソフトボール

優 勝第16回世界剣道選手権大会　女子団体県立左沢高校佐久間陽子剣　 道

優 勝平成27年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会　男子団体山形県立鶴岡南高等学校男子アーチェリー部アーチェリー

奨　励　賞 奨　励　賞 奨　励　賞 

主　な　成　績所　　属氏　名種　目

優 勝第66回日本実業団水泳競技大会　競泳競技　30歳以上の部　50ｍ背泳ぎ上山市役所渡邉　直幸水　 泳

優 勝日本スポーツマスターズ2015　１部30～34歳　50ｍ背泳ぎ（マスターズ新）　100ｍ背泳ぎ

優 勝第62回全国国公立大学選手権水泳競技大会　男子200ｍバタフライ筑波大学２年渡会　　舜〃

優 勝第49回宮様チャリティーボウリング大会　一般男子の部山形シェル株式会社相田　祐樹ボ ウ リ ン グ

優 勝第22回日本ミッドシニアゴルフ選手権競技天童カントリークラブ権　　純福ゴ ル フ

優 勝第36回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ90（90～94歳）　やり投山形陸上競技協会細谷　愼一陸　 上

優 勝第36回全日本ﾏｽﾀーｽ゙陸上競技選手権大会 M50（50～54歳）　3000ｍ障害山形陸上競技協会金子　　茂〃

優 勝第63回全日本社会人レスリング選手権大会　マスターズＢ（41～50歳）　58kg級山形市消防署河合　　享レ ス リ ン グ

優 勝第28回全国ラージボール卓球大会　女子シングルス　60歳代ふれあいセンター五十嵐久美子卓　 球

優 勝第60回全国教職員卓球選手権大会　一般男子ダブルス県立酒田東高校佐々木　剛〃

優 勝第60回全国教職員卓球選手権大会　一般男子シングルス・ダブルス山形銀行 (鶴岡東高外部コーチ)林　　一茂〃

優 勝平成27年度全国高等学校定時制通信制体育大会　第48回卓球大会　女子シングルス県立霞城学園高校通信制４年阿部　愛美〃

ITTFジュニアサーキットSET2015タイジュニア＆カデットオープン大会私立鶴岡東高校２年葉波　　啓〃

　　　　　　　　　        　　ジュニア男子　団体第２位　シングルス第５位

優 勝第34回全国高校生躰道優勝大会　女子個人実戦競技（優秀選手賞）県立酒田光陵高校３年佐藤　緋色躰　 道

優 勝第34回全国高校生躰道優勝大会　女子個人法形競技（優秀選手賞）私立酒田南高校２年佐藤　　愛〃

優 勝第37回全国少年少女躰道優勝大会　男子個人実戦競技　小学生の部鶴岡市立朝暘第四小学校６年石川　天翔〃

◇功労賞（市町村体協・競技団体推薦）

　佐藤　庄一（寒河江市） 結城　壽一（大江町） 及川　國男（尾花沢市） 鈴木　春夫（飯豊町）

　佐藤　賢一（水泳） 荘司　敏博（陸上競技） 下山　　茂（ボクシング） 石井　正宏（バレーボール）

　齋藤　雅志（体操） 佐々木　勇（バスケットボール） 金丸　武夫（卓球） 榎本　芳一（野球）

　石渡　伸一（ソフトボール） 中島　良明（バドミントン） 板垣　　隆（剣道） 石田　昭夫（クレー射撃）

　藤田　茂男（クレー射撃） 大貫　義人（バウンドテニス）

◇功労賞・ライオンズスポーツ賞（競技団体推薦）

　椿　　　央（スケート） 木村　文浩（カヌー） 佐藤　　恵（カヌー） 秋場　千幸（カヌー）

◇感謝状（市町村体協推薦）

　太田富久雄（大江町）

◇功労者

　山本　　明（山形市） 木下　秀雄（寒河江市） 卯月　吉彦（寒河江市） 松田　　久（村山市）

　鈴木　重美（尾花沢市） 藤山　一栄（金山町） 菅井　新一（川西町） 鈴木雄一郎（長井市）

　清野美智夫（鶴岡市） 菅原　良和（鶴岡市）

◇優良団

　クローバーＦＣスポーツ少年団（山形市） やなぎスポーツ少年団（寒河江市）

　三泉キングベアーズスポーツ少年団（寒河江市） 尾花沢小学校野球スポーツ少年団（尾花沢市）

　舟形スポーツ少年団（舟形町） 川西柔道スポーツ少年団（川西町）

　白鷹剣道愛真会スポーツ少年団（白鷹町） 朝日ミニバスケットボールスポーツ少年団（鶴岡市） 

　立川サッカースポーツ少年団（庄内町） 余目三小せいがスポーツ少年団（庄内町）

平成27年度 山形県スポーツ少年団表彰

功労賞・感謝状功労賞・感謝状功労賞・感謝状
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　この度綱引連盟で紹介する方は、綱引チーム「浜中静波会」で活躍する菅原翔

さんです。

　菅原さんは、小学校の時からスポーツ活動が好きで、小学校では野球スポーツ

少年団で、中学校では野球部に所属し、主としてサードのポジションで活躍しま

した。高校に進学してからラグビーフットボール部に入り、高校３年生の時は、

県選抜チームのメンバーに抜擢され、東北大会にも出場しました。

　綱引競技に興じたのは３年前からで、これまで少年時代に野球、ラグビーフットボールで培った

足腰の強さと恵まれた身体を生かすとともに、毎週３回の練習で綱引競技に必要な技術を身に付け、

現在チームの要として活躍しています。

　菅原さんは、大きな体を生かせる一番後ろのアンカーのポジションを任せられ、チームのかじ取

り役を担っています。今年の日本綱引選手権大会ではベスト16まで勝ち進むことができました。今

後の目標としては、ベスト８、さらに上位入賞を目指しています。

綱引に懸ける思い
山形県綱引連盟　　　　　　

　　　丸　山　拓　朗

人物紹介

　本協会は、昭和33年に東根市教育委員会内へ設置され、昭和59年に東根市民
体育館へ事務所を置き、財団法人東根市体育協会となり、平成25年に総合型地
域スポーツクラブ「マイ・スポーツひがしね」と東根市スポーツ少年団本部が

組織に加わり公益財団法人東根市体育協会として新たにスタートした。

　当協会は、スポーツの振興を通じて、市民の健康と体力の向上及びスポーツ

意識を図ることを目的として、現在27競技のスポーツ団体が加盟している。主
に各競技団体の助成、スポーツ振興に尽力した人物・団体の表彰、体育施設の

維持管理を行っている。スポーツ少年団では、競技スポーツの普及及び青少年

の健全育成に努めている。総合型地域スポーツクラブは、レクリエーション的スポーツを取り入れた教室を多く開催し、

誰でも参加しやすい環境づくりに努めている。

　今後は、利用者のニーズを更に捉え、一市民一スポーツのまちづくりに努めていきたい。

　なお、平成28年度から県立東根工業高校跡地に新設される東根市中央運動公園内の社会体育施設の指定管理をセントラ
ルスポーツとの共同事業体で受託することになり今後は、互いの長所を活かしながら、より良い事業展開に努めていきたい。

市町村体育
協会だより

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　「べにばな国体」開催決定を契機に、県内各地に５つの相撲教室が発足し、本県相撲

の底辺拡大に取り組みました。これが功を奏し、本番では総合準優勝に輝くことができ

ました。その後も、ジュニア層を中心に強化が進められ、「ひろしま国体」少年団体優

勝など、天皇杯得点獲得に貢献してきました。しかし、その後は人口減少に伴い、相撲

に取り組む児童・生徒が少なくなりました。その影響で、相撲教室を中心に進められて

きた強化が滞り、ここ10年ほど競技成績が振るわず、低迷を続けていました。

　ところが、本年度は齋藤大輔選手の第26回全国都道府県中学生相撲選手権大会個人優

勝、秋葉拓選手の第13回世界ジュニア相撲選手権大会（80kg以上100kg未満級）優勝な

ど、中学・高校生が全国や世界で活躍し、本県相撲界とって久しぶりに明るい話題が多

い一年間でした。

　この勢いを継続して平成29年度に開催される南東北インターハイにおいて、活躍でき

る本県高校選手の育成に努めて参りたいと思っています。さらには、このことが起爆剤となり、本県相撲界の競技力向上

に繋がることを願っています。

秋葉　拓選手（酒田光陵高１年）

齋藤大輔選手（酒田第一中３年）（右）

相撲の競技力向上を目指して
山形県相撲連盟理事長　　　　　　

本　間　健　治

競技団体
ニュース

　　（公財）東根市体育協会　　　　　　
　　会長　髙　橋　則　好

一市民一スポーツのまち〝ひがしね〟
の実現を目指して



－7－

　私は２年前、前代表である新関浩生氏より伝統ある天童市スキースポーツ少年団を受け継ぎました。

以前は何百名もいたスポーツ少年団も今は形を変え、ジュニアスキー教室とレーシング専門のスポーツ

少年団の２つに分かれました。現在は小学１年生から中学３年生までの14名が在籍しており、冬のスキー

練習だけに限らず、夏場の様々なトレーニングから心身共

に鍛え全国制覇を目指し頑張っています。また健全な子供

達の育成も目指しており、スポーツ少年団の活動を通して

沢山の事を学び数々の経験を糧としてスポーツだけでなく人生の勝利者に

なってもらいたいそれが願いです。

　そして代表として、これからも今までの伝統を継承しつつ、新たな事にも

挑戦し、天童高原スキー場からも世界にはばたく選手を出したい!!選手・コー

チ・保護者が一緒になって引き続き目標に向かって頑張っていきたいと思っ

ています。

　当クラブは平成23年２月19日に設立した、会員数400名ほどのクラブです。
　町より、スポーツセンター施設管理、健康教室事業などを受託し、多世代を対象とした事業
を展開しております。
　キララの特色として、町内５地区の公民館と連携した事業を行っております。各地区公民館
での教室では、参加者の意見、要望を取り入れた教室を展開し、地区住民の交流の場となって
おります。
　また、クラブが町スポーツ少年団の本部事務局を担当し、スポーツ少年団員はキララ会員に
なっていただいております。総合型地域スポーツクラブがスポーツ少年団と連携することで、
団員の皆さまには単一種目だけでなく、キララの様々な教室に参加できる環境を提供しており
ます。
　４年目を迎えたトレッキングクラブは、活動予定作成から、当日の運営など、参加者で作り
上げる事業を展開しております。参加者による毎年３月のプレゼン大会で年間活動の目的地が
決まります。
　総合型地域スポーツクラブ設立から５年目を迎え、クラブのより安定した運営と、事業の充
実のため、平成27年11月にNPO法人を取得しました。
　これからも、様々なスポーツ活動や文化活動を通し、健康づくり、にぎわいのあるまちづく
りに貢献していきます。（活動の様子はホームページにてご確認ください。）

恩師から受け継いだスポーツ少年団
天童市スキースポーツ少年団　　　　　　

代表　秋　葉　秀　正

スポーツ
指導者ノート

必要とされるクラブへ
特定非営利活動法人　　　　
いいでスポーツクラブキララ

クラブ
通　信

　２月20日から23日の間、岩手県八幡平市で行われた、希望郷いわて国

体冬季大会スキー競技会に出場しました。前大会のジャンプ・コンバイ

ンド３位入賞を越えるべく重点的にクロスカントリーの強化に取り組

み、万全の体調で国体に臨みました。

　国体期間中は気象条件が安定せず、ジャンプ台の条件が日ごとに変わる難しい条件でした。

　ジャンプ競技では失敗を最低限にとどめ５位入賞。

　コンバインド競技では前半ジャンプで慎重になりすぎ９位。後半クロスカントリーで懸命に前を追いましたが前半ジャ

ンプでの差が響き、結果は４位と表彰台まであと一歩届きませんでした。

　今大会は自分としては納得いく結果を残すことができませんでしたが、最低限目標としていた２種目入賞を果たし山形

県に貢献できて良かったと思います。

　またスポーツ技術員としての活動も本年で終了となりました。

　私が４年間活動してきた中で山形県のスキー界、スポーツ界に少しでも貢献できたなら嬉しく思います。

希望郷いわて国体を終えて
スポーツ技術員 　　　　　　

久　保　貴　寛

スポーツ
技術員ノート

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クラブマスコット「キララちゃん」
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山形県地域づくり支援機構

山形県住宅供給公社

※募集区画状況は平成 年況は平成 28成 年28 ２年２ 25月 日時点のものです。募集区画状況・
分譲条件等くわしくは下記にお問い合わせください。

山形県住宅供給公社 検索

公社分譲地好評分譲中!!公社分譲地好評分譲中!!公社分譲地好評分譲中!!公社分譲地好評分譲中!!公社分譲地好評分譲中!!公社分譲地好評分譲中!!

お問い合わせ・資料請求

そよ風タウン 嶋 案内センター
0120－303－978

〒990－0885　山形市嶋北１－14－10
URL　http://yjk.o.jp

25 日日 のものです時点の
い。

26

況況は平成成 年28 年
くくわしくくは下記記

5月

合わい合 せくださく
年２月 25 日日 のもの時点の

合わい合 せくださく
年２月
記に 問いお問

25
問い

月月 開始

※資料請求等は下記にお問い合わせください。

http://www.sportsanzen.org
●資料請求は、インターネットより受付けております。

保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。

スポーツ安全保険スポーツ安全保険

公益財団法人 スポーツ安全協会 山形県支部
〈（公財）山形県体育協会内〉

〒990-2412 山形市松山2-11-30 TEL023-642-8321 電話受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く。）

携帯電話から
資料請求ができます。

スポーツ活動
以外の団体も
加入できます。

誠くん 千春ちゃん
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