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　本協会は、「財団法人福岡県体育協会の新世紀スポーツ振興ビジョン」中・長期計画の実行に努めると
ともに、関係機関と連携して『県民のスポーツライフの充実と豊かで活力のある生活の実現』に向けた諸
事業を実施する。

１　県民の継続的なスポーツ活動の実践を促進し、豊かなスポーツライフの形成・定着を図るため、「生活・
健康スポーツ」の振興に努める。

２　ジュニア期からの一貫指導体制の確立を総合的に推進し、県民に夢や感動を与えることができる競技
者の育成を図るため、「競技スポーツ」の振興に努める。

３　スポーツの実践を通した青少年の健全育成を図るため、「ジュニアスポーツ」の振興に努める。
４　スポーツ指導者の養成やスポーツ医・科学の活用、情報の提供及び財源の確保に努める。

（１）「生活・健康スポーツ」の振興事業
①郡市体育団体の組織強化への支援
②地域における各種スポーツ活動への支援
③スポーツフェスタ・ふくおか「福岡県民

体育大会」の開催
④総合型地域スポーツクラブの育成
⑤体力テスト判定員の養成支援

（２）「競技スポーツ」の振興事業
①競技団体の組織強化への支援
②一貫指導体制整備のための支援
③国民体育大会に対する強化対策事業の実

施

（３）「ジュニアスポーツ」の振興事業
①スポーツ少年団及びジュニアスポーツク

ラブの活動充実へ向けた支援
②ジュニアスポーツ選手育成のため「福岡

県タレント発掘事業」の実施
③学校体育団体との連携の推進

（４）指導者養成事業
①公益財団法人日本体育協会公認スポーツ

指導者(スポーツ少年団認定員を含む)養成
事業の実施

②スポーツ指導者協議会の組織強化と研修
会の実施

③スポーツドクター協議会の組織強化と研
修会の実施

（５）スポーツ医・科学事業
①スポーツ医・科学委員会による実践的調

査研究の実施
②最新成果を活かしたスポーツ医・科学サ

ポート体制整備の推進
③スポーツ医・科学の研究成果を普及させ

るための研修会の実施

（６）国際スポーツ交流事業
①日韓・日中スポーツ交流事業の実施

（７）情報提供・広報事業
①広報誌「体協ふくおか」の発刊
②ホームページ及びメール配信による情報

提供事業の推進

（８）財政基盤の整備事業
多様な財源確保の推進

（９）表彰事業
スポーツの普及振興並びに競技力向上に功
績顕著な団体・個人の表彰

（10）その他、関連事業の推進に関すること
①県及び県教育委員会と連携した体育・ス

ポーツ振興事業の推進
②公益財団法人日本体育協会の委託事業の

推進
③関係体育・スポーツ団体及び市町村・市

町村教育委員会との協力・連携
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平成27年度  公益財団法人福岡県体育協会事業日程
月 日 事　業　及　び　行　事　名 会　場　地 担当／委員会

4 ～ 28年3月 地域スポーツ振興助成事業 県　内 普　及

　〃 総合型地域スポーツクラブ育成・設立推進事業 〃 〃

　〃 指導員・上級指導員養成講習会 〃 〃

　〃 一貫指導システム構築活動助成事業 〃 競　技

　〃 国民体育大会強化対策事業 〃 〃

　〃 タレント発掘事業 〃 〃

　〃 スポーツ医・科学サポート実践事業 〃 医・科学

９（木） 第１回九州地区体育協会連絡協議会 大分県内

15（水） 公益財団法人日本体育協会第１回理事会 日本体育協会

17（金） 県民体育大会開催地担当者会議及び競技種目担当者会 アクシオン福岡 普　及

20（月） 加盟団体理事長会議 福岡市 普及・競技

22（水） 公益財団法人日本体育協会加盟団体事務局長会議 日本体育協会

23（木）・24（金） 公益財団法人日本体育協会指導者養成事務担当者会 東京都内

5 上旬～ 28年3月 第58回県民体育大会公開競技会 県　内 普　及

12（火） 県スポーツ指導者協議会第1回幹事会 アクシオン福岡 〃

中旬 クラブアドバイザーミーティング 日本体育協会 普　及

17（日） 第１回県スポーツ指導者研修会・総会 アクシオン福岡 普　及

22（金） 第１回常務理事会・第1回理事会 アクシオン福岡 常　務

31（日） 国民体育大会第35回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会夏季大会（ｶﾇ ：ーＳ・ＷＷ） 大分県豊後大野市 競　技

6 ３（水） 県民体育大会説明会 アクシオン福岡 普　及

４（木） 公益財団法人日本体育協会第2回理事会 日本体育協会

９（火） 定時評議員会・臨時理事会 福岡市 常　務

24（水） 公益財団法人日本体育協会定例評議員会 日本体育協会

24（水） 都道府県体育協会連合会第1回総会 東京都

27（土） 体力テスト判定員養成講習会 朝倉市

下旬 「体協ふくおか」102号発行 　 普　及

7 上旬 県スポーツ指導者協議会第2回幹事会 アクシオン福岡 普　及

17（金）～ 20（月） 国民体育大会第35回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会夏季大会　馬術他８競技 大分県 競　技

22（水） 公益財団法人日本体育協会第3回理事会 日本体育協会

25（土）・26（日） 国民体育大会第35回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会夏季大会　水泳（水球） 大分県 〃

30（木） 第１回財務委員会 福岡市

8 ４（火） 県民体育大会夏季大会郡市代表者会 アクシオン福岡 普　及

19（水） 県民体育大会秋季大会プログラム編成会議 アクシオン福岡 普　及

21（金）～ 27（木） 国民体育大会第35回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会秋季大会　総合開会式　他22競技 大分県 競　技

23（日） 第58回県民体育大会夏季大会水泳競技 福岡市 普　及

22（土）・23（日） アシスタントマネジャー養成講習会 アクシオン福岡 普　及
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9 ３（木） 県民体育大会秋季大会郡市代表者会 アクシオン福岡 普　及

６（日）～ 13（日） 第70回国民体育大会会期前競技 和歌山県ほか 競　技

17（木） 第70回国民体育大会県代表監督会議・結団式 アクシオン福岡 競　技

中旬 第2回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

18（金）～ 22（火） 日本スポーツマスターズ2015 石川県 競　技

19（土）・20（日）・21（月） 第58回県民体育大会秋季大会 福岡市ほか 普　及

22（火）～ 26（土） 第70回国民体育大会バスケットボール競技会 和歌山県 競　技

25（金） 第70回国民体育大会全国代表者会議 和歌山県 競　技

26（土）～ 10/6（火） 第70回国民体育大会 和歌山県ほか 〃

10 30（金） 第2回市町村対抗「福岡駅伝」説明会 筑後市 普　及

中旬 県スポーツ指導者協議会第3回幹事会 福岡市 普　及

11 上旬 強化指導者研修会　全体会 〃 〃

上旬 第2回県スポーツ指導者研修会 福岡市 普　及

５（木）・６（金） 第2回九州地区体育協会連絡協議会 宮崎県

11（水） 公益財団法人日本体育協会第4回理事会 日本体育協会

12（木） 第70回国民体育大会解団式 アクシオン福岡 競　技

22（日） 第2回市町村対抗「福岡駅伝」 筑後市 普　及

下旬 西ブロック各県体育協会事務局長研修会 調整中

未定 九州ブロッククラブネットワークアクション2015 大分県 普　及

12 上旬 強化指導者研修会　専門研修会 福岡市 競　技

上旬 第３回常務理事会 福岡市 常　務

上旬 都道府県体育協会事務局職員研修会 岩手県

5（土）・6（日） 国民体育大会第35回九州ﾌﾞﾛｯｸ大会冬季大会 福岡市 競　技

中旬 第2回全国スポーツ指導者連絡会議 日本体育協会 普　及

中旬 日本体育協会公認スポーツ指導者全国研修会・表彰式 東京都 〃

下旬 「体協ふくおか」103号発行 　 普　及

1 ８（金） 第71回国民体育大会冬季大会ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ競技結団式 アクシオン福岡 競　技

中旬 第4回常務理事会 〃 常　務

中旬 第59回県民体育大会冬季大会スキー競技 鳥取県 普　及

23（土）・24（日） アシスタントマネジャー養成講習会 アクシオン福岡 〃

27（水）～ 31（日） 第71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 岩手県 競　技

２ 上旬 第2回理事会 〃 常　務

20（日）～ 23日（火） 第71国民体育大会冬季大会スキー競技会 岩手県 競　技

3 ９（水） 公益財団法人日本体育協会第5回理事会 日本体育協会

12（土） （公財）福岡県体育協会表彰式 福岡市 常　務

中旬 第2回財務委員会 〃

中旬 第5回常務理事会 アクシオン福岡 常　務

下旬 都道府県体育協会連合会第3回常任幹事会 東京都

下旬 都道府県体育協会連絡会議 〃

下旬 県スポーツ指導者協議会第4回幹事会 福岡市 普　及

下旬 第3回理事会・評議員会 〃 常　務

23（水） 公益財団法人日本体育協会臨時評議員会 日本体育協会
担当委員会／常務：常務理事会　普及：普及開発委員会　競技：競技力向上委員会　医・科学：スポーツ医・科学委員会
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平成27年度  福岡県スポーツ少年団事業計画
月 日 事　業　及　び　行　事　名 会　場　地
４ ～７月 スポーツ少年団登録受付事務 事務局

～ 28年２月 スポーツリーダー兼スポーツ少年団認定員養成講習会 県 内 ５地 区
～ 28年３月 地域交流促進事業 県内
　〃 モデル少年団育成事業 県内
　〃 各種研修会事業 県内
　〃 福岡県スポーツ少年団専門部会 県内
23（木）・24（金） 九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会 長崎県

5 ２（土）～４（月） 第４２回日独スポーツ少年団同時交流事前研修会（指導者） 東京都
３（日）・４（月） 第４２回日独スポーツ少年団同時交流事前研修会（団員） 東京都
21（木） 第１回常任委員会・委員総会 アクシオン福岡
22（金） 第４２回日独スポーツ少年団同時交流九州Ⅰブロック受入ミーティング 長崎県
27（水） 日本スポーツ少年団都道府県事務担当者会議 東京都
30（土） 日本スポーツ少年団第１回委員総会 東京都

6 19（金）・20（土） 全国スポーツ少年団指導者協議会 東京都
21（日） 第２０回スポーツ少年団指導者全国研究大会 東京都

7 ４（土）・５（日）・11（土） 第３７回福岡県スポーツ少年団軟式野球交流大会 朝倉市
下旬 第５３回全国スポーツ少年大会ならびに第４７回九州ブロックスポーツ少年大会結団式 アクシオン福岡
31（金）～８月17日（月） 第４２回日独スポーツ少年団同時交流（派遣） ドイツ

8 １（土）～４（火） 第３７回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 徳島県
１（土）～４（火） 第５３回全国スポーツ少年大会 宮城県
６（木）～ 10（月） 日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール 静岡県
10（月）～ 13（木） 第４７回九州ブロックスポーツ少年大会 長崎県
14（金）～ 16（日） 第３５回九州ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会 宮崎県
14（金）～ 16（日） 第３５回九州ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会 熊本県
14（金）～ 16（日） 第３５回九州ブロックスポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会 佐賀県
15（土）・16（日） 第３５回九州ブロックスポーツ少年団空手道交流大会 沖縄県
28（金）～ 30（日） 第３５回九州ブロックスポーツ少年団ソフトボール交流大会 大分県
21（金）～ 23（日） 第３５回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会 福岡県
22（土）・23（日） 第３５回九州ブロックスポーツ少年団剣道交流大会 鹿児島県

9 26（土）・27（日） 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 東京都
10 中旬 公認ジュニアスポーツ指導員養成講習会（前期） 未定

31（土） 日本スポーツ少年団認定育成員研修会（福岡会場） ＴＫＰ博多
31（土）・11月１日（日） 第８回福岡県スポーツ少年団ソフトボール交流大会 大牟田市
31（土）・11月１日（日） 第９回福岡県スポーツ少年団バレーボール交流大会 北九州市

11 １（日） 第２６回福岡県スポーツ少年団剣道交流大会 筑紫野市
７（土）・８（日） 第８回福岡県スポーツ少年団サッカー交流大会 田川市
７（土）・８（日） 九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会並びに指導者研究協議会 長崎県
中旬 公認ジュニアスポーツ指導員養成講習会（後期） 未定
中旬 第２回常任委員会 アクシオン福岡
28（土）・29（日） 九州ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会 アクシオン福岡

12 上旬 ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム 東京都
19（土）・20（日） 福岡県スポーツ少年団リーダー研修会 玄海の家

1 28（木）・29（金） 日本スポーツ少年団九州ブロック会議 長崎県
2 20（土）・21（日） 第７回福岡県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会 大野城市
3 上旬 日本スポーツ少年団第２回委員総会 東京都

中旬 日本スポーツ少年団顕彰伝達式 福岡市
中旬 第３回常任委員会・第２回委員総会 アクシオン福岡
19（土）～ 21（月） 福岡県スポーツ少年団ジュニアリーダースクール 玄海の家
26（土）～ 28（月） 第３８回全国スポーツ少年団剣道交流大会 鹿児島県
27（日）～ 30（水） 第１３回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 福岡県
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※本協会ホームページより抜粋
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　第70回国民体育大会冬季大会は、スケート・アイスホッケー競技会が1月28日から2月1日まで群馬県前橋市、高崎市、渋川市、
スキー競技会が2月20 日から23日まで群馬県片品村でそれぞれ開催され、本県からはスケート・アイスホッケー競技会に72名、
スキー競技会に31名の選手団が参加し、熱戦が繰り広げられた。
　スケート競技では、フィギュア成年男子の川原選手・野添選手が見事フィギュア成年男子の頂点にたった。少年男子の宮田
選手・中野選手が4位、少年女子の竹野選手・西坂選手が3位と活躍し、4種別中3種別で入賞を果たした。また、ショート・
トラックでは、成年女子3000ｍリレーで、序盤から強豪県がリードするレースとなるも、最後まで諦めず猛追する福岡県が見
事優勝を収めた。さらに、成年男子5000ｍリレーも6位入賞、少年女子では南里選手が1000ｍ・500ｍで共に５位入賞、少
年男子では山﨑選手が1000ｍで3位、500ｍで5位入賞、成年女子1000ｍで辰巳選手が6位入賞を果たすなど大活躍を見せた。
アイスホッケーでは、少年男子が平成18年北海道大会以来の8位入賞を果たし今後の励みとなる結果を収めることができた。
　スキー競技会では、ジャイアントスラローム、成年女子Ａで岡本選手が８位、成年女子Ｂで水口選手が、3位の結果を残し女
子種目は４年連続の入賞を果たした。
　今大会を通じての本県獲得点は131.0点、男女総合成績は13位であった。「チーム福岡」の目標である連続8位以内入賞へ向
け、10月に開催される本国体へ、よいスタートを切った大会となった。

　　競技別順位及び獲得点

競技名 順位 参加点 男子 女子 計成年 少年 成年 少年
スケート 7 （8） 10 27 （15） 25 （16） 11 （15） 26 （30） 99 （86）

アイスホッケー 11 （12） 10 0 （0） 5 (0) ─ ─ 15 （10）
スキー 9 （14） 10 0 （0） 0 (0) 7 （8） 0 （0） 17 （18）

※　（　　　　）内は第69回大会の順位及び獲得点、―は競技なし

　　入賞者一覧
競技名 種別 種別順位 獲得点 氏名（所属）

スケート
（フィギュア）

成年男子 １位 24点 川原　星(福岡大学)
野添　紘介（明治大学）

少年男子 ４位 15点 宮田　大地（東福岡高校）
中野　紘輔（嘉穂高校）

少年女子 ３位 18点 竹野　比奈（沖学園高校）
西坂　美柚（福岡雙葉中学校）

スケート
（ショート･トラック）

成年男子 5000mR ６位 ３点 竹内　悠（県スケート連盟）　井上　雄介（福岡天神医療リハビ
リ専門学校）　豊福　麗（阪南大学）　山田　誠（福岡市消防局）

成年女子
1000ｍ ６位 ３点 辰巳　香子（福岡大学）

3000mR １位 ８点 野田　弥沙（福岡大学）　弥中　美由（神奈川大学）
古賀　あや（二日市中学校）　 辰巳　香子（福岡大学）

少年男子 500ｍ ５位 ４点 山﨑　健人（沖学園高校）
1000ｍ ３位 ６点 山﨑　健人（沖学園高校）

少年女子 500ｍ ５位 ４点 南里　塔子（沖学園高校）
1000ｍ ５位 ４点 南里　塔子（沖学園高校）

アイスホッケー 少年男子 ８位 ５点

中野　皓太 (筑陽学園高校)　関　尚貴 (東福岡高校)
白水　太一 (玄洋高校)　内野　悠平 (筑紫台高校)
高場　圭 (上智福岡高校)　森田　雄大 (明善高校)
柴原　宗一郎 (柏陵高校)　ウィルソン　海 (東福岡高校)
本多　潤哉 (鞍手高校)  関　剛太 (玄洋高校)
多田　善樹 (東福岡高校)　大宅　遼馬 (福岡工業高校)
古川　宗一郎 (福岡高校)　金子　純平 (筑紫丘高校)
進藤　瞬哉 (自由ケ丘高校)  武冨　颯 (純真高校)

スキー 成年女子A ジャイアント
スラローム

８位 １点 岡本　乃絵（（株）おりなす）
成年女子B ３位 ６点 水口　かおり（（株）イデア）

　　男女総合・女子総合成績上位８県と本県の成績
【男女総合】

第70回大会 第69回大会
順位 都道府県 獲得点 順位 獲得点

1 北海道 431.0 1 441.0 
2 長野県 359.5 2 342.5 
3 愛知県 179.0 10 129.0 
4 新潟県 158.0 8 132.0 
5 群馬県 152.5 9 130.0 
6 青森県 150.0 7 145.0 
7 秋田県 150.0 12 123.0 
8 大阪府 145.0 11 126.0 
13 福岡県 131.0 13 114.0 

【女子総合】
第70回大会 第69回大会

順位 都道府県 獲得点 順位 獲得点
1 北海道 150.0 1 184.0 
2 長野県 145.0 2 152.5 
3 山梨県 111.0 7 68.0 
4 愛知県 101.0 8 66.0 
5 群馬県 72.0 4 74.0 
6 大阪府 66.0 3 76.0 
7 神奈川県 65.0 8 66.0 
8 福岡県 64.0 5 73.0 

第
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スケート（ショートトラック）

アイスホッケー成年男子 スケート（フィギュア）３位入賞を
果たした竹野選手と西坂選手

８位入賞を果たしたアイスホッケー少年男子

スケート（ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ）入賞選手
スキー（ジャイアントスラローム）で3位入賞

水口選手

スキー（ジャイアントスラローム）

スケート（フィギュア）成年男子で優勝を
果たした川原選手と野添選手
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公
益
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団
法
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育
協
会
表
彰

　平成２６年度(公財)福岡県体育協会表彰は、平成２７年３月７日（土）、福岡リーセントホテルで行われ、本県スポー
ツの振興普及に寄与した個人１４と１団体、スポーツにおいて抜群の成績を挙げた個人３４名と１８団体、計４８個
人と１９団体にそれぞれ表彰状並びに記念品が贈られた。受賞者は次のとおり。（敬称略）

個　　　人
○大塚　　啓　（68歳）

昭和52年に発足した筑豊ＡＣの一員として朝日
駅伝や九州実業団駅伝等に選手・監督として出場
した経験を持つ。また、平成３年から飯塚陸上競
技場で始めた「筑豊ＡＣ陸上競技大会」を開催し、
小学生から60代までの愛好家やジュニアクラブ等
が参加する競技会へと発展させるなど、陸上競技
の普及振興に貢献をしている。昭和63年から福岡
陸上競技協会の公認審判員として活躍し、平成10
年より福岡国際マラソンの自主整理員の編成に関
わり、筑豊で一緒に走り続けてきた仲間や福岡地
区の走ろう会等の仲間と連携をとり、九つの走ろ
う会クラブに呼びかけ、３００名余のメンバーを
構成し、大会運営に貢献している。
●筑豊ＡＣ会長等（37年間）

○浦川　隆弘　（68歳）
昭和39年から昭和51年までの間、当時の三菱化
成の選手として活躍し、コーチ・監督として数多
くの選手を育成してきた。昭和61年より日本陸上
競技連盟公認審判員として、31年間競技運営に係
わり、平成９年からはＳ級(終身)審判員として指
導的立場で、競技会を中心から支えている。また、
昭和60年より北九州市陸上競技協会の理事、事務
局長、副理事長、理事長と歴任し、北九州市陸上
競技協会の発展、運営、競技力向上に尽力すると
ともに福岡陸上競技協会の理事も長年にわたって
務め、現在も北九州地区代表の一員として、福岡
陸上競技協会の発展に寄与されている。
●北九州市陸上競技協会理事長等（50年間）

○結城　　威　（79歳）
昭和33年から福岡県ヨット連盟の理事及び九州
ヨット協会常任理事に就任され、昭和42年まで務
められた。昭和54年、福岡県ヨット連盟の理事に
再就任し、平成13年に福岡県セーリング連盟副会
長、平成19年に同連盟会長、平成26年からは同
連盟相談役としてセーリングの普及振興に努めて
いる。また、国民体育大会においても長年、コーチ・
監督、日本ヨット協会本部役員プロテスト部長等
として参加されてきた経験を持つ。永年にわたり
福岡県セーリング連盟の発展並びにスポーツの普
及振興に貢献している功績は顕著である。
●福岡県セーリング連盟相談役等（45年間）

○合瀬　武久　（73歳）
　昭和57年から福岡県テニス協会常務理事、副理
事長、理事長と歴任し、現在は同協会副会長、九
州テニス協会理事長を兼務しており、永年にわた
り福岡県テニス協会、九州テニス協会の中心的役
割を果たしてテニスの普及に尽力されている。　
テニスプレイヤーとしても平成８年全日本ベテラ
ン選手権55才ダブルスにおける優勝をはじめ、全

日本選手権通算10回、全日本ベテラン選手権通
算24回、国民体育大会福岡県代表選手として通
算12回、また全九州選手権では通算30回以上の
優勝など数々の選手権大会にて輝かしい戦績を重
ねられるとともにそのプレイは他のテニスプレイ
ヤーの模範となる存在である。
●福岡県テニス協会副会長等（32年間）

○西中　　勉　（71歳）
昭和50年から近畿大学附属福岡高等学校バスケッ
トボール部監督として、全国大会３回、九州大会
３回の出場を果たした。現在も近畿大学九州短期
大学バスケットボール部を指導し、全国大会優勝
に導いた。
また、昭和50年近畿大学附属高等学校奉職以来、
福岡県バスケットボール協会東部支部役員として、
競技の発展と選手の育成に力を注ぎ、平成14年よ
り福岡県バスケットボール協会常任理事、東部支
部長として、Ｗリーグをはじめとする各大会を大
会委員長として成功させ、バスケットボール協会
やその他事業に多大なる貢献をした。
●福岡県バスケットボール協会常任理事等（39年間）

○平松　秀敏　（65歳）
昭和49年、福岡市開催の高校総体を期に福岡市卓
球協会理事に就任し、昭和55年からは福岡県卓球
協会の常任理事(事務局長)にも就任し、卓球界のた
めに貢献している。昭和54年12月に平松卓球場
をオープンして以来、県内のあらゆる大会・運営
に携わっており、指導歴も永く、ももちパレス講
師や久留米市開催の卓球教室等は30年を超え、現
在も年齢を問わず卓球の技術向上や普及発展のた
めに自らラケットを握る毎日である。また、国際
審判員として活躍した経験を持ち、県内での審判
資格取得やルール講習会の講師として後継者の育
成に貢献し、公認審判員資格取得者の増員に尽力
している。
●福岡県卓球協会副理事長等（40年間）

○山崎　英二　（76歳）
　昭和43年３月全日本軟式野球福岡県連盟嘉飯支
部に審判員として在籍、昭和52年2月同支部副審
判長、昭和60年3月に同支部審判長に就任し、県
大会や九州大会等の企画運営に貢献した。平成12
年には全日本軟式野球福岡県連盟の評議員、平成
13年嘉飯支部理事長として支部のみならず福岡県
連盟の事業等の企画、運営、発展に尽力し、平成
14年は軟式野球の最高峰である天皇賜杯の全国大
会に審判員として携わり大会に貢献した。平成21
年には全日本軟式野球福岡県連盟の理事を務め、
積極的に同連盟の発展に寄与した。軟式野球の普
及と市民の健康増進及び青少年の健全育成に果た
した功績は顕著であり、性格は温厚で信頼も厚い。
●全日本軟式野球福岡県連盟理事等（46年間）

本県スポーツの普及振興に寄与し、その功績が顕著な団体並びに個人

48
個
人
と
19
団
体
へ
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○河口　節喜　（85歳）
昭和55年から福岡県剣道連盟評議員、平成20年からは
同連盟審議員を歴任し、現在では同連盟の相談役として、
永年にわたり同連盟の発展に寄与している。地域におい
ては筑後連合地区剣道連盟の会長として剣道を通じて地
域の普及発展と青少年の健全な育成に多いに貢献してい
る。また、当人は徳操高潔、温厚篤実でありその誠実さ
と責任感の強さは剣道指導者の鏡として子供から大人に
至るまで信頼を受け慕われており、長年その要職に就き
斯道発展のために尽力されている。
●公益社団法人福岡県剣道連盟相談役等（34年間）

○水江　　榮　（71歳）
昭和48年より公民館や銃剣道場で指導を行いながら底
辺拡大に努め、昭和55年に全日本空手道連盟九州地区
公認審判員、指導員、日本体育協会Ｂ級スポーツ指導員
の資格を取得し、北九州地区をはじめ、県内の空手道大
会で審判員として従事している。
平成元年に北九州市空手道連盟常任理事、北九州地区空
手道連盟常任理事、福岡県空手道連盟理事、平成12年
から北九州空手道連盟事務局長と歴任し、数々の大会や
講習会等の運営責任者として活動してきた。現在は北九
州市空手道連盟の会長として、優れた手腕と卓越した指
導力により北九州市内の空手道競技をはじめ、スポーツ
の普及振興に尽力している。
●北九州市空手道連盟会長等（41年間）

○明吉　哲成　（78歳）
昭和33年から青少年育成のため、空手道の指導にあた
り、空手道修練において心技体を一体として鍛え、人格
を磨き道徳心を高め「礼と節」を重んじる人間性を養う
ことを大切に指導している。また、昭和36年に福岡市
役所空手道部を創設し、昭和48年には日本正剛館西福
岡道場を創設するなど空手道の普及・振興に大いに尽力
されるとともに、昭和45年からは福岡市空手道連盟理
事として、組織の充実・発展に大きく寄与された。過去
には、福岡市体育協会（現　福岡市スポーツ協会）の評
議員を務めるなど、福岡市におけるスポーツの普及・振
興に大いに尽力された。
●福岡地区空手道連盟相談役等（56年間）

○萬　　康孝　（77歳）
昭和51年から福岡市空手道連盟理事、昭和53年からは
副理事長として、福岡市における空手の普及・振興に尽
力されるとともに、昭和60年からは福岡地区空手道連
盟理事に就任し、組織の充実・発展に大きく寄与された。
また、昭和59年から平成２年まで、福岡市体育協会（現
福岡市スポーツ協会）の評議員を務めるなど、福岡市に
おけるスポーツの普及・振興にも大いに尽力された。
●福岡市空手道連盟副理事長等（38年間）

○佐藤　健二　（70歳）
昭和44年、福岡北で修行していた当人は「一人でも多
くの青少年に少林寺拳法を普及したい」との思いで「福
岡西」としての活動を西福岡警察署武道館で開始し、昭
和54年に専有道場が建つまで、海岸の堤防や空き地な
ど転々とするなか少林寺拳法の活動の充実が図られてい
た。少年部では「礼儀、体力づくり、団体訓練」の３つ
を基本に、一般部には「まず常識人であれ、そして暗夜
の一灯となれ」と少林寺拳法の教えを説いている。既に、
この「福岡西」から巣立った拳士も多く、九州のみなら
ず全国に、そして海外にも道場を設立して、少林寺拳法

の輪を広げているなど、少林寺拳法の普及発展に多大な
貢献をしている。
●少林寺拳法　福岡西所属長（45年間）

○有馬　正浩　（71歳）
永きにわたり、田川市のゲートボール競技をはじめ、ス
ポーツの発展に尽力されている。選手時代は、ゲートボー
ルチームを幾度となく、全国大会に導き、現在も現役で
活動されている。また、平成４年から田川市ゲートボー
ル協会理事、理事長、会長を歴任し、ゲートボールの普
及活動を行い、世代交流などの新たなる活動で同市内で
は根強くゲートボールが普及されている。
平成22年には福智高校で介護福祉課の授業の一環とし
て、ゲートボールを取り入れ、ゲートボール部を創設し、
翌年には全国大会へ出場させている。平成20年からは
田川市体育協会常任理事として、田川市のスポーツ振興
に寄与されている。
●ＮＰＯ法人田川市体育協会常任理事等（22年間）

○古賀　勝秀　（71歳）
平成２年から平成25年までの長きにわたり大川市体育
協会役員として、大川市のスポーツ振興と競技スポーツ
発展のために尽力されている。また、平成10年度から
は同協会理事長として就任し、加盟団体の育成・指導な
ど組織強化に努めた。平成20年に同協会会長に就任後
は、大川市において開催されるマラソン大会等の各種ス
ポーツ大会の企画・立案の中心的存在として力を発揮さ
れ、市民の体力向上、健康増進にも多大な貢献をされて
いる。福岡県民体育大会では、同市選手団の団長として
選手団の編成に尽力され、多数の選手を出場させるなど、
県民の体力向上、健康増進に対しても大きく貢献されて
いる。
●大川市体育協会顧問等（24年間）

団　　　体

○一般財団法人少林寺拳法連盟　那珂川
福岡県下において、六番目に古い歴史を有する「那珂川」
は筑紫地区で最初に設立され、同地区のリーダー的道場
として発展し、同地区及び福岡県の少林寺拳法の普及発
展に大きく寄与している。所属長である久保田利幸氏は、
所属長として設立当初から現在に至るまで、「道場だけ
ではなく、日ごろの生活のなかで少林寺拳法の教えを実
践すること」をモットーに献身的かつ精力的に活動する
のみならず、昭和59年から15年間にわたり福岡県少林
寺拳法連盟理事長として尽力し、県下における功績は顕
著である。（活動年数：43年）
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個　　　人
○長谷川　絵美　（28歳）　(株)サンミリオン

第69回国民体育大会冬季大会スキー競技会　成年女子Ｂ　GS　優勝
第92回全日本スキー選手権大会　GS　優勝
第92回全日本スキー選手権大会　SL　優勝
第93回全日本スキー選手権大会　SC　優勝
第９回サンミリオンカップ　GS　優勝
2014　FIS　ファーイーストカップジャパンシリーズ雫石大
会　SC　優勝

○石井　智也　（25歳）　(株)おりなす
第92回全日本スキー選手権大会アルペン競技会　技術系種目　
優勝

○石原　愛由　（18歳）　柳川高等学校
平成26年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会
第82回日本高等学校選手権大会水泳競技大会　
競泳競技　女子200m自由形　優勝
第69回国民体育大会水泳競技会　少年女子Ａ　100m自由形　優勝

○綱　あづさ　（39歳）　ベストアメニティ (株)
平成26年度日本カヌースプリント選手権大会　女子K－4　
200m　優勝

○田中　香奈　（19歳）　鹿屋体育大学
平成26年度日本カヌースプリント選手権大会　女子K－2　
200m　優勝

○内田　成美　（21歳）　武庫川女子大学
平成26年度日本カヌースプリント選手権大会　女子K－4　
500m　優勝

○池田　蒼生人　（22歳）　関西学院大学
2014年度第50回全日本学生カヌースプリント選手権大会　
男子K－2　5,000m　優勝

○湯浅　友晶　（21歳）　日本体育大学
2014年度第50回全日本学生カヌースプリント選手権大会　
男子C－1　200m　優勝

○陣内　綾子　（27歳）　(株)九電工
第97回日本陸上競技選手権大会　女子1,500m　優勝

○倉田　直人　（22歳）　九州共立大学
2014日本学生陸上競技個人選手権大会　男子ハンマー投　優勝

○仲野　春花　（18歳）　中村学園女子高等学校
平成26年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
秩父宮賜杯　第67回全国高等学校陸上競技対校選手権大会　
女子走高跳　優勝

○保坂　　剛　（18歳）　東福岡高等学校
平成26年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会
第68回全国高等学校ボクシング選手権大会　ライト級　優勝

○天野　雅之　（26歳）　中央大学(職)
第69回国民体育大会レスリング競技会　成年男子　グレコ
ローマンスタイル85kg級　優勝

○三苫　琴乃　（18歳）　九州国際大学付属高等学校
第29回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会　女
子58kg級　S　優勝

○福田　匠磨　（18歳）　九州国際大学付属高等学校
平成26年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング
競技大会
高松宮賜旗　第61回全国高等学校ウエイトリフティング競技

選手権大会85kg級　C&J　優勝
平成26年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング
競技大会
高松宮賜旗　第61回全国高等学校ウエイトリフティング競技
選手権大会85kg級　トータル　優勝
第69回国民体育大会ウエイトリフティング競技会　少年男子
　85kg級　C&J　優勝　優勝

○白石　宏明　（25歳）　自衛隊体育学校
第69回国民体育大会ウエイトリフティング競技会　成年男子
　105kg級　C&J　優勝

○太田　和臣　（28歳）　九州国際大学(職)
第69回国民体育大会ウエイトリフティング競技会　成年男子
　105kg超級　S　優勝
第69回国民体育大会ウエイトリフティング競技会　成年男子
　105kg超級　C&J　優勝

○原井　博斗　（19歳）　中央大学
文部科学大臣杯　第70回全日本大学対抗選手権自転車競技大
会　団体種目　4kmチームパーシュート　優勝

○大久保　花梨　（17歳）　祐誠高等学校
JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会　女子個人
種目　500mタイムトライアル　優勝

○梶原　大地　（17歳）　祐誠高等学校
第69回国民体育大会自転車競技会　少年男子　スプリント　優勝

○前田　美優　（18歳）　希望が丘高等学校
平成26年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会
第83回全国高等学校卓球選手権大会　女子シングルス　優勝
平成26年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会
第83回全国高等学校卓球選手権大会　女子ダブルス　優勝

○趙　　甜甜　（17歳）　希望が丘高等学校
平成26年度全国高等学校総合体育大会卓球競技大会
第83回全国高等学校卓球選手権大会　女子ダブルス　優勝

○早田　ひな　（14歳）　中間市立中間東中学校
平成26年度全国中学校体育大会　
第45回全国中学校卓球大会　女子個人　優勝

○川原　　楓　（17歳）　東京都立王子総合高等学校
第69回国民体育大会ライフル射撃競技会　少年女子10mエ
ア・ライフル立射40発競技　優勝

○中村　結花　（27歳）　(株)堀場製作所
第51回ISSF世界射撃選手権グラナダ大会女子50ｍライフル
射撃競技　３姿勢60発　出場
第51回ISSF世界射撃選手権グラナダ大会女子50ｍライフル
射撃競技　50ｍ伏撃60発　出場

○七戸　　龍　（26歳）　九州電力(株)　東京支社
2014年チェリャビンスク世界柔道選手権大会　男子100kg
超級　２位
2014年グランプリ・ウランバートル　男子100kg超級　優勝
2014年グランドスラム・パリ　男子100kg超級　優勝

○津嘉山　崇　（15歳）　北九州市立大蔵中学校
平成26年度全国中学校体育大会　第45回全国中学校柔道大会
　男子66kg級　優勝

○古賀　若菜　（13歳）　久留米市立田主丸中学校
平成26年度全国中学校体育大会　第45回全国中学校柔道大会
　女子40kg級　優勝

○素根　　輝　（12歳）　久留米市立田主丸中学校

スポーツにおいて抜群の成績をあげた団体並びに個人
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平成26年度全国中学校体育大会　第45回全国中学校柔道大会
　女子70kg超級　優勝

○松本　弥月　（22歳）　法政大学
平成26年度第48回全日本女子学生剣道選手権大会　優勝

○梅ヶ谷　翔　（19歳）　中央大学
平成26年度第62回全日本学生剣道選手権大会　優勝

○竹ノ内　佑也　（21歳）　筑波大学
平成26年度第62回全日本剣道選手権大会　優勝

○小林　加奈　（17歳）　福岡県立柏陵高等学校
平成26年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会
高円宮賜牌　第47回全国高等学校アーチェリー選手権大会　
個人　優勝
第69回国民体育大会アーチェリー競技会　少年女子　個人　
優勝

○篠原　真里亜　（18歳）　沖学園高等学校
第69回国民体育大会ゴルフ競技会　少年女子　個人　優勝

団　　体
○中村学園三陽高等学校　ヨット部

平成26年度全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会
第55回全国高等学校ヨット選手権大会　男子ＦＪデュエット　優勝

○東福岡高等学校　サッカー部
平成26年度全国高等学校総合体育大会　サッカー競技大会　優勝

○東福岡高等学校　バレーボール部
平成26年度全国高等学校総合体育大会　男子バレーボール競
技大会　優勝

○第69回国民体育大会バレーボール競技会
　少年男子福岡県チーム

第69回国民体育大会バレーボール競技会　少年男子　優勝

○JOCジュニアオリンピックカップ
　第28回全国都道府県対抗中学バレーボール大会
　福岡県女子選抜チーム

JOCジュニアオリンピックカップ
第28回全国都道府県対抗中学バレーボール大会　女子　優勝

○第69回国民体育大会バスケットボール競技会
　成年男子福岡県チーム

第69回国民体育大会バスケットボール競技会　成年男子　優勝

○第69回国民体育大会バスケットボール競技会
　少年男子福岡県チーム

第69回国民体育大会バスケットボール競技会　少年男子　優勝

○福岡大学附属大濠高等学校
　バスケットボール部

平成26年度全国高等学校総合体育大会
第67回全国高等学校バスケットボール選手権大会　優勝

○北九州市立折尾中学校
　女子バスケットボール部

平成26年度全国中学校体育大会　第44回全国中学校バスケッ
トボール大会　優勝

○第27回都道府県対抗
　ジュニアバスケットボール大会2014
　福岡県中学生女子選抜チーム

第27回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2014　優勝

○第69回国民体育大会ソフトテニス競技会
　少年女子福岡県チーム

第69回国民体育大会ソフトテニス競技会　少年女子　優勝

○第69回国民体育大会卓球競技会
　少年女子福岡県チーム

第69回国民体育大会卓球競技会　少年女子　優勝

○福岡市立玄洋中学校　女子剣道部
平成26年度全国中学校体育大会　第44回全国中学校剣道大会
　優勝

○東福岡高等学校　ラグビーフットボール部
平成26年度全国高等学校総合体育大会
第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会　優勝

○第20回全国ジュニア・
　ラグビーフットボール大会
　福岡県選抜チーム

第20回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会　優勝

○第69回国民体育大会山岳競技会
　少年男子福岡県チーム

第69回国民体育大会山岳競技会　少年男子　リード競技　優勝

○福岡大学なぎなた同好会
第53回全日本学生なぎなた選手権大会　演技の部　優勝

○第69回国民体育大会ゴルフ競技会
　女子福岡県チーム

第69回国民体育大会ゴルフ競技　女子　優勝

平成26年度　公益財団法人日本体育協会　日本スポーツ少年団被表彰者

平成26年度　公益財団法人日本体育協会　日本スポーツ少年団　感謝状

○嶋崎　慎吾　（58歳）　遠賀町スポーツ少年団
昭和59年11月に「おんがサッカー」を創部以来、30年間「お
んがサッカークラブ」の指導を行い、現在に至る。

○大川市スポーツ少年団
平成５年に大川市スポーツ少年団が設立され、現在は４競技９
団体でスポーツ少年団の活動活性化を図りながら、青少年のス
ポーツ振興と健全育成を目的に活動を行っている。

○石山　啓城　（61歳）　
　前原市スポーツ少年団の本部長を平成16年から、一市二町
合併により誕生した糸島市スポーツ少年団の本部長を平成26
年５月まで10年間努められ、スポーツ少年団の発展に尽力さ
れた。また、糸島市体育協会の常任理事として平成18年から
９年間、糸島市の体育活動に大きく貢献された。

○古川　文男　（61歳）　
　糸島市スポーツ少年団の副本部長を平成22年４月から26年
５月まで務める。平成６年３月に深江ジュニアフレンズを設立
し、20年にわたりジュニアバレーボールの指導および運営に
携わり、スポーツ少年団の健全な育成に尽力されている。代表
指導者・監督として現在も活躍中である。
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１　はじめに

　福岡県では、子どもたちがスポーツにふれあ
う機会や世界で活躍できる機会を創ることを目
的とした「福岡県タレント発掘事業」を展開して
います。平成１６年度にスタートし、JSC（日本
スポーツ振興センター）、JOC（日本オリンピック
委員会）をはじめ福岡県内の競技団体の方々の
ご協力をいただき、１２年目を迎えることができ
ました。

 ２　適性の高い競技を見つけるために

　受講生は、さまざまなプログラムを通じて、自
己の能力を伸ばし、自分の強みを活かした競技
を見つけ、より高いレベルで活躍できる競技を
選択していきます。
全受講生に対し測定会を実施、運動能力の伸び
等を確認するとともに、測定値や、各競技団体
の強化担当の方々にパフォーマンスを評価してい
ただいています。

　このような評価を基に、受講生は、自分の能
力を活かし、世界の舞台で活躍できる競技選択
を行っていきます。
　明確な目標を決定した受講生は、三者面談で、
競技選択の理由やトップアスリートになるための
具体的な計画など、その競技で世界を目指すた
めの道筋をプレゼンテーションします。

 ３　受講生・修了生の活躍

　オーディションやトライアウトをはじめ、様々な
プログラムを経て、競技団体の方々に指導してい
ただいた受講生達が、国際大会の舞台で活躍し
ています。本事業開始からこれまでに、日本代
表となって国際大会に出場した修了生は、２５名
となりました。
　平成２６年度には、フェンシング、ライフル射
撃、ホッケー、バスケットボール、近代５種の５
競技において、１３名の修了生が日本代表として
世界大会に出場しました。

　また、ソフトボール、自転車競技、ライフル射
撃、ボート、フェンシングの５競技において、２
名の受講生と６名の修了生が日本一を達成して
います。

４　おわりに

　今後とも、福岡県からより多くの選手が、世
界を舞台にして活躍できるよう、取り組んでまい
ります。引き続き、競技団体の皆様からのご支
援、ご協力をよろしくお願いいたします。

オーディションの様子

「中学3年生三者面談」の様子

長崎国民体育大会　自転車競技（スプリント）で
日本一を達成した５期生の梶原大地

カデジュニアアジア選手権で優勝した
７期生の脇田樹魅（右から２番目）
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1．福岡県卓球界の現状
　本県のジュニア強化は一貫指導体制事業を通し強化練
習会や遠征合宿を年間６回実施している。
強化指定選手は、福岡県卓球選手権大会（小学生、中
学生、高校生の部）の成績をもとに４０名選出している。
指定選手に選ばれることは、優秀なトップ指導者に巡り
会える特権となっている。

１　トップ指導者の招聘
　一貫指導ではフィジカルトレーナーとして、オリンピック
や世界選手権大会の日本代表選手に帯同して活躍してい
る方を招聘し、怪我のない身体作りを目指している。
　また技術面の指導者では元オリンピック金メダリストや
全日本選手権大会優勝者を招聘し指導をお願いして心･
技・体･智の強化に力を入れている。
　また毎回の強化練習会後には、指定選手所属のチーム
監督を通して感想文を提出させている。選手は素晴らし
い指導者との出会いに感謝感動し、的確なアドバイスに
モチベーションを高めている。

２　成果
　一貫指導体制は１０年目を迎え成果は十分に出ている
と思われる。
　一貫指導は平成１８年度からスタートし、順調にレベル
アップして現在に至っている。
　国民体育大会で見ると、平成２２年度からは成年男女、
少年男女とも九州ブロックを突破できるようになった。天
皇杯皇后杯とも８位以内の入賞を果たしており天皇杯は
３位(平成２１年度)を最高に、皇后杯では昨年度１位に
なった。
その他の主な優勝を列挙する。
平成２５年度全国高校総合体育大会　男子団体
希望が丘高校　優勝
平成２４・２６年度全国高校総合体育大会
女子シングルス　前田美優　　優勝
平成２５年度全日本選手権大会混合ダブルス
田添健汰･前田美優　優勝
平成２５･ ２６年度全国中学大会個人女子
早田ひな　２連覇
平成２６年度国民体育大会少年女子
福岡県　３４年ぶり優勝
などの好成績を収めている。

３　成果の要因
　上記の成績は毎日選手の側について指導している指
導者の努力が第一であるが、一貫指導体制事業に依る
ことも多大である。ほかに福岡県は全国的に見ても卓
球場が多く存在し、指導者間の競い合いがあり、その
ことがジュニア層の
レベルアップ･強化に
繋がっていると考え
られる。このような
状況は他県には見ら
れない状況である。

　また数年前までは、トップ選手の中に小学から中学、
中学から高校へ進学する際、他県へ進学していたが、
今は優れた小･中学生が本県に流入している。このこ
とが本県の知名度やレベルアップにつながり好循環を
きたしている。

2．強化の課題

　卓球の特殊性として。日の丸を背負って活躍す
る選手の育成には、幼児期から将来を見据えた英
才教育が必要であり、優れた能力を持つ選手の発
掘が必要だと考える。
そのためには
①県卓球協会は、各地の卓球場や中学校の指導者
に対して、強化方針を説明し理解を得た上で連携、
協力しながら選手を育成していく
②指導者に対しては、目前の試合での勝利も大切
であるが、選手個々の適正を的確に評価し日の丸
を背負って活躍するような選手の育成を目指す
③一貫指導に参加した選手は、習得した技術等を
自分のものだけに終わらせず、チームに持ち帰り
参加していない選手につたえてチームとしてのレ
ベルアップを図る。家庭においては、子供の成長
に合わせ栄養面に気を遣い、好き嫌いのない食生
活が出来るように指導して頂くことだと思う。

3．おわりに

　世界では、男女とも中国が他を圧倒している。
日本は中国の次ぎにランクされるレベルであり、
その差は縮まってきていると思う。今年５月開催
された世界卓球選手権大会に女子では、伊藤美誠
(ベスト８)や平野美宇の活躍がメディアにも大き
く取り上げられた。
　県内には、全国中学大会２連覇中の早田ひな(中
間東中学)がいて、また今年希望が丘高校を卒業し
た前田美優(日本生命)とともに２０２０年東京オ
リンピック代表に選出され活躍することを期待し
ている。
　最後に、日ごろから一貫指導をはじめ県卓球協
会の運営にたいして、献身的に活動している強化
部関係をはじめとする役員の方々に感謝するとと
もに、熱心にご指導ご支援を頂いている県教育委
員会や(公財)県体育協会に感謝申し上げます。

ジ
ュ
ニ
ア
強
化
の
課
題
　
福
岡
県
卓
球
協
会
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　NPO法人ペラーダ大川は、筑後川が有明海に注
ぐ河口のまち、大川市に事務所をおく総合型のス
ポーツクラブです。

　2年間の設立準備を経て、2011年に『夢・笑顔・
元気いっぱい』をスローガンに、総合型地域スポー
ツクラブ・ペラーダ大川として設立しました。
　昨年７月に法人化し、NPO法人ペラーダ大川とし
て新たに歩み始めました。
　もともと、小学生・中学生・社会人の多世代のサッ
カークラブが母体で、設立当初より各年代の「サッ
カー大会」や「フットサル教室」等を開催してきまし
た。

　特に、未就学児や小学生低学年のサッカー未経
験者を対象にした「キッズサッカー教室」や女性限
定の「なでしこサッカー教室」などサッカーの普及・
浸透につながる事業や、指導者向けの「レベルアッ
プ講習会」、保護者に好評を得た「食事・栄養学研
修会」など、選手・指導者・保護者それぞれを対
象にした数多くの事業を開催してきました。
　その他にも、子ども向けに俊敏性やバランス感覚
を養う「体ほぐし運動」や「タグラグビー・ドッジビー」
をはじめとするニュースポーツ等の多様な動きづくり
運動にも積極的に取り組んできました。
　また、成人向けの「ウォーキング(歩き方)教室」や

「ランニング(走り方)教室」そして、「バランスボール
教室」等にも多くの参加がありました。
　なかでも「ヨガ教室」は、設立以来好評で、40

代から50代の方が数多く参加されています。この「ヨ
ガ教室」の人気の特徴は、室内ばかりではなく、季
節によっては桜の下や月空の下で開催したり、「笑い
ヨガ」を取り入れたり、バリエーション豊かな工夫が
されているところです。
　参加者からは、『体調を崩し、心身ともにつらい
時にヨガと出会いました。加圧トレーニングやエアロ
ビクスなど色々試しましたが、長続きせず自分自身
が嫌になっていました。そんななか、ヨガをやるこ
とで、リラックスができ、体調もよくなり精神的にも
安定してきました。ヨガと出会えてよかった。ずっと
続けてください。』と言ったうれしい声を頂きました。
　それから、昨年度は大川市レクレーション協会の
協力のもと「ウォークラリー大会」も開催しました。
桜が咲き誇る季節に市内の桜の名所を、クイズを解
きながら歩き、頭と体と五感を使って春を満喫しま
した。参加者は満面の笑みでゴールして、次回開催
を望む多くの声を頂きました。
　最後に、もともと、大川市はスポーツ少年団をは
じめ、マラソン・ソフトボールなどスポーツが盛んな
まちです。住民の方々も個人の体力や健康の維持増
進には，興味関心があります。こういう住民の想い
や願いを受け止めるのが総合型としてのスポーツク
ラブです。
　しかし、その知名度は決して高いものではありま
せん。

　また、会員の獲得・事業内容・運営の方法・運
営費用等の課題もたくさんありますが、NPO法人ペ
ラーダ大川は、これからも子どもから大人までの生
きがいづくり・健康づくりに役立ち、たくさんの地
域住民の皆さん同士が知り合って友達になり、笑顔
で生活できるようなまちづくりに貢献していけたらと
考えています。
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　地域概要

　筑後市は、自然豊かな筑後平野の中央に位置し、
温暖な気候と矢部川が育む肥沃な土壌に恵まれ、
古くから農業が盛んに行われてきました。中でもナ
シ・イグサ・大豆が天皇杯を、また茶が農林水産大
臣賞を受賞するなど、県内でも有数の農業地域であ
ります。
　一方、市内の中央を南北に走るＪＲ鹿児島本線に
は、3駅を有するほか、平成23年3月に九州新幹線
筑後船小屋駅が開業し、福岡市まで約20分と都市
圏域が一段と身近になりました。また、国道209・
402号及び九州自動車道八女ICなど、交通の利便性
にも恵まれており、順調に人口や世帯数が増加して
います。

　体育協会

　筑後市体育協会は、前回の東京オリンピックを翌
年に控えた、昭和38年9月1日に発足しました。現在
17の加盟団体があり、各種競技の普及発展と、競
技力の向上に努めるとともに、ちっごスポーツフェ
スティバルへの参加や各種スポーツ大会を実施し、
体育・スポーツを通じた青少年の健全育成や生涯ス
ポーツの振興に取り組んでいます。以下、本協会で
行っている主な事業を紹介します。
〈ちっごマラソン大会〉
　筑後市、筑後市教育委員会とともに開催する、本
協会の事業としては最も規模の大きな事業です。多
くの団体・企業の協賛・協力により、今年で23回目
を迎え、3月第2日曜日のイベントとして、定着してき
ました。筑後市外からの参加者も多く、福岡県営筑
後広域公園の園路をコースとして、約1,300人に早春
の筑後路を楽しんでもらっています。

〈福岡県民体育大会等選手派遣事業〉
　広く市民に日頃の鍛錬の成果を発揮する機会を提
供することにより、スポーツの振興を図るとともに、
健康で明るいまちづくりに寄与することを目的とし
て、各競技団体と連携し選手団を組織し、選手派
遣を行っています。選手には派遣費等の助成を行い、
大会に参加しやすい環境づくりに努めています。

〈青少年健全育成スポーツ教室〉
　国内屈指の実業団チームの選手、コーチから直
接指導を受けることにより、競技技術の向上を目指
しています。憧れの選手と身近に接することで、練
習に取り組む姿勢や生活態度等を学ぶ機会となって
おり、昨年は、トヨタ自動車女子ソフトボール部を
講師に招いて開催し、市内外から中学・高校女子ソ
フトボール部員を中心に、合わせて約310人の参加
がありました。

〈平島直吉スポーツ振興基金交付〉
　個人や団体のスポーツ活動を支援することを目的
に、平成18年から基金を運営し、アスリートの育成
に努めています。九州大会や全国大会への出場者
に祝い金を交付し、入賞者には記念品を授与してお
り、昨年は19個人7団体に贈りました。
　今後の展望

　2020年オリンピックの東京開催決定により、市内
でも運動・スポーツへの関心や期待が高まっていま
す。生涯スポーツの文化を地域に定着させ、青少年
から高齢者まで、筑後市民が心身ともに健康に暮ら
せる社会の実現を目指し、取り組んでいきます。

ちっごマラソン大会の様子

第57回福岡県民体育大会秋季大会総合開会式の様子

昨年のスポーツ教室の様子

昨年の平島基金交付式・平島章授与式の様子
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１．はじめに
　各競技団体や総合型地域スポーツクラブ、その
他の団体についてもスポーツイベントを主催する
機会が様々な場面であると思います。ほとんどの
主催者は、より良いスポーツイベントが開催でき
るようにと考えますが、どうすれば良いスポーツ
イベントが開催できるでしょうか？今回はスポー
ツイベントを成功させるためにはどうしたらいい
かについて考えていきたいと思います。

２．目的を明確にする
　スポーツイベントを企画するときに、一番大事
なことは、開催目的を明確にすることです。一般
社団法人日本イベント産業振興協会では、イベン
トを「何らかの目的を達成するための手段として
行う行事・催事」と定義しています。つまり、イ
ベントは手段であり、イベントをすることが目的
ではないということです。特に定期的に行われる
イベント（例えば、運動会など）については、イ
ベントをすること自体が目的になりがちなので
注意しましょう。開催目的は、イベントによって
様々ありますが、なんのためにイベントをするか
を明確にしておく必要があります。例えば、「地
域住民の交流を図る」や「新規会員を獲得するた
めの体験会」などがあります。その目的によって、
ターゲットとなる対象者や開催日時の設定などが
異なってきます。

３．準備をしっかりとする
　イベントの成功は、どれだけ準備できたかが鍵
を握ると言われています。準備は、主に①企画段
階、②計画段階、③制作段階に分かれており、ま
ず企画段階で「なんのために」「なにをやるか」
を決めます。次に計画段階で、「具体的な手段や
方法」を考え、「だれが」「いつ」「なにを」準備
するかを時系列で考えます。この順番が間違って
いると準備がスムーズにいかない場合がありま
す。

４．イベントを評価する
　開催したスポーツイベントを評価することは、
そのイベントを振り返るとともに、次回行うイベ
ントの重要な資料となります。何を評価するかに
ついては、スポーツイベントによっても異なりま
すが、例えば、参加型のスポーツイベントを開催
する場合は、①参加者数、②参加者の満足度、③
実施評価（企画・計画・運営）、④予算決算評価、
⑤スタッフの満足度、などが必要となるでしょ
う。より良いスポーツイベントを開催するため
には、ＰＤＣＡサイクル（Plan:計画、Do:実施、
Check:評価、Action:改善）を回していくことが
重要です。

５．安全なスポーツイベントを
　どんなイベントにも共通することですが、安全
性の確保が重要となります。特に参加型のスポー
ツイベントでは、どれだけ準備をしていても、突
発的な事故（怪我や疾病など）が起こる可能性が
あります。起こった時に素早い対応ができるよう
に、緊急対応マニュアルを作成しておきましょう。
また、土日祝祭日にイベントを行う場合は、救急
指定病院を把握しておきましょう。

６．最後に
　スポーツイベントが持つ効果は様々で、非常に
価値のあるものです。それだけに、より効果的で
盛況なイベントを皆さんのチカラで開催しましょ
う！

【参考文献】
一般社団法人日本イベント産業振興協会、チカラ解き放て　ス
ポーツイベントで社会を元気に、2014
一般社団法人日本イベント産業振興協会、基礎から学ぶ、基礎か
らわかるイベント、2015

スポーツ
医・科学
スポーツ
医・科学

スポーツイベントを
成功させるには？

スポーツ医・科学委員会

長野史尚（九州共立大学）
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（公財）福岡県体育協会賛助会員のご紹介
≪団体会員のみ掲載≫　（敬称略、順不同）

(株)アーチ電工
ＲＫＢ毎日放送(株)
相光石油(株)
アオヤギ(株)
(株)浅羽製作所福岡営業所
(株)アサヒ緑健
(株)アスカ
(株)礎建設
(株)石村萬盛堂
有限会社井手時計店
稲員興産(株)
井上喜株式会社
岩崎建設(株)
(株)岩田屋三越
(株)魚国総本社九州支社
(株)宇治川商店
(株)エコア
ＮＨＫ福岡放送局
(株)エルテックス・ヨシダ
大塚製薬(株)
(株)オンワード樫山福岡支店
(株)キャナルエンターテイメントワーク
ス
(株)九建
九州朝日放送(株)
九州高圧ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)
九州自動車リース(株)
九州電氣産業(株)
九州電工ホーム(株)
九州電力(株)
九州ビル管理(株)
九州旅客鉄道(株)
(株)九電工
九電産業(株)
(株)クオテック
弘和輸送(株)
ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ(株)
ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ販売機器ｻｰﾋﾞｽ(株)
コカ・コーラウエストサービス(株)
五常物産(株)
西部瓦斯(株)
西部ガス興商(株)
佐藤産業(株)
(株)三栄商会
(株)サンミリオン
ＪＲ九州商事(株)
清水建設(株)九州支店
(株)シュテルン福岡
(株)新出光　
新出光不動産(株)
(株)昭電社
(株)正興電機製作所
成和商事(株)
(株)設備保守センター
大和証券(株)福岡支店
(株)高田工業所九州支店
(株)竹中工務店　九州支店
(株)地工
(株)電気ビル
(株)ＴＶＱ九州放送
東京海上日動火災保険(株)福岡支店
(株)ﾄﾞミックスコーポレーション
西鉄ビルマネージメント(株)
西日本技術開発(株)
西日本空輸(株)
(株)西日本高速印刷
(株)西日本シティ銀行
(株)西日本新聞印刷
(株)西日本新聞社
西日本鉄道(株)
西日本プラント工業(株)
ニシム電子工業(株)
㈱にしけい
西鉄興業(株)
(株)西鉄シティホテル
西鉄旅行(株)
日九興産(株)
(株)ＮＩＰＰＯ福岡統括事業所

二和興産(株)
(株)博運社
久野印刷(株)
日之出水道機器(株)
(株)ファビルス
(株)福岡銀行
(株)福岡中央銀行
福岡空港ビルディング(株)
福岡地所(株)
公益財団法人福岡県学校給食会
福岡県ボウリング場協会
(株)福岡放送
福三商工(株)
福高観光開発(株)
(株)福東電設
(株)福東電設  空調管事業部　
(株)ふくや
富士ゼロックス福岡(株)
(株)ポータル
(株)松本組
丸三工業(株)
ミズノ(株)九州支社
溝江建設(株)
三井住友海上火災保険(株)
(株)三森屋
名鉄観光サービス(株)福岡支店
柳原機鋼(株)
(株)読売新聞西部本社
リコージャパン(株)九州事業部
リコーリース(株)九州支社
菱甲産業(株)
(株)菱熱
若築建設(株)九州支店
(株)渡辺青写真
(株)朝日新聞社
九築工業(株)
九鉄工業(株)
黒崎播磨(株)
シンコー (株)
新日鐵住金(株)八幡製鐵所
(株)ゼンリン
第一交通産業(株)
ＴＯＴＯ(株)
日鉄住金テックスエンジ(株)
(株)毎日新聞西部本社　
(株)丸ふじ
三島光産(株)
安川エンジニアリング(株)
安川コントロール(株)
安川情報システム(株)
(株)安川電機
(株)安川ロジステック
(株)山本工作所
吉川工業(株)
岩坂電気工事(有)
九州木材工業(株)
三光(株)
(株)セクト坂口
大一梱包(株)
大一産業(株)
(株)筑後電設
(株)筑邦銀行
(株)筑後電設筑南本部
半田建設(株)
福岡リーセントホテル
福岡スポーツマンクラブ
株式会社ヒライ
福岡大学
トヨタ自動車九州(株)
スポーツ安全協会福岡県支部
株式会社ジョグステーション
秀巧社印刷(株)　
医療法人（社）筑水会
三栄ビルサービス㈱
吉武産業㈱
コゲツ産業㈱
(株)ヒガシ印刷
松永建設

ひまわり
㈱ザザホラヤ
㈱ダンロップスポーツマーケティング西
日本支社
(株)オー・エー企画
赤穂印刷(株)
(株)博多大丸
(株)エフ・ジェイ　ホテルズ
(株)西広
㈱スポーツの文巧堂
直方ガス㈱

（公財）北九州市体育協会
（公財）福岡市スポーツ協会
飯塚市体育協会
大牟田市体育協会

（公財）久留米市体育協会
直方市体育協会
NPO法人田川市体育協会
柳川市体育協会
嘉麻市体育協会
朝倉市体育協会
八女市体育協会
筑後市体育協会
大川市体育協会
行橋市体育協会
豊前市体育協会
中間市体育協会
小郡市体育協会
一般社団法人筑紫野市体育協会

（公財）大野城市体育協会
一般社団法人宗像市体育協会
太宰府市体育協会
糸島市体育協会
古賀市体育協会
筑紫郡体育協会
糟屋郡体育協会
福津市体育協会
遠賀郡体育協会
小竹町体育協会
鞍手町体育協会
宮若市体育協会
嘉穂郡体育協会
筑前町体育協会
うきは市体育協会
三井郡体育協会
三潴郡体育協会
八女郡体育協会
みやま市体育協会
田川郡社会体育振興協会
京都郡体育協会
築上郡体育協会
福岡県スケート連盟
福岡県ｱｲｽﾎｯｹｰ連盟
福岡県スキー連盟
福岡県水泳連盟
福岡県セーリング連盟
福岡陸上競技協会

（公社）福岡県サッカー協会
福岡県テニス協会
福岡県ホッケー協会
福岡県ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟
一般財団法人福岡県バレーボール協会
久留米市バレーボール協会
北九州市バレーボール協会
福岡県体操協会
福岡県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞー ﾙ協会
福岡県ﾚｽﾘﾝｸﾞ協会
福岡県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会
福岡県ハンドボール協会
福岡県自転車競技連盟
福岡県ソフトテニス連盟
福岡県卓球協会
全日本軟式野球福岡県連盟
福岡県相撲連盟
福岡県馬術連盟
福岡県柔道協会
福岡県ソフトボール協会
福岡県バドミントン協会

福岡県弓道連盟
福岡県ライフル射撃協会
(公社)福岡県剣道連盟
福岡県ﾗｸﾞﾋﾞー ﾌｯﾄﾎﾞー ﾙ協会
福岡県アーチェリー協会
福岡県空手道連盟
福岡県銃剣道連盟
福岡県クレー射撃協会
福岡県なぎなた連盟
福岡県ボウリング連盟
福岡県ゲートボール連合
福岡県ゴルフ協会
福岡カンツリー倶楽部
古賀ゴルフ・クラブ
芥屋ゴルフ倶楽部
久山カントリー倶楽部
西戸崎シーサイドカントリークラブ
大博多カントリー倶楽部
セブンミリオンカントリークラブ
二丈カントリークラブ
伊都ゴルフ倶楽部
志摩シーサイドカンツリークラブ
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ
福岡雷山ゴルフ倶楽部
門司ゴルフ倶楽部
若松ゴルフ倶楽部
小倉カンツリー倶楽部
玄海ゴルフクラブ
福岡国際カントリークラブ
周防灘カントリークラブ
京都カントリー倶楽部
チサンカントリークラブ遠賀
勝山御所カントリークラブ
チェリーゴルフクラブ　小倉南コース
九州ゴルフ倶楽部　八幡コース
小郡カンツリー倶楽部
太宰府ゴルフ倶楽部
夜須高原カントリークラブ
有明カントリークラブ
筑紫野カントリークラブ
セントラル福岡ゴルフ倶楽部
皐月ゴルフ倶楽部　天拝コース
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
八女上陽ゴルフ倶楽部
浮羽カントリークラブ
福岡サンレイクゴルフ倶楽部
久留米カントリークラブ
北九州カントリー倶楽部
麻生飯塚ゴルフ倶楽部
鷹羽ロイヤルカントリークラブ
嘉穂カントリー倶楽部
西日本カントリークラブ
福岡フェザントカントリークラブ
若宮ゴルフクラブ
茜ゴルフクラブ
福岡レイクサイドカントリークラブ
ザ・クラシックゴルフ倶楽部
ＪＲ内野カントリークラブ
ミッションバレーゴルフクラブ
皐月ゴルフ倶楽部竜王コース
福岡県高等学校ゴルフ連盟
九州ゴルフ練習場連盟
福岡県綱引連盟
福岡県トライアスロン連合
NPO法人福岡県武術太極拳連盟
福岡県少林寺拳法連盟
福岡県中部地区バレーボール協会
福岡県フェンシング協会
福岡県ボート協会
大牟田市バレーボール協会
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　公益財団法人福岡県体育協会は、「県民のスポーツライフの充実と豊かで活力のある生
活の実現」に向けて、加盟団体（現在　５０競技団体、４０郡市体育協会、２学校体育団体）
とともに関係機関団体のご指導と県民各層のご協力を賜りながら、本県競技力の向上と
県民スポーツの振興発展のため、主に次のような活動を展開いたしております。

　　　1.　競技スポーツ振興のための各競技団体における一貫指導体制構築の推進。
　　　2.　トップアスリート育成のためのタレント発掘事業の推進。
　　　3.　ジュニアスポーツ振興のためのスポーツ少年団活動等の推進。
　　　4.　生活・健康スポーツ振興のための総合型スポーツクラブの育成。
　　　5.　県民のスポーツ活動振興のためのスポーツ指導者の養成及びスポーツ医・
　　　　  科学によるサポート事業の推進。
　　　6.　県民へのスポーツ情報の提供。
　　　7.　国際理解と友好促進のための国際スポーツ交流の推進。

　これらの事業の実施にあたっては各方面のご協力と多くの財源が必要となりますが、
近年、本会の財源は大きく縮小しており、現状では事業推進のための財源確保が困難な
状況にあります。 
　つきましては、本協会の事業趣旨をご理解、ご賛同のうえ、たくさんの皆様に賛助会
員のお申し込みをいただきますようお願いいたします。 

（団 体 会 員 ） 　　１口　１０, ０００円 　か ら

（個 人 会 員 ） 　　１口　　２, ０００円 　か ら

《賛　助　会　費》 

《お申し込み・お問い合わせ先》 

公益財団法人福岡県体育協会 
〒812-0852　福岡市博多区東平尾公園２丁目１番４号

TEL：092-629-3535　　FAX：092-629-3536
E-mail：fukuokaken@japan-sports.or.jp

＜＜　賛助会員募集のお願い　＞＞
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福
岡
県
体
育
協
会
事
業
課
紹
介

　今年度より、国民体育大会担当になりました。今年度和
歌山国体でも８位入賞を達成するために全力でサポートさ
せて頂きます。社会人１年目ではありますが、常に明るく、
元気に、爽やかに頑張っていきたいと思いますのでよろし
くお願いいたします。

国
民
体
育
大
会
担
当

隈本　真  （くまもと　まこと）

　今年度よりスポーツ少年団の担当となりました。今年は
全国大会等がありスムーズな運営ができるよう、精一杯頑
張りますのでよろしくお願い致します。

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
担
当

大西　祥史  （おおにし　よしふみ）

　今年度より、総合型地域スポーツクラブ設立推進の担当
になりました。みなさまのお役に立てるよう、元気に明る
く精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。

総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
設
立
推
進
担
当

近藤　大幹  （こんどう　ひろき）

【編集後記】 事業課長をはじめ、メンバーが大きく変わりました。顔と名前を覚えてくださるとうれしいです。

平成27年度　新しく入りました。

県
民
体
育
大
会
担
当

庄
島
　
和
博（
し
ょ
う
じ
ま
　
か
ず
ひ
ろ
）

末吉事業課長
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福中銀・ＦＰ保険プラザで、くらしに必要なお金のこと考えてみませんか？

福中銀・ＦＰ保険プラザ 福岡市中央区大名二丁目12番1号 営／月曜～土曜　10：00 ～ 17：00
休／日曜・祝日TEL 092-751-5171

経験豊富なファイナンシャルプランナー（FP）と銀行員が一緒になって、保険や
くらしの中の様々なお金に関するご相談にお応えします。
授乳室やキッズスペースもあり、お子様連れでも安心してご相談いただけます。

（福岡中央銀行　本店1階アトリウム内）

ご相談やご提案は、すべて無料です。

総合型地域スポーツクラブ会員募集（南筑後地区）

◇ＳＯＵＴＨ(サウス)クラブ
　ＳＯＵＴＨクラブは、多世代・多種目・多志向・受益者負担の総合型で、どの教室も笑い声が絶えません。「老人ホームに
入るより、ＳＯＵＴＨクラブに入ろう。」「この地に嫁いで良かった！ＳＯＵＴＨクラブがあるから」「寝たきり老人準備が、
スポーツマンになってしまった。」など、感謝を込めた会員さんの声に、スタッフも勇気１００倍です。

〒834－0023　八女市馬場４３４番地（八女市総合体育館内）
電話：0943-24-1340 メール：southclub@drive.ocn.ne.jp

◇ＮＰＯ法人アクアススポーツクラブ
　大木町健康福祉センターを拠点に、レッスン週31本程度・ジム・プール・天然温泉ご利用が月額制度で使い放題。見学は
営業中いつでも可能です。ご興味のある方はクラブ事務局までご連絡ください。

〒830‐0416　三潴郡大木町大字八町牟田５３８‐１
電話：0944-75-8171 メール：

◇右京ふれあい健康クラブ
　「右京ふれあい健康クラブ」は生涯スポーツの推進を図るために、元気で明るい子供たちの活動を地域ぐるみで支援してい
ます。毎週火曜日に「ふれあいタイム」として、バトミントン・卓球を行っています。興味がある方はご連絡ください。

〒836-0872　大牟田市黄金町１丁目34（大牟田市スポーツ推進室内）
電話：0944-53-1503 メール：h-nishiyama@city.omuta.lg.jp

◇NPO法人ペラーダ大川
　大川市で活動しています、NPO法人ペラーダ大川です。『夢・笑顔・元気いっぱい』をスローガンに活動しています。
小・中学生・社会人のサッカー教室や楽しいヨガ教室などの事業を行っています。
ご興味のある方はご連絡をお願いします。

〒831-0031　大川市上巻335（大川市民体育館内）
電話：0944-88-3212 メール：peladaokawa@gmail.com
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