
平成 28 年度 公益財団法人岩手県体育協会事業報告 

 

 
１ 総 括 

 
いわて県民計画（平成 21 年度～30 年度）が目指す「豊かなスポーツライフの振興」

を基本目標に、競技スポーツの振興と生涯スポーツの振興を図った。2016 希望郷いわて
国体本大会の開催に向け、関係機関及び加盟団体等との緊密な連携のもと計画的かつ効
率的に各事業を実施した。 

  
(１)競技力向上・選手育成支援事業 

「競技スポーツの振興」として、岩手県民体育大会の開催、東北総合体育大会、国民
体育大会への選手団派遣を行った。  

 
  「競技力向上・選手育成支援」では、2016 希望郷いわて国体に向けて「第 71 回国民体
育大会強化委員会選手強化事業」及び「スポーツ健康科学サポート推進事業」と連携を
図りながら、関係諸団体からの一層の支援・協力を得て、総合的なサポート体制を整備
し、本県スポーツの競技力向上を図った。 

  第 71 回国民体育大会においては、入賞数 172（74 増）、1,924 点を獲得し、男女総合成
績の天皇杯順位第２位（昨年 16 位）とした。 
 

世界で活躍するトップアスリートとなる人材を発掘・育成する「いわてスーパーキッ
ズ発掘・育成事業」を引き続き実施するとともに、「アスリートパスウェイの戦略的支援
委託事業」と連携を図り、県内プログラムの実施のほか、日本オリンピック委員会や日
本スポーツ振興センターが企画するプロジェクトへ派遣し、子供達の夢実現へのサポー
トを行った。 

 
賛助会員からの募金を財源として、2016 希望郷いわて国体の選手強化を推進するとと

もに、国体出場競技におけるスタッフ派遣支援や優秀な成績を収めた選手に対する顕彰
事業、競技団体に対し主催事業費の一部補助などの活動支援を行った。 
また、県内外の団体が主催する東日本大震災支援事業に、被災者地から参加する場合

は、旅費等の一部を助成するなど活動支援を行った。 
 
 (２)青少年スポーツ育成事業  
  スポーツ少年団活動の活性化を図るため、青少年スポーツ交流大会の開催、東北・全
国交流大会への派遣等を実施した。また、スポーツ少年団員を対象にしたリーダー養成
事業の実施、スポーツ少年団認定員養成講習会等を開催し、指導者の資質の向上に努め
た。 

 
国際交流事業では、「日独スポーツ少年団同時交流（受入）」、「日韓青少年冬季スポー

ツ交流事業[氷上競技](受入・派遣）」を継続実施した。 
 

(３)スポーツ振興事業  
「総合型地域スポーツクラブ育成事業」では、岩手県広域スポーツセンター及び岩手

県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会と連携を図り、市町村への総合型地域スポーツ
クラブの設立に向けた普及、啓発活動、設立された総合型地域スポーツクラブへの指導
活動を行った。また、県内に設立されたクラブ間の一層の交流と活動の促進に努めた。 

 
広報事業として、本協会ホームページ等を活用し、国体入賞者の紹介、第 71 回国民体

育大会強化委員会からの情報提供、スポーツ健康科学サポート推進事業の紹介など 2016
希望郷いわて国体・2016 希望郷いわて大会の盛り上げを図った。 

 



２ 会議等 

 (1) 第71回国民体育大会強化委員会 

名称 開催期日 主な審議事項 

第８回 平成28年５月19日（木） 

○平成27年度選手強化事業報告について 

○平成27年度収支決算について 

○平成28年度補正予算について 

○指導者等の指定及び委嘱について 

○特別強化選手・強化選手の指定について 

第９回 

（解散総会） 
平成28年12月21日（水） 

○平成28年度選手強化事業報告について 

○平成28年度収支決算について 

○岩手国体後の強化の方向性について 

 

 (2) 専門委員会 

名称 回 開催期日 主な審議事項 

総務委員会 第１回 ５月20日（金） 

○委員長・副委員長の選任について 

○加盟審査要項の改正について 

○来年度以降の財政基盤の確立について 

選手強化委員会 

第１回 ５月11日（水） 

○平成27年度国体強化委員会事業報告について 

○平成27年度収支決算見込について 

○平成28年度収支補正見込予算について 

○指導者・強化選手等の指定について 

第２回 ７月25日（月） 
○第43回東北総合体育大会岩手県選手団編成について 

○岩手国体に向けた選手強化の状況について 

第３回 ８月29日（月） 
○第71回国民体育大会岩手県選手団の編成について 

○競技団体分析－東北総体通過状況について－ 

第４回 
10月27日（木） 

※医・科学委員会合同 

○第71回国民体育大会の結果について 

○平成28年度スポーツ医・科学事業について 

第５回 12月13日（火） 

○第71回国民体育大会結果分析について 

○平成28年度選手強化事業報告（案）について 

○平成28年度収支決算（案）について 

第６回 ３月７日（火） 

○第72回国民体育大会冬季大会の結果について 

○平成29年度私立高校重点強化校要綱（案）について 

○平成29年度強化指定クラブ要綱（案）について 

○平成29年度選手強化方針（案）について 

○平成29年度選手強化事業計画（案）について 

○平成29年度選手強化事業費予算（案）について 

スポーツ 

医・科学 

委員会 

第１回 ６月11日（土） 
○平成28年度 スポーツ健康科学ｻﾎﾟｰﾄ推進事業について 

○いわてJr.マルチサポートプランについて 

第２回 
10月27日（木） 

※医・科学委員会合同 

○第71回国民体育大会の結果について 

○平成28年度スポーツ医・科学事業について 

第３回 ３月14日（火） 

○第72回国民体育大会冬季大会の結果について 

○平成28年度スポーツ医・科学事業について 

○平成29年度ｽﾎﾟｰﾂ医・科学委員会組織（案）について 

○平成29年度ｽﾎﾟｰﾂ医・科学事業（案）について 



３ 組織の拡充・強化 

2016希望郷いわて国体報告会 

開催期日 内    容 

12月２日（金） 

○第71回国民体育大会の結果について 

○第71回国民体育大会の分析について 

（１）第71回国民体育大会の目標点に対する数値的分析 

（２）岩手国体に向けた取組全般の振返り 

（３）総合評価 

（４）岩手国体後の強化の方向性（案） 

○第71回国民体育大会ＤＶＤ上映 

 

 

４ 選手の育成・強化   

 (1) 重点競技強化事業 

岩手国体において、入賞が期待される有望な競技団体に対し、強化を図るための強化練習会、強化合宿、 

遠征費等を補助するなど選手強化支援を行った。 

   【事業実績】 

実施団体数 事業実施回数 
参加者数（延べ人数） 

事業費計 
成年選手 少年選手 指導者 計 

37競技団体 

(41競技団体) 

1,168回 

(1,237回) 

3,895人 

(4,328人) 

5,380人 

(7,132人) 

1,661人 

(3,039人) 

10,936人 

(14,499人) 

238,567千円 

(316,267千円) 

    ※（ ）内は、平成 27年度実績であること。 

 

 (2) 優秀指導者招聘事業 

国内の優秀な指導実績を持つ指導者による選手への指導及び指導者のための講習会を定期的に実施する 

ための経費補助の補助事業を実施した。 

   【事業実績】 

実施団体数 事業実施回数 
参加者数（延べ人数） 

事業費計 
成年選手 少年選手 指導者 計 

25競技団体 

(31競技団体) 

280回 

(292回) 

747人 

(1,196人) 

1,288人 

(2,043人) 

764人 

(1,171人) 

2,799人 

(4,410人) 

33,798千円 

(32,693千円) 

    ※（ ）内は、平成 27年度実績であること。 

   

 (3) 強化選手支援事業 

岩手国体の主力となり得る選手の育成と強化を目指し、強化選手としての誇りと自覚を促し、岩手県選 

手として岩手国体に出場する意識を持たせることを目的に指定する選手の国際大会及び中央競技団体が

主催する強化事業等への参加に係る経費の補助事業を実施した。 

   【事業実績】 

事業実施 

人数 
事業実施回数 事業費計 

30名 

(28名) 

49回 

(43回) 

3,423千円 

(3,061千円) 

    ※（ ）内は、平成 27年度実績であること。 

 

 (4) 強化指定校、強化指定クラブ支援事業 

優秀選手の育成や選手確保を図る目的に指定された高校及び企業・大学のスポーツ団体が実施する強化 

事業の補助を実施した。 



   【事業実績：強化指定校】 

強化指定 

校数 
事業実施回数 事業費計 

34校56部 

(34校56部) 

51回 

(66回) 

7,469千円 

(8,673千円) 

   

 【事業実績：強化指定クラブ】 

強化指定 

クラブ数 
事業実施回数 事業費計 

16団体 

(16団体) 

26回 

(30回) 

8,151千円 

(8,200千円) 

    ※（ ）内は、平成 27年度実績であること。 

 

 

５ サポート体制の整備・充実 （Ｈ２８実績） 

(1) スポーツ医・科学スタッフスキルアップ事業 

   平成25年度までに養成したいわてアスレティックトレーナー（ＩＡＴ）のスキルアップ講習会を実施 

事業実施回数 参加者数（延べ人数） 

3回 101人 

                   

(2) スポーツ医・科学スタッフ派遣事業  

   日本体育協会公認アスレティックトレーナー（ＡＴ）及びいわてアスレティックトレーナー（ＩＡＴ）を

各競技団体、国体等へ派遣しコンディショニングづくりやトレーニングなどサポートを実施 

活動内容 
派遣人数及び競技数 

ＡＴ ＩＡＴ 

東北総体派遣 9人7競技 20人15競技 

国体派遣 21人13競技 42人24競技 

 

 (3) 競技力向上支援事業 

ア 指導者育成事業 

    各競技団体の指導者を対象に、指導技術の向上をねらいとした研修会を実施 

事業実施回数 参加者数（延べ人数） 

3回 95人 

 

イ 競技力向上サポート事業 

    主に各競技団体の強化指定選手を対象に、スポーツ医・科学、トレーニング、メンタル等に関する   

研修会を実施 

事業実施回数 参加者数（延べ人数） 

8回 967人 

 

ウ スポーツ医・科学データ活用事業（体力測定） 

    強化選手及び県内各競技の有力選手の身体及び体力の測定を行い、データを蓄積・分析し県内選手の 

競技力の向上を図ることを目的として実施  

事業実施回数 測定人数及び競技数 

6回 83人 5競技 

 

 



  エ スポーツ医・科学ワークショップ事業  

各競技団体の強化選手を対象に医・薬学、栄養、メンタル等に関する研修会を開催し、競技力の向上を 

図ることを目的として実施 

事業実施回数 ワークショップ内容 参加者数（延べ人数） 

11回 

栄養講習 102人 

トレーニング講習 51人 

ﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講習  78人 

スポーツ薬学講習  57人 

 

オ 個別サポート  

各競技団体の強化選手を対象に医・科学、栄養、メンタル、トレーニング等に関する個別指導、相談、 

講習等を実施 

サポート内容 サポート件数 

栄養サポート 33件 

トレーニングサポート 187件 

メンタルサポート  22件 

コンディショニングサポート  34件 

アンチ・ドーピング 3件 

 

カ スポーツ医・科学講習会・スポーツ医・科学相談  

スポーツ選手の健康管理、スポーツの外傷・障害の予防、ケガからの競技復帰、安全で効果的なトレー

ニング、栄養摂取の仕方など日常の悩みや疑問に関する相談を目的として実施 

 

事業名 実施回数 参加人数 

スポーツ医・科学講習 5回 562人 

スポーツ医・科学相談 2回 15名 

 

(4) スポーツ医・科学派遣事業 

事業内容 派遣人数 

スポーツ医・科学委員等派遣 東北総体 3人、国体10人、冬季国体 5人 

ドーピング防止教育・啓発事業 4人 

中央研修会・講習会派遣 56人 

 



（１）競技別会期・会場

NO 競技名 期　　日 男 女 会　　場

1 陸上競技 ７/8～10 ○ ○ 北上市：北上総合運動公園陸上競技場

2 水泳 ８/７ ○ ○ 花巻市：花巻市民プール

1部一関市：千厩多目的グラウンドｻｯｶｰ場、駒場交流公園サッカー場

2部紫波町：岩手県フットボールセンター

4 テニス ７/２・３ ○ ○ 盛岡市：県営運動公園テニスコート

5 ボート ７/1～3 ○ ○ 花巻市：田瀬湖ボートコース

6 ボクシング ７/９ ･10 ○ 釜石市：釜石高校第１体育館

7 バレーボール ７/9・10 ○ ○
滝沢市・盛岡市
滝沢市総合公園体育館、盛岡市体育館　他

体操 ５/28～29

新体操 ５/27～28

9
バスケット
ボール

７/２・３ ○ ○ 久慈市：久慈市民体育館、久慈東高校体育館

10 レスリング ７/10 ○ 宮古市：宮古商業高校体育館

11 セーリング ７/23・24 ○ ○ 宮古市：リアスハーバー宮古、宮古市磯鶏沖

12 ウエイト リフティング ７/９ ○ 奥州市：江刺中央体育館

13 ハンドボール ７/９・10 ○ ○ 花巻市：花巻市総合体育館、花巻市民体育館

14 自転車 6/26 ○ ○ 紫波町：紫波自転車競技場

15 ソフトテニス ６/26 ○ ○ 北上市：和賀川グリーンパークテニスコート

16 卓球 ７/２・３ ○ ○ 花巻市：花巻市総合体育館

17 軟式野球 ５/28･29,6/4 ○ 盛岡市：滝沢市：県営野球場・滝沢総合公園野球場・盛岡市営場・渋民運動公園野球場

18 相撲 ７/10 ○ 盛岡市：県営武道館相撲場

19 馬術 実施しない

20 柔道 ７/10 ○ ○ 久慈市：久慈市市民体育館

７/２・３

７/９・10

22 バドミントン ６/11・12 ○ ○ 北上市：北上市総合体育館

23 弓道 ７/10 ○ ○ 奥州市：水沢弓道場

24 クレー射撃 ７/３ 花巻市：花巻市クレー射撃場

25 ライフル射撃 ７/２・３ ○ ○ 八幡平市：7/2・3田山射撃場・旧中学校特設会場

26 剣道 ７/３ ○ ○ 二戸市：二戸市総合スポーツセンター

27 ラグビーフットボール ７/23・24 ○ 八幡平市：八幡平市鬼清水球技場

28 山岳 ６/25・26 ○ ○ 盛岡市：岩手県営運動公園登はん競技場、屋内登はん競技場

29 フェンシング ７/２・３ ○ ○ 一関市：一関市産業教養文化体育施設（Iドーム）

30 銃剣道 ７/３ ○ 滝沢市：滝沢市東部体育館

７/３ ターゲット競技：雫石町：総合運動公園陸上競技場

７/10 フィールド競技：八幡平市：いこいの村岩手特設会場

32 空手道 ６/12 ○ ○ 盛岡市：岩手県営武道館大道場

６/５ ○ ○ 奥州市：胆沢川特設カヌー競技場

６/５ ○ ○ 盛岡市：御所湖広域公園漕艇場(スプリント)

34 なぎなた ６/４ ○ 盛岡市：盛岡体育館

35 ボウリング ７/２・３ ○ ○ 盛岡市：ビッグハウススーパーレーン

36 ゲートボール ６/25・26 花巻市：日居城野陸上競技場

37 ホッケー ５/29 ○ ○ 岩手町：岩手町ホッケー場

38 ゴルフ ６/27 ○ 金ヶ崎町：栗駒ゴルフクラブ

39 アイスホッケー 11/12～29 ○ 盛岡市：みちのくコカ・コーラボトリングリンク

スケート（フィギュア） 10/30 ○ ○ 盛岡市：みちのくコカ・コーラボトリングリンク

スケート（スピード） 12/10・11 ○ ○ 盛岡市：岩手県営スケート場

41 スキー 29.1.20～22 ○ ○
八幡平市：田山クロスカントリーコース・田山スキー場・
　　　　　　　安比高原スキー場　他

（２）大会結果　　（岩手県体育協会ホームページに掲載）

33 カヌー

○

40

盛岡市：盛岡市アイスアリーナ

21 ソフトボール ○

8 ○

３　第68回・第69回（冬季）岩手県民体育大会　開催事業

3 サッカー ７/２・３ ○

花巻市：石鳥谷ふれあい運動公園
（7/2･3男AC女AC　　7/9･10男BDE女B）

○

○

○

31 アーチェリー ○

○



４　第71回・第72回国民体育大会選手派遣事業

　(1) 第71回国民体育大会(本大会)
ア　岩手県選手団参加人数

　会　　場　　岩手県（１２市１１町３村）他
　会　期（主会期）　平成２８年１０月１日(土)～１０月１１日(火)
　本県選手団　達増　拓也　団長　以下９３３名（選手･監督９０８名、本部役員２５名）

No 競技名 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 監督 　(兼選手) 他 合計

1 陸上競技　 6 7 8 8 2 31

2-1 水泳（競泳） 4 5 11 8 2 30

2-2 飛込み 1 1 2

2-3 水球 11 1 12

2-4 シンクロ 2 1 3

2-5 オープンＷ 1 1 2

3 サッカー 15 15 16 3 49

4 テニス 2 2 2 2 2 10

5 ボート 9 9 9 9 6 42

6 ホッケー 14 14 13 13 2 2 56

7 ボクシング 5 1 5 3 14

8 バレーボール 12 12 12 12 4 52

9 体操（新体操含） 5 5 5 10 5 30

10 バスケットボール 11 12 12 12 4 51

11 レスリング 6 1 7 2 16

12 セーリング 4 4 3 3 2 16

13 ウエイトリフティング 4 2 3 1 10

14 ハンドボール 12 12 12 12 4 52

15 自転車 5 2 4 2 13

16 ソフトテニス 5 5 5 5 4 24

17 卓球 3 3 3 3 4 16

18 軟式野球 16 1 16

19 相撲 3 5 2 10

20 馬術 4 3 1 3 1 1 12

21 フェンシング 3 3 3 3 2 2 14

22 柔道 5 3 5 3 4 20

23 ソフトボール 12 13 13 13 4 55

24 バドミントン 3 3 3 3 4 16

25 弓道　 3 3 3 3 3 15

26 ライフル射撃 5 3 3 3 1 15

27 剣道 5 3 5 5 1 2 19

28 ラグビー 10 10 23 3 46

29 山岳 2 2 2 2 4 12

30 カヌーＳＰ 2 1 6 7 1 17

カヌーｗｗ 2 2 1 5

31 アーチェリー 3 3 3 3 2 14

32 空手道 4 2 2 2 1 11

銃剣道 0

33 クレー射撃 6 1 6

34 なぎなた 3 3 1 7

35 ボウリング 4 4 2 2 4 16

36 ゴルフ 3 3 3 2 11

37 トライアスロン 2 2 2 6

38 高校野球 30 4 34

39 ビーチバレー 0

本部役員等 25 25

219 177 255 154 103 9 25 933

選手 監督 小計 本部役員 計

男子 474 91 565 (9) 25 590
女子 331 12 343 343
計 805 103 908 (9) 25 933

※　ふるさと登録出場選手　120名(70回国体　101名）
※　中学生選手　9名（70回国体　20名）

※　監督兼選手は選手の中に含む。監督欄右側に表示（　）

計

(兼監督)



イ　大会成績　　（冬季大会を含む）

　①男女総合成績(天皇杯) *冬季終了4位（178点）

１，９２４点（競技得点+参加点400点）２位　(昨年　1,099点　16位）

　②女子総合成績(皇后杯) *冬季終了8位（ 61点）

　９８１点（競技得点+参加点360点）　２位　(昨年　598点　16位）

順位 競　　技 種   別 種　　目 入 　賞 　者

１位 スケート 成年男子 ショートトラック1000m 村竹　啓恒（岩手県体育協会）

スキー 成年男子Ｂ スペシャルジャンプ 永井　健弘（盛岡市役所）

スキー 少年男子 コンバインド 三ヶ田　泰良（盛岡中央高等学校）

陸上競技 成年男子 10000m競歩 髙橋　英輝（富士通）

レスリング 成年男子 グレコローマン66㎏級 川瀬　克祥（岩手県体育協会）

レスリング 少年男子 フリースタイル120㎏級 大﨑　滉祐（種市高校）

ウエイトリフティング 成年男子 56㎏級クリーン＆ジャーク 艾　幸太（岩手県スポーツ振興事業団）

ウエイトリフティング 成年男子 62㎏級クリーン＆ジャーク 内村　湧嬉（岩谷堂高校教）

ウエイトリフティング 成年男子 56㎏級トータル 艾　幸太（岩手県スポーツ振興事業団）

フェンシング 成年男子 フルーレ 藤野大樹（岩手県体育協会）、工藤伸也（北上市役所）、佐々木慶将（監督兼任：共輪自動車）

ライフル射撃 成年女子 10mエアピストル(40発） 佐々木　千鶴（盛岡西警察署）

剣道 成年男子 団体
菅野隆介（盛岡第四高校教）、古舘　将（花巻南高校教）、小田口享弘（三井住友海上）、
赤嵜竜一（盛岡南高校教）、下川祐造（監督兼任：岩手県警察）

剣道 成年女子 団体
岡﨑千尋（法政大学）、中村優子（陸上自衛隊岩手駐屯地）、
千葉実央（監督兼任：さとう整形外科クリニック）

剣道 少年女子 団体
監督：青木貞志（花巻北高校教）
阿部なるみ、瀬戸若葉、髙𣘺佑実、及川杏樹、髙野橋香恋（盛岡南高校）

山岳 少年男子 リード 監督：新田亮一（岩手高校教）、山内響、中島大智（盛岡南高校）

カヌー 少年女子 カヤックシングル500m 中前　いつき（不来方高校）

カヌー 少年女子 カヤックシングル200m 中前　いつき（不来方高校）

空手道 成年男子 組手個人重量級 石塚　将也（盛岡市役所）

空手道 成年男子 形 在本　幸司（ツクバ精密）

なぎなた 少年女子 演技 監督：日山　玲（盛岡第二高校教）、山火ゆか（一戸高校）、武田智摘（盛岡第二高校）

２位 スケート 成年男子 スピード5000m 渡部　知也(岩手県体育協会） 

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 永井　健弘（盛岡市役所）

陸上競技 成年男子 円盤投 米沢　茂友樹（東海大学）

ホッケー 少年女子 団体
監督：岩舘直也（不来方高校教）　
吉谷地瑞穂、佐藤瑞帆、高橋友香、民部田ひかり、田村綾菜、岩崎遥、田中彩樹、
和田茜、岩崎沙也香、遠藤妃羅（不来方高校）、浮中紗香、高橋亜未、佐々木朝未（沼宮内高校）

ボクシング 成年男子 フライ級 星　和也（東洋大学）

ボクシング 成年男子 ミドル級 梅村　錬（拓殖大学）

体操競技 成年男子 団体総合
監督：佐々木大章（北稜中学校教）
仰　郁人（株式会社川徳）、小原孝之（盛岡市役所）、安川航（盛岡南高等学校教）、
北川和明（岩手県スポーツ振興事業団）、青梨聖也（盛岡視覚支援学校教）

レスリング 女子 フリースタイル53㎏級 菅原ひかり（種市高校教）

ウエイトリフティング 成年男子 56㎏級スナッチ 艾　幸太（岩手県スポーツ振興事業団）

自転車 男子 チーム・スプリント 後藤悠（早稲田大学）、藤根俊貴（順天堂大学）、照井拓成（日本大学）

山岳 少年男子 ボルダリング 監督：新田亮一（岩手高校教）、山内響、中島大智（盛岡南高校）

空手道 成年男子 組手個人軽量級 北山　到（カットクラブドゥーダ）

空手道 成年男子 組手個人中量級 佐々木　優太（YDKコミュニケーションズ）

空手道 少年男子 形 冨澤　拳真（大船渡高校）

クレー射撃 成年 スキート団体 村谷信明（村谷パン豊和商事）、佐藤一将（滝沢市役所）、武内重人（京西電機(株)岩手工場）

クレー射撃 成年 スキート個人 村谷　信明（村谷パン豊和商事）

３位 スケート 成年男子 スピード1000m 池田　晋一朗(盛岡市役所）

スケート 少年男子 スピード500m 斉藤　龍汰 (盛岡工業高校）

スケート 成年男子 スピード500m 池田　晋一朗 (盛岡市役所）

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 永井　陽一（安代中学校教）

陸上競技 少年男子 共通走高跳 高橋　佳五（盛岡南高校）

ホッケー 少年男子 団体
監督：田村保(沼宮内高校教)
民部田樹、田村　陸、花澤　空、中花　惇、大村晴人、大下紘人、工藤優也、大下祐太、
岩﨑和也、田村圭梧、橘　汰威、川上　葵（沼宮内高校）、横澤達也(不来方高校）

ボクシング 成年女子 フライ級 小河原　結寿（岩手県ボクシング連盟）

ボクシング 少年男子 ミドル級 菊地　永司（盛岡南高校）

バスケットボール 少年男子 団体
監督：室岡茂彰（盛岡市立高校教）
岩井勇人、渡辺海生、櫻田　陽（盛岡市立高校）、澁田怜音、坂本佳太、永田　渉、
畠山玄（盛岡南高校）、鳥居海浄（宮古高校）、古舘　健、庄司優作、菊地真人（一関工業高校）

ウ　第71回国民体育大会　入賞者　(希望郷いわて冬国体、希望郷いわて国体）



３位 レスリング 成年男子 グレコローマン98㎏級 横澤　徹（盛岡市役所）

レスリング 成年男子 フリースタイル86㎏級 伊藤　拓也（合同会社ＨＵＧ）

レスリング 少年男子 フリースタイル84㎏級 佐藤　友哉（種市高校）

セーリング 少年男子 420級 佐香将太、長澤　慶（宮古高校）

馬術 成年女子 自由演技馬場馬術 黒須　晴子（岩手県馬術連盟）

ソフトボール 少年女子 団体

監督：千葉律子（一関第一高校教）
丹野ちさき、後藤　茜、鈴木莉菜、三浦真子、小野寺美里（一関第一高校）、
藤村綺良々、那須野真尋、熊谷優衣、菊池朋美、清水慎子（花巻東高校）、
小林彩香、伊東千尋、小野寺セリカ（千厩高校）

弓道 成年女子 近的
監督：坂本利夫（県弓道連盟）、菊池ひかり（釜石市）、村川春圭（盛岡市上下水道局）、
瀬川素子（ラッキーバッグ株式会社諏訪調剤薬局）

剣道 少年男子 団体
監督：青木貞志（花巻北高校教）、黒田　麟（盛岡第四高校）、黒澤　剛（盛岡南高校）、
山口新太（花巻北高校）、佐々木一朗（専修大学北上高校）、皆川真武（盛岡南高校）

カヌー 少年男子 カナディアンペア500m 下屋敷泰成、高野　響（不来方高校）

カヌー 少年女子 カヤックフォア200m 小笠原綾乃、中島更紗、北舘知沙、菊池夏生（不来方高校）

カヌー 少年女子 カヤックフォア500m 小笠原綾乃、中島更紗、北舘知沙、菊池夏生（不来方高校）

空手道 混成 組手団体
監督：松永秀樹（ひめや呉服店）
細川大輔（釜石高校）、菊池亜美紗（釜石高校）、北山あり（日本体育大学）、
石塚将也（盛岡市役所）、佐々木優太（YDKコミュニケーションズ）、在本幸司（ツクバ精密）

特別競技
高校野球

軟式 団体
監督：菅野裕二、上山裕希子（専修大学北上高校）
及川　丞、佐藤　峻、小原宏斗、杉澤七星、菅原瑠生、工藤　玲、菊池　潤、菊地翔悟、
高橋勇斗、佐藤大地、髙橋　快、織田涼太、髙橋　快、久末慎也（専修大学北上高校）

４位 スケート 成年男子 ショートトラック500m 村竹　啓恒（岩手県体育協会）

スケート 成年女子 スピード500m 曽我　こなみ (ホテル東日本）

スケート 少年男子 スピード1500m 山口　知己（盛岡第三高校 ）

スケート 成年女子 スピード1500m 藤森　美希（八角病院）

スケート 成年女子 スピード1000m 曽我　こなみ(ホテル東日本）

スケート 成年女子 スピード2000mリレー
曽我こなみ（ホテル東日本）、阿部真衣（盛岡ヘアメイク専門学校）、
濱田芽生子（岩手県立大学）、藤森美希（八角病院）

陸上競技 成年男子 100m 宮﨑　幸辰（東北大学）

陸上競技 成年女子 100m 藤沢　沙也加（セレスポ）

バレーボール 成年男子 団体

監督：岡崎希裕（岡崎建設）
石川　優、西村優輝（岡崎建設）、伊藤康宏（紫波総合高校教）、花坂郁也（見前南中学校教）、
川村　卓（矢沢中学校教）、外﨑宏志郎（岩手日報社）、浜館　舜（大東高校教）、
山本憲吾（黒沢尻工業高校教）、橋本卓也（東北銀行）、三ヶ森誠（紫波町役場）、
小田嶋大貴（FC東京）、森元貴哉（岩手大学）

自転車 成年男子 スプリント 後藤　悠（早稲田大学）

自転車 成年男子 ケイリン 藤根　俊貴（順天堂大学）

馬術 成年男子 馬場馬術 齊藤　圭介（ツクバハーベストガーデン）

カヌー 成年男子 WWRカヤックシングル1500m 齋藤　晶文（岩手県社会福祉協議会）

カヌー 成年男子 カヤックシングル500m 近村　健太（盛岡市役所）

カヌー 少年男子 カナディアンペア200m 下屋敷泰成、高野　響（不来方高校）

アーチェリー 成年女子 団体
監督：鈴木啓太郎（盛岡白百合学園高校教）
岩渕　萌（近畿大学）、川渕真弓（花巻北高校職）、福田菜々子（長崎国際大学）

アーチェリー 成年女子 個人 岩渕　萌（近畿大学）

空手道 成年女子 組手個人 北山　あり（日本体育大学）

空手道 少年女子 形 野田　有彩（釜石高校）

４位 なぎなた 成年女子 試合
監督：日山　玲（盛岡第二高校教）
疋田かんな(日本女子体育大学）、佐藤千依(釜石市教育委員会）、岩﨑彩(釜石商工高校教）

５位 スケート 少年女子 スピード500m　 三嶋　萌 (盛岡農業高等学校）

スケート 少年男子 スピード500m　 米田　恵隆 (盛岡工業高等学校）

スケート 少年男子 スピード2000mリレー 斉藤龍汰、佐藤寛人、米田恵隆（盛岡工業高校）、吉田晃太郎（盛岡農業高校）

陸上競技 少年男子 共通110mハードル 鎌田　直志（盛岡市立高校）

サッカー 成年男子 団体

監督：神川明彦（グルージャ盛岡）
土井康平、久保海都、安楽健太、畑本時央、鈴木達也、牛之濱拓、益子義浩、
垣根拓也、林　勇介、梅内和磨、笠原　淳、森英次郎、井上　丈、谷村憲一（グルージャ盛岡）、
鈴木一朗（富士大学）

ボート 成年男子 舵手つきフォア
高橋和則（北上RC）、阿部大貴（トヨタ紡織株式会社）、佐藤翔（日本大学）、
大釋一揮（東レ株式会社）、山根慶大（日本大学）、千葉直樹（仙台大）

ボート 成年女子 ダブルスカル 大堀玲奈（岩手県庁）、松尾恵美（仙台大学）

ボート 少年女子 ダブルスカル 堀合朝香、吉川理奈（山田高校）

ホッケー 成年男子 団体

監督兼選手：福士紘平（葛巻高校教）
中村一眞（岩手日報ｱﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝﾁ）、元村裕晶、高橋　徹（株式会社純情米いわて）、
大巻佑馬、引木将人（株式会社三櫻）、松村洋介（矢巾中学校教）、久保貴寿（株式会社ﾒﾌｫｽ）、
山崎文也、小沢　諒（山梨学院大学）、田村真彬（東北銀行）、
橋本航太、小澤翔平（岩手ﾄﾖﾍﾟｯﾄ株式会社）、高橋　亮（新岩手農業協同組合）

ホッケー 成年女子 団体

監督兼選手：小沢みさき（東北銀行）
山﨑幸子、高橋真唯、菊地侑里（東北銀行）、遠藤彩乃（一方井中学校職）、
早坂　蛍（滝沢市保育協会川前保育園）、大巻紗千（株式会社高良）、
遠藤芽衣（川口印刷工業株式会社）、中花愛莉、田村花香（東海学院大学）、
田中泉樹（ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ株式会社）、阿部　梢（岩手県ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団）、
千葉夢希（SWS東日本株式会社）、岩舘聖菜（山梨学院大学）

ボクシング 少年男子 ピン級 肝付賢哉（花巻農業高校）

ボクシング 少年男子 ライトフライ級 及川天斗（黒沢尻工業高校）

バレーボール 成年女子 団体

監督：岩井雅俊（盛岡視覚支援学校教）
若林美帆、多田祥子、田村真綾、水本裕乃、山口　由、佐々木聡美、菅野里美（岩手）、
細川絢加、髙橋沙織（トヨタ車体クインシーズ）、佐々木美月（新潟医療福祉大学）、
佐藤梨衣（東北福祉大学）、松木聡美（京都橘大学）

バレーボール 少年女子 団体
監督：伊藤崇博（盛岡誠桜高校教）
佐々木遥香、渡邊真恵、大﨑千裕、佐々木海空、高橋真由、菅原美幸、北田莉穂、
阿部愛梨、中村莉子、橋本佳子、向井夏琳、本郷花織（盛岡誠桜高校）



５位 体操競技 成年女子 団体総合
監督：長川幸司（盛岡第二高校教）
桑名未奈（岩手県スポーツ振興事業団）、前田早知子（岩手県体育協会）、
河合良優（盛岡となん支援学校職）、鈴木春香、鈴木優香（仙台大学）

レスリング 少年男子 グレコローマン66㎏級 藤原　崇成（盛岡工業高校）

セーリング 少年女子 420級 佐々木香波、前川優香（宮古商業高校）

ウエイトリフティング 成年男子 77㎏級クリーン＆ジャーク 及川　翼（自衛隊体育学校）

ハンドボール 成年男子 団体

監督：齋藤　崇（花巻北高校教）
工藤義博（紫波警察署）、岩葉照之（北日本銀行）、中花　仁（富士大学）、長澤　誠（岩手日報
社）、佐々木喬也（盛岡市役所）、高橋一誠（盛岡となん支援学校教）、森田啓亮（岩手銀行）、
庄子直志、安倍竜之介（国士舘大学）、齊藤　凌（早稲田大学）、白石光希、遠藤拓也（富士大学）

ハンドボール 少年男子 団体
監督：内記　徹（不来方高校教）
赤川拓也、安倍凜太郎、大西亮太、板屋晃一郎、佐々木颯、遠藤　渉、小田島丞、
平　大亮、菊地　伶、藤村直弥（不来方高校）、石亀貴雅、鳴海　僚（花巻北高校）

自転車 少年男子 １㎞タイム・トライアル 中野　慎詞（紫波総合高校）

ソフトテニス 少年男子 団体
監督：小向健一（黒沢尻工業高校教）
及川憂斗、小田島圭、鈴木雄大（黒沢尻北高校）、浅間　楓（岩手高校）、
大坊直輝（盛岡工業高校）

相撲 成年男子 個人 里舘　健（平舘高校教）

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 齊藤圭介（ツクバハーベストガーデン）

馬術 少年 馬場馬術 千葉　遥（金ヶ崎高校）

フェンシング 少年女子 フルーレ
監督：佐々木満（県フェンシング協会）
小川千尋、佐々木月（一関学院高校）、千葉朱夏（一関第一高校）

柔道 成年女子 団体
監督：阿部博之（一本木中学校教）
薬師神桃子（株式会社千葉薬品）、渡邉悠季（岩手県警察）、菅原歩巴（盛岡農業高校教）

ソフトボール 成年女子 団体
監督：高橋知美（富士大学職）
髙橋瑛未、松橋妃呂香、田中　萌、草苅里菜、相馬里砂、須貝由佳、廣野好美、
門馬沙也加、簗瀬裕花、山口日向、苅込千波、柏原千風悠（富士大学）、根本実佳（花巻中学校教）

バドミントン 少年男子 団体
監督：菊地　亨（花北青雲高校教）
軽石直人、田村汰稀、菊地拓也（前沢高等学校）

弓道 少年女子 遠的
監督：佐藤慶志（不来方高校教）
小森芽依、福士　柊、吉田奈央（不来方高等学校）

空手道 成年女子 形 川向　七瀬（釜石市体育協会）

空手道 少年男子 組手個人 細川　大輔（釜石高校）

空手道 　少年女子 組手個人 菊池　亜美紗（釜石高校）

なぎなた 成年女子 演技
監督：日山　玲（盛岡第二高校教）
疋田かんな(日本女子体育大学）、岩﨑彩(釜石商工高校教）

ボウリング 少年男子 個人 阿部　航希（紫波総合高校）

６位 スケート 成年男子 スピード1500m　 渡部　知也(岩手県体育協会）

スケート 成年男子
スピード2000m
リレー

池田晋一朗(盛岡市役所）、芝西佑哉（山王海土地改良区）、小野寺峻一（岩手大学）、
渡部知也（岩手県体育協会）

スキー 成年男子Ｂ コンバインド 畠山　長太（八幡平市産業振興㈱）

ボート 少年女子 シングルスカル 織笠　萌（山田高校）

新体操 少年女子 団体総合
監督：高橋未希（しらゆりＲＧ）
小田嶋萌生、小川葉奈、藤田日和、柳田ほたる、齊藤陽菜（盛岡第三高校）

セーリング 成年男子 レーザー級 佐藤　嘉記（一関市体育協会）

セーリング 成年女子 セーリングスピリッツ級
高屋敷七恵（国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所）、
伊藤詩子（セントラルウェルネスクラブ南小泉店）

ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級クリーン＆ジャーク 芦渡　翔（久慈工業高校教）

ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級クリーン＆ジャーク 菊池　和真（岩谷堂高校）

自転車 成年男子 １㎞タイム・トライアル 照井　拓成（日本大学）

馬術 少年 自由演技馬場馬術 千葉　遥（金ヶ崎高校）

フェンシング 成年女子 フルーレ
中野早織（秋保クリニック）、安田有希（監督兼任：一関第二高校教）、
和田尚子（一関清明支援学校職）

弓道 成年男子 近的
菅　義隆（明治大学）、泉田貴洋（東北電力株式会社水沢営業所）、
菊池　治（有限会社プラム工芸）

弓道 少年女子 近的
監督：佐藤慶志（不来方高校教）
吉田奈央、小森芽依、福士　柊（不来方高等学校）

ラグビー 成年男子 団体

監督兼選手：桜庭吉彦（新日鐵住金（株）釜石製鐵所）
菅原祐輝、菅野朋幸、関東申峻、村井佑太朗、村田賢史（新日鐵住金（株）釜石製鐵所）、
佐伯　悠（（株）エヌエスオカムラ）、藤原健太（日鐵住金物流釜石（株））、
小野航大、中野裕太（釜石シーウェイブスRFC）、髙橋聡太郎（明治大学）

山岳 成年男子 リード
監督：畠山　晃（羽田小学校教）
藤原佑樹（岩手クライミングクラブ）、昆　脩太（岩手県スポーツ振興事業団）

カヌー 成年女子 WWRカヤックシングル(ＳＰ) 山田　茉未（岩手中央農業協同組合）

アーチェリー 成年女子 個人 川渕　真弓（花巻北高校職）

ゴルフ 少年男子 個人 米澤　蓮（盛岡中央高校）

７位 スケート 少年女子 スピード500m　 星野　帆乃華 (盛岡農業高校）

スケート 成年男子 フィギュア 佐藤　洸彬（岩手大学）、柴田　悠河（盛岡ＦＳＣ）

スケート 少年男子 スピード1500m 横沢　直太郎(盛岡工業高校）

スケート 少年女子 スピード2000mリレー 星野帆乃華、舘洞美七海、三嶋　萌（盛岡農業高校）、鈴木桃衣（盛岡第三高校）

スケート 少年女子 スピード1000m 三嶋　萌(盛岡農業高校）

スケート 成年女子 スピード1000m 藤森　美希(八角病院）

スケート 少年男子 スピード1000m 米田　恵隆(盛岡工業高校）

スキー 少年男子 コンバインド 村上　純人（盛岡中央高校）



７位 ボート 少年女子 舵手つきクォドルプル
阿部日奈子、小笠原遥花、山﨑枝央理（宮古高校）、佐藤祐実（西和賀高校）、
浦田琳（雫石高校）、鱒沢萌衣（盛岡第三高校）

ウエイトリフティング 成年男子 77㎏級トータル 及川　翼（自衛隊体育学校）

ウエイトリフティング 成年男子 94㎏級トータル 芦渡　翔（久慈工業高校教）

ウエイトリフティング 少年男子 56kg級クリーン＆ジャーク 菊池　凌（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング 少年男子 +105㎏級クリーン＆ジャーク 千葉　元太（盛岡工業高校）

軟式野球 成年男子 団体

監督兼選手：佐藤　健（北上信用金庫）
小原慎矢、名須川茂雄、（北上信用金庫）、多田圭吾、工藤和宏、橘　廉（盛岡信用金庫）、
佐々木重聡（三協フロンテア（株））、三浦翔太（仙北中学校教）、新沼悠太（花北青雲高校教）、
玉城宏二（啓愛会宝陽病院）、森子勇介、桑田健也、河村泰輔、吉田正和（株 阿部繁孝商店）、
小野寺紘生（一関信用金庫）、高橋龍一（佐々木ハウス工業）

カヌー 成年女子 WWRカヤックシングル1500m 山田　茉未（岩手中央農業協同組合）

アーチェリー 成年男子 団体
監督：角　清一（盛岡工業高校教）
佐々木陽平（盛岡市アーチェリー協会）、滝野信弥（長崎国際大学）、丹野天士（盛岡工業高校教）

なぎなた 少年女子 試合
監督：日山　玲（盛岡第二高校教）
千葉桃花（釜石商工高校）、山火ゆか（一戸高校）、武田智摘（盛岡第二高校）

ボウリング 成年女子 個人 菅原　要子（岩手県ボウリング連盟）

８位 スケート 成年女子 スピード500m　 濱田　芽生子 (岩手県立大学）

スケート 少年女子 スピード1500m 髙橋　桃花(盛岡農業学校）

スケート 成年女子 スピード1500m 阿部　真衣(盛岡ヘアメイク専門学校職員）

スケート 少年女子 スピード1000m 星野　帆乃華(盛岡農業高校）

スケート 少年男子 スピード1000m 斉藤　龍汰(盛岡工業高校）

スケート 成年女子 スピード3000m 阿部　真衣(盛岡ヘアメイク専門学校職員）

スキー 成年男子Ｂ ジャイアントスラローム 小松　恭平(新日本設計㈱）

スキー 成年女子Ａ クロスカントリー 伊藤　智美（東海大学）

スキー 女子 リレー 山本希歩（盛岡南高校）、山本千紗（松尾中学校）、土屋正恵（日本大学）、伊藤智美（東海大学）

スキー 成年男子Ａ コンバインド 柴草　陽祐（平舘高校職）

スキー 成年男子 リレー
村上映人（慶応義塾大学）、高橋　涼（岩手自衛隊）、遠藤宏弥（日本体育大学）、
若松　翔（盛岡農業高校職）

陸上競技 成年男子 800m 田中　匠瑛（盛岡市役所）

陸上競技 成年女子 400m 藤沢　沙也加（セレスポ）

水泳（競泳） 少年女子Ｂ 50m自由形 千葉　すみれ（一関第一高校）

水泳（競泳） 少年女子Ｂ 100m自由形 千葉　すみれ（一関第一高校）

ボート 少年男子 ダブルスカル 盛合　一功、信夫　涼（宮古高校）

ウエイトリフティング 成年男子 77㎏級スナッチ 及川　翼（自衛隊体育学校）

ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級スナッチ 菊池　和真（岩谷堂高校）

ウエイトリフティング 少年男子 94㎏級トータル 菊池　和真（岩谷堂高校）

自転車 少年男子 スプリント 安倍　大成（紫波総合高校）

ソフトテニス 成年男子 団体
監督：南向正人（昭和食品）
吉田悠人（吉田測量設計）、泉山翔太（盛岡市役所）、伊藤健人（岩手県体育協会）、
菅原健司（ネッツトヨタ盛岡）、南郷周英（北上市役所）

カヌー 少年男子 カヤックペア500m 前川郁渡、佐藤悦也（不来方高校）



(2)　第72回国民体育大会　冬季大会　（ながの銀嶺国体）

  ア　岩手県選手団参加人数

①　スケート競技会・アイスホッケー競技会

　会　場　　長野県長野市　岡谷市　軽井沢町

　会　期　平成２９年１月２７日～３１日

　本県選手団　達増　拓也　団長　以下　５９名（選手・監督　４７名、本部役員　１２名）

岩手県選手団総括表

成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 監　督 本部役員 計

5 6 7 7 3 ― 28

0 1 0 0 1 ― 2

0 0 0 0 0 ― 0

16 ― ― 1 ― 17

― ― ― ― ― 12 12

合　計 21 7 7 7 5 12 59

②　スキー競技会

　会　場　長野県白馬村

　会　期　平成２９年２月１４日～１７日

　本県選手団　達増　拓也　団長　以下　７１名（選手・監督　６１名、本部役員　１０名）

岩手県選手団総括表

成年男子 成年女子 少年男子 少年女子 監　督 本部役員 計

9 5 6 4 1 ― 25

6 ― 4 ― 1 ― 11

9 5 6 4 1 ― 25

― ― ― ― ― 10 10

合　計 24 10 16 8 3 10 71

 イ　成績　冬季大会（スケート・アイスホッケー・スキー）終了時点の総合得点

①天皇杯　（男女総合）　成績　１７５点　４位　（前回　１７８点　４位）

②皇后杯　（女子総合）　成績　　８５点　３位　（前回　　６１点　８位）

順 位 競 技 種 別

スケート 成年男子

スケート 成年男子

スケート 少年女子

スキー 成年男子B

スキー 成年女子A

スケート 成年女子

スケート 少年女子

スケート 成年女子

スキー 成年男子B

スケート 成年女子

スケート 成年女子

スケート 少年男子

スキー 成年男子B

スケート 少年男子

スケート 成年男子

スキー 成年男子A

スケート 成年女子

スケート 少年女子

スケート 成年女子

スキー 成年男子B

スキー 少年男子

スピード3000m

スピード500m

スピード10000m

スピード2000mリレー

スピード2000mリレー

コンバインド

スピード500m　

スピード1000m

クロスカントリー

コンバインド

コンバインド

スピード1500m

コンバインド

スピード1000m

スピード2000mリレー

スペシャルジャンプ

熊谷　　萌（盛岡工業高等学校）

熊谷　　萌（盛岡工業高等学校）

米田　恵隆 (盛岡工業高等学校）

 横沢　直太郎(盛岡工業高等学校）

土屋　正恵（日本大学）

ジャンプ・コンバインド

本部役員

スピード500m

永井　陽一（安代中学校教諭）

曽我　こなみ (ホテル東日本）

小林　龍尚（松尾中学校）

スピード

フィギュア

アイスホッケー

本部役員

クロスカントリー

ジャイアント スラローム

ショート　トラック

コンバインド

スピード1500m　

入 　賞 　者

渡部　知也((公財)岩手県体育協会）

永井　健弘（盛岡市役所）

三ヶ田　泰良（明治大学）

種 目

渡部　知也((公財)岩手県体育協会） 

永井　健弘（盛岡市役所）

阿部　真衣(盛岡ヘアメイク専門学校職員）

曽我　こなみ(ホテル東日本）

岩手選抜（曽我こなみ（ホテル東日本）、三嶋　　萌（大東文化大学）、
  　　　 濱田芽生子（岩手県立大学）、藤森美希（八角病院））

岩手選抜（斉藤　龍汰（東洋大学、芝西佑哉（山王海土地改良区）、
　　　　　池田晋一郎(盛岡市役所）、渡部知也（シリウス）

岩手選抜（星野帆乃華、舘洞美七海（盛岡農業高等学校）、
　　　　　鈴木桃衣（盛岡第三高等学校）、熊谷　　萌（盛岡工業高等学校））

畠山　長太（八幡平市産業振興㈱）

藤森　　美希(八角病院）

阿部　真衣(盛岡ヘアメイク専門学校職員）

スピード5000m

競技＼種別

競技＼種別

スピード1000m

1位

2位

3位

4位

5位

6位



スケート 少年男子

スケート 少年女子

スケート 少年男子

スキー 成年男子A

スキー 成年男子B

スキー 女子

スケート 成年女子

スケート 少年男子

スキー 成年男子B

スピード1000m

スピード500m

スピード2000mリレー

佐藤　寛人 (盛岡工業高等学校）

 横沢　直太郎(盛岡工業高等学校）

ジャイアントスラローム 宮本　慎矢(新日本設計㈱）

ジャイアントスラローム 小松　恭平(新日本設計㈱東北支社）

濱田　芽生子 (岩手県立大学）

岩手選抜（小田綺花（雫石中学校）、森 冬姫子（松尾中学校）、
　　　　土屋正恵（日本大学）、田中ゆかり（東海大学））

スピード1500m

岩手選抜（米田恵隆、横沢　直太朗、佐藤寛人、（盛岡工業高等学校）、
　　　　　山口知己（盛岡第三高等学校））

ジャイアントスラローム

星野　帆乃華(盛岡農業高等学校）

小船　勝己(荒沢運送）

スピード500m　

クロスカントリーリレー

7位

8位



５　東北体育大会等選手派遣事業

(1)　実施競技・期日・参加者数
大会名 番号 派遣種目 参加者数 開催期日

1-1 水泳（シンクロ） 4 7/23･24  宮城県柴田町 宮城県ヒルズ県南総合プール

1-2 水泳（水球） 12 8/6･7  山形県天童市 山形県総合運動公園／屋外プール

2 ボート 0 7/15～17  むつ市 新田名部川ボートコース

6/24・25  西目屋村 岩木川カヌー競技場

7/15･16  岩手県盛岡市 岩手県立御所湖広域公園漕艇場

4 ボウリング 16 7/8～10  三沢市 三沢ボウル

5 ゴルフ 4 7/14・15  青森市 青森カントリー倶楽部

6 陸上競技 74 8/20･21  青森市 青森県営陸上競技場

7 サッカー 0 8/11～14  五戸町・十和田市 五戸町ひばり野公園陸上競技場　他

8 テニス 0 8/6･7  八戸市 八戸市東運動公園テニスコート

9 ホッケー 76 8/25～28  三沢市 三沢市南山屋外運動場　他

10 ボクシング 0 8/19～21  弘前市 弘前市民体育館

11 バレーボール 0 8/26～28  青森市 新青森県総合運動公園／マエダアリーナ

7/22～24  弘前市 弘前市民体育館

7/23･24  弘前市 青森県武道館

13 バスケットボール 51 8/19～21  青森市 新青森県総合運動公園／マエダアリーナ

14 レスリング 21 8/27･28  八戸市 八戸市体育館（長根体育館）　他

15 ウエイトリフティング 20 8/20･21  平川市 平賀体育館

16 ハンドボール 0 8/11～14  青森市 新青森県総合運動公園／マエダアリーナ

17 自転車 23 7/19～21  八戸市・階上町 八戸自転車競技場／階上町特設ロードレースコース

18 ソフトテニス 24 8/20･21  青森市 新青森県総合運動公園／テニスコート

19 卓球 20 8/19～21  青森市 青森市民体育館

20 軟式野球 0 8/20･21  三沢市・おいらせ町 三沢市民運動公園野球場　他

21 相撲 14 8/27･28  十和田市 十和田市相撲場

22 馬術 0 8/14･15  岩手県奥州市 岩手県競馬組合水沢競馬場

23 フェンシング 14 8/19～21  むつ市 しもきた克雪ドームむつ市ウェルネスパーク

24 柔道 20 8/20･21  十和田市 十和田市総合体育センター

25 ソフトボール 0 8/18～21  平川市・弘前市 尾上野球場　他

26 バドミントン 16 8/18･19  黒石市 スポカルイン黒石

27 弓道 16 8/20･21  弘前市 青森県武道館／弓道場

28 ライフル射撃 15 8/19～21  鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町大高山ライフル射撃場　他

29 剣道 20 8/20  八戸市 八戸市東運動公園体育館

30 ラグビーフットボール 0 8/18～21  青森市 新青森県総合運動公園　他

31 山岳 12 7/22～24 階上町 階上町わっせ交流センター／体育館　他

32 アーチェリー 14 8/20･21  青森市 雫石町営陸上競技場特設会場

33 空手道 21 8/20･21  三沢市 岩手県営武道館

34 銃剣道 7 8/28  三沢市 雫石町営体育館

35 クレー射撃 11 8/20･21  弘前市 花巻市クレー射撃場

36 なぎなた 7 8/20･21  十和田市 一戸町体育館

37 アイスホッケー 52 12/3･4､10･11  岩手県盛岡市 みちのくコカ・コーラボトリングリンク

38 本部役員 18

637

39 水泳（競泳） 7 7/21 秋田市 秋田県立総合プール

40 スケート 18 12/18～20 郡山市 磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場

25

38 本部役員

662
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3 カヌー 5

12 体操・新体操 30

小　計　１



2015/9/1

1 陸上競技 ・ 男子200m ・ 男子100m ・ 男子４×100mR

宮﨑幸辰（東北大） 宮﨑幸辰（東北大） 小原・佐藤・豊島・櫻井（岩手大）

・ 男子400m ・ 男子棒高跳 ・ 女子1500m

櫻井貴広（岩手大） 浪岡真生（黒沢尻北高） 髙橋優菜（盛岡四高）

・ 男子800m ・ 男子110mH

田中匠瑛（盛岡市役所） 齋藤陽平（北上市役所）

・ 男子４×400mR ・ 男子3000mSC

簗場・櫻井・小原・新田（岩手選抜） 熊谷真澄（高田高）

・ 男子5000mW ・ 男子5000mW

安田崇希（岩手大） 松村広夢（岩手大）

・ 男子棒高跳 ・ 女子100m

三宅怜（仙台大） 川村知巳（慶応大）

・ 男子円盤投 ・ 女子200m

米沢茂友樹（東海大） 山田美来（盛岡誠桜高）

・ 男子ハンマー投 ・ 女子棒高跳

加藤修（流通経済大） 新田英理子（黒沢尻北高）

・ 男子やり投 ・ 女子三段跳

高橋政宏（日本大） 長根史依（花巻北高）

・ 女子10000m ・ 女子ハンマー投

渡部貴江（関西外語大） 川元くるみ（岩手陸協）

・ 女子やり投

西山育未（岩手陸協）

2 水泳 ○ シンクロ（少年女子　賀東・吉水） ○ 水球（少年男子）

(水球・シンクロ)

3 サッカー

4 テニス

5 ボート

6 ホッケー ○ 成年女子 ○ 成年男子

○ 少年男子

○ 少年女子

7 ボクシング

8 バレーボール

9 体操競技 ○ 成年女子 ○ 成年男子 ○ 少年女子

・新体操 ・ 成年女子個人総合 ○ 少年男子 ・ 成年男子個人総合

　　前田早知子（岩手県体育協会） ○ 新体操少年女子 　　北川和明（岩手県スポーツ振興事業団）

・ 成年女子個人総合

河合良優（盛岡となん支援学校）

10 バスケットボール ○ 成年男子 ○ 成年女子

11 レスリング ・ 成年フリー57kg ○ 成年男子フリー ○ 少年男子フリー

岩﨑大輔（釜石大槌地区消防本部） ・ 成年フリー86kg ・ 成年フリー74kg

・ 成年フリー125kg 伊藤拓也（ワセダＯＢ） 髙橋正寿（エイト技術株式会社）

横澤徹（盛岡市役所） ・ 少年フリー50kg ・ 少年グレコ66kg

・ 少年フリー84kg 鈴木崇史（種市高） 藤原崇成（盛岡工）

佐藤友哉（種市高） ・ 少年フリー60kg

左京昴亮（種市高）

・ 少年フリー66kg

田鎖龍也（宮古商）

・ 少年フリー120kg

大﨑滉祐（種市高）

・ 少年グレコ55kg

村上英二（盛岡工）

・ 少年グレコ96kg

山根峻（宮古商）

(2)第43回　東北総合体育大会岩手県選手団入賞一覧

競
技
No

競　技
種目別順位（”○”＝団体　”・”＝個人　”△”決定戦なし）

１位 ２位 ３位



12 ウエイト ・ 成年62Kg ・ 少年53kg ・ 少年94kg

リフティング 艾　幸太（県南青少年の家） 高橋翔太（岩谷堂高） 菊池和真（岩谷堂高）

・ 少年85kg ・ 少年56kg

佐藤樹（岩谷堂高） 　　菊池　凌（岩谷堂高）

・ 成年85kg ・ 成年＋105kg

及川翼（自衛隊体育学校） 吉田大地（盛岡工業高職）

・ 成年94Kg

芦渡翔（久慈工業教）

13 ハンドボール

14 自転車 ・ 成年1kmタイム・トライアル ○ 成年4kmチーム・パーシュート ・ 成年ケイリン

三浦元緋（富士大） ・ 成年スプリント 澤口馨太（富士大）　

・ 成年スプリント 佐々木眞行（富士大）

三浦元緋(富士大)

15 ソフトテニス ○ 成年男子 ○ 少年女子 ○ 少年男子

○ 成年女子

16 卓球 ○ 少年女子 ○ 成年男子

○ 少年男子

17 軟式野球

18 相撲

19 馬術

20 フェンシング ○ 成年男子 ○ 少年女子

○ 成年女子

21 柔道 ○ 成年女子 ○ 成年男子 ○ 少年女子

22 ソフトボール

23 バドミントン ○ 少年男子 ○ 成年女子 ○ 成年男子

○ 少年女子

24 弓道 ○ 成年女子 ○ 少年女子 ○ 成年男子

○ 少年男子

25 ライフル射撃 ・ AP60M ・ 50m3×20W ・ 10mP60M

高橋拓也（岩手県警察学校） 坂本由美子（岩手県体育協会） 伊藤優希（富士大）

・ AP40W ・ 10mS40W

佐々木千鶴（岩手県警察本部） 佐藤綾乃（明治大）

・ BP40JM

高橋拓未（盛岡第四高）

・ BP40JW

千葉優希（岩手女子高）

・ 10mS40JW

玉山凛（盛岡白百合高）

26 剣道 ○ 成年男子 ○ 少年男子

○ 成年女子 ○ 少年女子

27 ラグビー

28 山岳 ○ 成年男子リード ○ 成年男子ボルダリング

○ 成年女子リード ○ 成年女子ボルダリング

○ 少年男子リード 少年女子リード

○ 少年男子ボルダリング

○ 少年女子ボルダリング

29 カヌー ・ 成年女子ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ ・ 成年男子ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

山田茉未（岩手県カヌー協会） 齋藤晶文（岩手県カヌー協会）

・ 成年女子ｽﾗﾛｰﾑ

（スプリント不出場） 飛澤優海（岩手県カヌー協会）

30 アーチェリー ○ 成年女子 ○ 成年男子 ○ 少年男子

○ 少年女子

31 空手道 ・ 成年女子個人形 ・ 成年男子個人形 ・ 成年男子組手軽量級

川向七瀬(釜石市体育協会) 在本幸司（ツクバ精密） 北山到（ｶｯﾄｸﾗﾌﾞDUDA）

・ 少年男子個人形 ・ 少年男子組手 ・ 成年男子組手中量級

冨澤拳真（大船渡高） 菊池聖也（釜石高） 佐々木優太（YDKｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

・ 少年女子組手 ・ 少年女子形

菊池亜美紗（釜石高） 野田有彩（釜石高）



32 銃剣道 ○ 少年男子

33 クレー射撃 ○ スキート団体 ・ スキート個人 ・ スキート個人

佐藤一将（滝沢市役所） 武内重人（京西電機）

34 なぎなた ○ 成年女子

○ 少年女子

35 ボウリング ○ 成年女子団体２人組Ａチーム ○ 成年女子団体2人組Ｂチーム ○ 少年男子団体総合

○ 成年女子団体総合 ○ 少年男子団体

・ 成年女子個人

菅原要子（岩手県ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ連盟）

36 ゴルフ

国体順位 年度(平均順位)

28年度

１位 ２位 ３位

団体27 / 26個人 団体20 / 27個人 団体14 / 19個人



６ いわてスーパーキッズ発掘・育成事業 
 

ア 事業主旨・目的について 

「挑戦してみよう、岩手から世界へ！」 

いわてスーパーキッズは、大きな夢や目標に一歩踏み出そうとしている子どもたちのサポートをします 
・夏季オリンピック、冬季オリンピックを目標に、世界で活躍するトップアスリートとなる人材を発掘・育成します。 

・あなたが世界を目指すことのできる可能性の高いスポーツを見つけていきます。 

・スポーツへの挑戦をとおして世界に通じる「人間力」を育みます。 

 

イ学年別人数 

平成28年4月1日現在 平成29年4月1日現在

女子 男子 合計 女子 男子 合計

小学5年 14 16 30 小学5年 15 15 30
小学6年 14 17 31 小学6年 16 17 33
中学1年 17 17 34 中学1年 16 20 36
中学2年 16 17 33 中学2年 17 17 34
中学3年 15 19 34 中学3年 16 17 33

計 76 86 162 計 80 86 166

高校1年 16 15 31 高校1年 15 19 34
高校2年 16 15 31 高校2年 16 15 31
高校3年 17 19 36 高校3年 16 15 31
大学1年 19 19 38 大学1年 17 19 36
大学2年 16 20 36 大学2年 19 19 38
大学3年 17 12 29 大学3年 16 20 36

大学4年 17 12 29  
 

ウ 発掘（選ぶ）について 

 開催日 開催 ・ 内容 人 数 

チャレンジ２ 

（１１月） 

県内７会場 

5 種目測定、 

参加者    ３０２名 

スタッフ   １８７名 

チャレンジ３ 

 （１月２１日） 

花巻総合体育館 

コース１…マルチ型選考コース（総合評価型） 

4 種目測定、面接 

コース２…種目特化選考コース（重点評価型） 

      競技特有能力評価テスト、面接 

参加者    １２２名 

スタッフ    ５４名 

＊コース２参加者 

 6 競技４名(延べ８名) 

第 10 期生開始式・ 

平成 28 年度修了式 

 （ ３月２０日 ） 

キャラホール（都南文化会館） 

先輩キッズからの激励のことば 等 

第 10 期生    ３８名 

修了生     ３４名 

 

エ いわてスーパーキッズスペシャルスクールについて 

開催日 会 場 内 容 参加数 プログラム内容 

４月１０日（日） 花巻市 総合体育館 スペシャル ９１名 スペシャル 

・身体能力開発 

・知的能力開発 

・知識獲得 

・保護者サポート 

 

コンディショニング 

・身体能力開発 

 

競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

・各競技団体 

 

 

４月１７日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ５５名 

４月２３日（土） 盛岡市 県営武道館 コンディショニング １２１名 

５月 ５日（木） 盛岡市 岩手大学 スペシャル  ９３名 

５月１５日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ５６名 

５月２２日（日） 盛岡市 県営武道館 コンディショニング １１６名 

５月２９日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ２６名 

６月 ４日（土） 盛岡市 岩手大学 コンディショニング １０９名 

６月１２日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ７４名 

６月２６日（日） 盛岡市 岩手大学 スペシャル  ８１名 

７月 ３日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ４０名 

７月１０日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ２３名 

７月１８日（月） 盛岡市 岩手大学 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ&ﾊﾟｽｳｪｲ １２７名 



７月 29～31 日 盛岡市 国立岩手山青少年交流の家 トレーニングキャンプ  ８５名 パスウェイプログラム 

・面談 

・身体能力開発 

 

キッズトライアル 

 
トレーニングキャンプ 

 

体力測定 

 

他 

８月 ７日（日） 矢巾町 岩手医科大学 体力測定 １３５名 

９月 ３日（土） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ４７名 

９月１０日（土） 花巻市 総合体育館 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ＆ﾊﾟｽｳｪｲ １２８名 

９月１１日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ５２名 

９月１７日（土） 盛岡市 岩手大学 スペシャル  ６５名 

１０月１６日（日） 盛岡市 岩手大学 スペシャル  ９５名 

１０月３０日（日） 盛岡市 岩手大学 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ＆ﾊﾟｽｳｪｲ １３４名 

１１月１２日（土） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ６２名 

１１月１２日（土） 盛岡市 岩手大学 パスウェイ  ４９名 

１２月 ３日（土） 盛岡市 岩手大学 スペシャル  ７４名 

１２月１１日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ４７名 

１２月２３日（金） 盛岡市 岩手大学 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ＆ﾊﾟｽｳｪｲ １３１名 

１月 5～7 日 八幡平市 つなぎスポーツ研修センター トレーニングキャンプ  ８６名 

 １月１５日（日） 各競技団体育成拠点 競技体験ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  ４９名 

 ２月 ５日（日） 盛岡市 岩手大学 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ＆ﾊﾟｽｳｪｲ １３１名 

 ２月２５日（土） 盛岡市 県営武道館 キッズトライアル  ７１名 

 ３月 ４日（土） 盛岡市 岩手大学 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ＆ﾊﾟｽｳｪｲ １２０名 

 ３月２０日（月） 盛岡市 キャラホール 開始式・修了式 １３１名 

 ３月２６日（日） 矢巾町 岩手医科大学 体力測定 １０１名 

 

オ キッズトライアル（競技体験）について 

 競技数 参加競技名 備考 

２月２５日（土）  ５競技 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 自転車 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ ｶｰﾘﾝｸﾞ  
 

カ 競技選択（転向）について 

キッズトライアルやスペシャルスクールのプログラム、体力測定などを通じて世界を目指すこと 

のできる可能性の高いスポーツをパスウェイプログラムで面談等を実施し一緒に探り出した。 

競技選択の意思確認調査を７月（地区中総体終了後）に（年１回）実施した。 
 

キ プロジェクトチーム・小委員会会議の編成・会議について 

    ・プロジェクトチームメンバー・・・・・・・・・・１９名 

    ・オブザーバー・・・・・・・・・・・・・・・・・ １名 

    ・プロジェクトチーム事務局・・・・・・・・・・・  ８名 

    ・戦略 小委員会・・・・・・・・・・・・・・・・ ７名 

    ・発掘 小委員会・・・・・・・・・・・・・・・・ ４名 

    ・育成 小委員会・・・・・・・・・・・・・・・・ ５名 

    ・パスウェイ 小委員会・・・・・・・・・・・・・ ７名 

回数 開催日 会議内容 会 場 

第 1 回 平成 28 年 5 月 18 日 委員委嘱、役員選出、28 年度事業計画 他 アイーナ 

第 2 回 平成 28 年 7 月 7 日 中学 2・3 年調査書、夏季ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ、募集要項 他 アイーナ 

第 3 回 平成 28年 10 月 31 日 応募状況、ｽｸｰﾙ内容、ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2・3、修了の記録、他 体協会館 

第 4 回 平成 28 年 12 月 6 日 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2 実施報告・選考、ﾁｬﾚﾝｼﾞ３測定種目 冬季ｷｬﾝﾌﾟ アイーナ 

第 5 回 平成 29 年 2 月 1 日 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 3 実施報告・選考 他 アイーナ 

    ・その他の会議について 

     各小委員会（戦略・発掘・育成・パスウェイ）の会議を随時開催した。 
 

 

ク 事業内容の周知について 

    ① ポスター、応募要項などの配付による周知 

    ② 小学校訪問・市町村行事訪問による周知 

③ 小学校体育実技講習会、市町村教育委員会、市町村体育協会へ説明し事業内容の周知 

④ スーパーキッズ所属中学校訪問による周知 

⑤ 県内各競技団体へ事業内容説明し協力依頼 

    ⑥ マスコミを通じての周知 

    ⑦ 事業内容周知を目的としたイメージビデオを配布（24 年度作成） 



                                                              

７ 岩手県スポーツ少年団事業 

 

１ 概  要 
  スポーツ少年団活動の充実を一層促進し、地域における活動の活発化を図るために市町村

スポーツ少年団と連携を密にし、諸事業を推進した。 

 

 育成・研修事業 

(1) 指導者・リーダー養成・研修 

事  業  名 期 日 場 所 参加・対応 

① スポーツ少年団登録者処分基準 

講師派遣 

② 全国スポーツ少年団指導者協議会 

③ 全国スポーツ少年団指導者全国研究 

大会 

④ スポーツリーダー養成講習会兼認定員

養成講習会 

⑤ 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 

 

⑥ 北海道・東北ブロックスポーツ少年団

リーダー研究大会 

⑦ 認定育成員研修会 

 

⑧ 東北ブロックスポーツ少年団指導者 

研究協議会 

⑨ 岩手県スポーツ少年大会兼ジュニアリ

ーダースクール 

4/9 

 

6/19～20 

6/21 

 

6/25～26 

10/29～30 

9/24～25 

 

10/8～10 

 

10/24 

  

11/10～11 

 

1/7～9 

北上市交流プラザ 

 

東京都「岸記念体育会館」 

東京都「ホテルグランド

パレス」 

岩手大学 

岩手大学 

東京都「オリンピック記

念青少年総合センター」 

青森県 

 

宮城県「東京エレクトロ

ンホール宮城」 

福島県「いづみや」 

 

岩手県「国立岩手山青少

年交流の家」 

1名 

 

1名 

1名 

 

185名 

187名 

1名 

 

1名 

 

4名 

 

2名 

 

32名 

 

(2)  交流活動 

ア 全国交流事業 

事 業 名 期 日 場 所 参加者 

① 第 54回全国スポーツ少年大会 

 

 

② 第 38 回全国スポーツ少年団ホッケー 

交流大会 

7/28～31 

 

 

8/5～8 

 

香川県「サンポートホール

高松」「香川県立五色台少

年自然センター」 

埼玉県「阿須運動公園ホッ

ケー場」他 

5名 

 

 

2チーム 

 



                                                              

③ 第 39 回全国スポーツ少年団剣道交流

大会 

④ 第 14回全国スポーツ少年団バレーボ 

  ール交流大会 

 

3/25～27 

 

3/25～28 

愛知県「愛知県武道館 

」 

福井県「福井市体育館」他 

1団体 

個人 2名 

1チーム 

 

イ 東北・県内交流事業 

事 業 名 期 日 場 所 参加者 

＜東北＞ 

① 第 38回全国軟式野球交流大会 

東北Ⅰブロック代表決定大会 

② 第 45回東北地区サッカースポーツ少年

団交流大会 

③ 第 47回東北ブロックスポーツ少年大会 

 

④ 第 36回東北ブロックスポーツ少年団柔

道交流大会 

⑤ 第 36 回東北ブロックスポーツ少年団

ミニバスケットボール交歓大会 

＜県内＞ 

① 第 43回岩手県スポーツ少年団サッカー

大会 

② 第 38 回全国スポーツ少年団ホッケー 

交流大会町予選  

③ 第 38 回全国スポーツ少年団軟式野球 

交流大会県予選 

④ 第 26 回岩手県スポーツ少年団ソフト 

テニス交流大会 

 

⑤  第 45 回岩手県スポーツ少年団ソフト

ボール大会 

⑥ 第 43 回岩手県スポーツ少年団剣道 

大会 

⑦ 第 14 回岩手県スポーツ少年団バレー

ボール交流大会 

 

 

7/9 

 

7/17～18 

 

8/6～8 

 

11/5～6 

 

3/12～13 

 

 

6/11～12 

6/18～19 

6/19 

 

6/18～19、

6/25 

7/23～24 

 

 

8/27～28 

 

11/3 

 

12/3～4 

 

 

 

青森県「青森市スポーツ広

場野球場２」 

青森県「青森県五戸町ひば

り野公園サッカー場」 

岩手県「国立岩手山青少年

交流の家 

秋田県「秋田県立武道館」 

 

山形県「山形県総合運動公

園総合体育館」他 

 

安比高原スポーツパーク 

ほか 

岩手町ホッケー場 

 

龍泉洞グラウンドほか 

 

北上市和賀川グリーンパ

ークテニスコート 

 

一関市東山多目的グラウ

ンド 

県営武道館 

 

奥州市総合体育館 

 

 

 

1チーム 

 

2チーム 

 

28名 

 

4チーム 

 

6チーム 

 

 

93チーム 

 

5チーム 

 

27チーム 

 

小 237名 

中 121 チー

ム 137ペア 

17チーム 

 

46団体 

600名 

93チーム 

 

 



                                                              

⑧ 第 19 回岩手県スポーツ少年団空手道

大会 

⑨ 第 40 回岩手県スポーツ少年団ミニバ

スケットボール交歓大会 

⑩ 第 39 回岩手県スポーツ少年団スキー

大会 

⑪ 第 39 回岩手県スポーツ少年団柔道大

会 

12/4 

 

1/7～9 

 

2/11 

 

2/19 

岩手県営武道館 

  

北上市総合体育館 

 

八幡平市 

 

岩手県営武道館 

27団体 

個人 424名 

64チーム 

 

113名 

 

36団体 

個人 82名 

ウ 国際交流事業 

事  業  名 期 日 場 所 受入・派遣人数 

第 43回日独スポーツ少年団同時交流受入 

第 43回日独スポーツ少年団同時交流派遣 

8/3～7 

7/30～8/17 

北上市 

ドイツ 

9名 

1名 

 

３ 体力テスト実施事業 

事  業  名 期 日 場 所 報告市町村 

岩手県スポーツ少年団体力テスト実施 

（全登録単位団） 

4月～1月 県内各地 26市町村 

 

４ 日本スポーツ少年団顕彰 

   市町村スポーツ少年団  一関市スポーツ少年団 金ケ崎町スポーツ少年団 

               雫石町スポーツ少年団 

   登録指導者       伊藤 珪三（一関市）、佐々木 将年（一関市）、 

紀室 正裕（大船渡市）、崎山 貢（宮古市） 

   感謝状         吉田 けい子（北上市） 

 

５  諸会議 

事     業     名 期 日 場   所 参加者 

① 岩手県スポーツ少年団第 1回常任 

委員会 

② 岩手県スポーツ少年団委員総会 

③  東北六県体育関係者会議 

 

④ 第 1回日本スポーツ少年団委員総会 

 

⑤  岩手県スポーツ少年団第 2回常任 

 委員会 

4/12 

 

4/26 

5/12 

 

5/30 

 

11/29 

 

岩手県体育協会会館 

 

サンセール盛岡 

福島県「ホテル福島グリー

ンパレス」 

東京都「シダックスホー

ル」 

岩手県体育協会会館 

 

14 名 

 

28 名 

2名 

 

1名 

 

14 名 

 



                                                              

⑥ 東北ブロックスポーツ少年団連絡協議 

  会 

⑦ 日本スポーツ少年団北海道・東北ブロ

ック会議 

⑧ 岩手県スポーツ少年団指導者協議会 

運営委員会 

⑨ 岩手県スポーツ少年団指導者協議会 

⑩ 岩手県スポーツ少年団体力テスト 

委員会 

⑪ 第 2回日本スポーツ少年団委員総会 

 

⑫ 岩手県スポーツ少年団第 3回常任 

委員会 

12/15～16 

 

2/6～7 

 

2/13 

 

2/13 

2/16 

 

3/5 

 

3/10 

 

福島県「辰巳屋」 

 

秋田県「秋田ビューホテ

ル」 

岩手県体協会館 

 

岩手県体協会館 

岩手県体協会館 

 

東京都「TKP ガーデンシテ

ィ渋谷」 

岩手県体育協会会館 

 

2名 

 

3名 

 

9名 

 

14名 

5名 

 

1名 

 

14名 

 

６ その他 

  市町村スポーツ少年団担当者 Web登録システム操作講習会 

  4月 14日（木） 27名 

   岩手県体育協会会館 

 

７ 平成 28年度スポーツ少年団登録状況 

                                   （単位：名） 

項 目 28年度 27年度 増 減 

団 数 1,120団 1,144団 24団減 

団員数 23,545名 24,229名 684名減 

指導者・役職員数 5,706名 5,720名 14名減 

  

（東日本大震災により被災した沿岸 12市町村は日本スポーツ少年団登録料を免除） 

 

 



８ 岩手県総合型地域スポーツクラブ関係事業 

(1) 県内総合型地域スポーツクラブ育成状況（平成 29年 5月 24日現在） 
創設済みクラブ数 ：57クラブ  創設準備中クラブ数 ：19クラブ  合計 ：76クラブ 

創設済み市町村数 ：25市町村  創設準備中市町村数 ： 5町村   未創設市町村： 3市町村 
 

…創設済み市町村      …準備中市町村      …未育成市町村 

 

 
【盛岡市】 
NPO法人まつぞのスポーツクラブ（H15.5.18） 
コミスポ クラブ 東厨川（H18.12.9） 
総合型見前スポーツクラブ（H22.4.3） 
NPO 法人いーはとーぶスポーツクラブ（H24.1.20） 
Bonds クラブ（H24.3.22） 
NPO法人 3D SPORTS（H29.3.26） 
MBC盛岡武道クラブ（準備中） 
がんちゃんスポーツクラブ（準備中） 
岩手ビックブルズスポーツクラブ（準備中） 

【釜石市】 
釜石シーウェイブス RFC(H13.4.25) 
唐丹地区すぽこんクラブ（H13.10.1） 

【宮古市】 
シーアリーナスポーツクラブ（H18.4.1） 
NPO法人エムジョイ（H26.6.24） 

【一関市】 
NPO法人ファンスポルト一関（H23.12.23） 
藤沢町体育協会（H22.4.24） 
NPO法人グッジョブクラブ（H27.3.27） 
東山町少年スポーツクラブ（準備中） 
奥玉総合型スポーツクラブ（準備中） 
山目地区総合型クラブ準備委員会（準備中） 
NPO法人里山自然はずみの里（準備中） 
萩荘地区総合型地域スポーツクラブ（準備中） 

【大船渡市】 
SUN陸リアススポーツクラブ（H24.1.31） 

【花巻市】 
花巻市体育協会（H22.3.24） 
NPO法人 Sum はなまき（H24.3.21） 

【北上市】 
NPO法人北上アスレチック＆ラグビー 
倶楽部（Ｈ13.3.31） 
サークル S&Cいいとよ（Ｈ16.7.26） 
NPO法人フォルダ（H17.12.25） 
和賀総合型スポーツクラブ〈One’s〉 
（H19.9.27） 
北上東陵クラブ（準備中） 

【奥州市】 
総合型佐倉河スポーツクラブ (H14.12.23) 
みずさわ Zスポーツクラブ (H15.3.25) 
総合型真城体育協会(H16.4.1) 
NPO法人前沢いきいきスポーツクラブ 
（Ｈ21.1.20） 
NPO法人シチズンスポーツ奥州（H23.12.17） 
遠野薬師総合型スポーツクラブ（H27.3.29） 

【久慈市】 
久慈フィーバスポーツクラブ  
（H14.4.12） 
侍浜地域スポーツクラブ(準備中) 
小久慈地域スポーツクラブ(準備中) 
久慈河北 SC (準備中) 

【遠野市】 
早池峰スポーツクラブ(H6.5.24) 
とおのスポーツクラブ (H14.1.19) 
小烏瀬スポーツクラブ(H14.2.26)  
センニン地域総合型スポーツクラブ 
(H14.3.8) 
綾織スポーツクラブ (H14.3.15) 
青笹スポーツクラブ(H14.3.26) 
小友スポーツクラブ (H14.3.31) 
松崎スポーツクラブ (H14.3.31) 
宮守町総合型地域スポーツクラブ（H19.3.3） 
NPO法人オヴェンセ（H25.5.10） 

【陸前高田市】 
NPO法人総合型りくぜんたかた（H24.11.20） 
一般社団法人三陸・気仙総合型スポーツクラブ 
（H27.11.15） 

【二戸市】 
カシオペア氷上スポーツクラブ（H18.7.8） 
浄法寺スポーツクラブ（H20.2.17） 

【滝沢市】 
公益財団法人滝沢市体育協会 
チャグチャグスポーツクラブ（H14.4.16） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【雫石町】 
御所地区体育会 （H19.4.27） 
NPO法人雫石なつめ倶楽部（H24.10.31） 

【岩手町】 
岩手町総合型クラブ設立準備委員会 
（準備中） 

【葛巻町】 
NPO法人葛巻町体育協会スポーツクラブ（H23.1.22） 

【紫波町】 
紫波ウイング（H21.12.23） 

【矢巾町】 
楽々クラブ矢巾（H21.3.21） 

【西和賀町】 
にしわがスポーツクラブ（準備中） 

【金ヶ崎町】 
森山スポーツ倶楽部(H8.1.25) 
金ヶ崎スポーツクラブ(H24.5.24) 

【平泉町】 
(仮称)平泉町総合型クラブ（準備中） 

【住田町】 
カムイくらぶ（H23.2.16） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【大槌町】 
吉里吉里スポーツクラブ（H14.4.1） 

【岩泉町】 
岩泉スポーツクラブ（H25.3.1） 

【軽米町】 
軽米雁舞館スポーツクラブ（準備中） 
軽米総合型地域スポーツクラブ（準備中） 

【洋野町】 
洋野スポーツクラブ（H24.2.29） 

【一戸町】 
奥中山高原クラブ（H18.5.1） 
いちのへサンビレッヂクラブ（H20.6.27） 

【田野畑村】 
田野畑村スポーツクラブ（H24.5.31） 

【普代村】 
はまゆりスポーツクラブ（Ｈ22.5.16） 

【野田村】 
野田村悠 YOUスポーツクラブ（準備中） 
 
 



(2)　岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会関係

No. 期　日 事　業　内　容 会　場

1 3月28日（火） 平成28年度岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会総会 ホテルパールシティ盛岡

2 3月6日（月）、28日（火） 平成28年度岩手県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会役員会 アイーナ、ホテルパールシティ盛岡

3 6月17日（金） 平成28年度第1回総合型地域スポーツクラブ運営研修会 葛巻町社会体育館

4 10月28日（金） 平成28年度第2回総合型地域スポーツクラブ運営研修会 岩手県営武道館

5 7月23日（土） 総合型クラブヒューマンエラー防止研修会 岩手大学

(1)　指導者養成講習会

No. 期　日 事　業　内　容 会　場

1 4月14日（木）～15日（金） 平成28年度都道府県指導者育成事業担当者会議 渋谷シダックスホール

2 6月25日(土)～26日(日) 日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習会(春） 岩手大学

3 10月25日（火） 日本体育協会公認スポーツ指導者制度改定に関する説明会 岸記念体育会館

4 10月29日(土)～30日(日) 日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習会(秋) 岩手大学

5 11月26日(土)～27日(日) 日本体育協会公認アシスタントマネジャー養成講習会 岩手県体育協会会館　会議室

6 3月10日（金） 第2回日本体育協会公認スポーツ指導者制度改定に関する説明会 岸記念体育会館

(2)　指導者研修会

No. 期　日 事　業　内　容 会　場

1 6月2日（木）～16日（木） 平成28年度日本体育協会公認スポーツ指導者ライブオンセミナー（日体協事業） 岩手県体育協会会館　会議室

2 7月3日（日） ういてまて！着衣泳講習会【一関市体協主催】 東山B&G海洋センター

3 7月23日（土） ヒューマンエラー防止研修会（日体協事業） 岩手大学学生センターB棟

4 9月24日（土） 平成28年度第1回岩手県スポーツ指導者　研修会（共催事業） 九戸教育会館

5 11月20日（日） 平成28年度第2回岩手県スポーツ指導者　研修会（共催事業） 奥州市文化会館Zホール

6 12月17日（土） 第24回スポーツ医科学セミナー【北上市体協主催】 北上市総合体育館

7 1月21日（土） 平成28年度第3回岩手県スポーツ指導者　研修会（委託事業） アイーナ804会議室

8 1月21日（土） いちのせき健康スポーツ講座①【一関市体協主催】 一関市産業教養文化体育施設

9 1月22日（日） いちのせき健康スポーツ講座②【一関市体協主催】 一関市産業教養文化体育施設

10 1月29日（日） 盛岡市ジュニアスポーツ医・科学セミナー【盛岡市体協主催】 盛岡タカヤアリーナ

11 3月4日（土） ジュニア期における「フィジカルリテラシー」の重要性【盛岡市体協主催】 盛岡市立総合プール

12 3月19日（日） 第4回スポーツ指導者研修会【紫波町体協主催】 紫波町総合体育館

９　岩手県体育協会　スポーツ指導者育成関係事業

  



10　賛助会員
 

（１）賛助会募金状況

14 15 16 17 18 19 20

個人会員 19 55 54 63 75 95 90

法人会員 8 19 28 34 46 78 49

特別会員 0 0 0 0 0 11 12

27 74 82 97 121 184 151

個人会員 180 385 345 380 455 690 525

法人会員 360 300 490 490 580 1,133 685

特別会員 0 0 0 0 0 3,600 3,700

540 685 835 870 1,035 5,423 4,910

21 22 23 24 25 26 27 28

個人会員 78 74 73 225 282 292 213 166

法人会員 44 45 40 47 48 41 48 60

特別会員 12 12 12 11 10 10 11 7

134 131 125 283 340 343 272 233

個人会員 455 435 425 1,245 1,472 1,495 1,145 920

法人会員 530 530 470 550 550 1,470 620 810

特別会員 3,700 3,700 3,700 3,650 3,550 3,550 3,700 1,300

4,685 4,665 4,595 5,445 5,572 6,515 5,465 3,030

（２）推移実績・見込　  (単位：千円)

22 23 24 25 26 27 28 29

4,665 4,595 25,018 5,572 6,515 5,465 3,030 2,000

831 831 616 671 835 314 330 330

7,343 9,040 10,764 31,218 28,651 24,029 14,966 9,782

12,839 14,466 36,398 37,461 36,001 29,808 18,326 12,112

3,799 3,702 5,180 8,810 10,974 14,842 8,544 8,100

9,040 10,764 31,218 28,651 25,027 14,966 9,782 4,012繰　越　金

合　　　計

支　　  出

合　計（人）

※特別会員は９年継続を依頼

科　　　目

その他収入

繰越金収入

募　金　額

募
金
額

合 計（千円）

年　　　度

区分 種　別

人
数

合 計（千円）

年　　　度

年　　度

合　計（人）

区分 種　別

募
金
額

人
数



（１）国民体育大会功労者表彰

（２）公益財団法人日本体育協会　公認スポーツ指導者等表彰

    会　場　TKPガーデンシティ品川　ボールルーム（東京都）

（３）東北総合体育大会功労者表彰

（４）公益財団法人岩手県体育協会栄光賞（平成27年度後期）表彰

①　栄光賞　個人　19名

№ 競技名 区分 氏名 所属 対象大会 成績記録

1 髙橋　佳五 盛岡南高等学校 第9回日本ユース陸上競技選手権大会 走高跳　優勝

2 佐々木　塁 盛岡市立河南中学校
第46回ジュニアオリンピック陸上競技
大会

B男子1500m　優勝

3 水泳 中島　千咲代 JSS青山
第38回全国JOCジュニアオリンピック
カップ　春季水泳競技大会

13～14歳
女子400m自由形　優勝

4 永井　健弘 盛岡市役所
第71回国民体育大会冬季大会スキー競
技会

スペシャルジャンプ
成年男子B　優勝

5 三ヶ田　泰良 盛岡中央高校
第71回国民体育大会冬季大会スキー競
技会

ノルディックコンバインド
少年男子　優勝

ジャンプ男子　ノーマルヒル　3位

ジャンプ男子団体　3位

7 小林　潤志郎 雪印メグミルクスキー部 第87回宮様スキー国際競技大会 ジャンプノーマルヒル男子　優勝

8 ボート 山根　慶大 日本大学 第56回全日本新人選手権大会 男子ダブルスカル　優勝

　国民体育大会功労者表彰

    期　日　平成28年10月1日（土）

    会　場　花巻温泉　ホテル千秋閣（岩手県）

　受賞者　　小　西　征　史 氏（アーチェリー指導員）
　　　　　　諏訪木　秀　夫 氏（山岳上級指導員）
　　　　　　境　井　光　保 氏（水泳コーチ）
　　　　　　中　村　正　志 氏（ソフトテニスコーチ／アシスタントマネジャー）

陸上競技

スキー

11 国民体育大会功労者、岩手県体育協会栄光賞等　表彰事業

　受賞者　　谷　藤　勝　美　氏  （岩手県ハンドボール協会）

6

　平成28年度東北総合体育大会功労者表彰　伝達式　

    期　日　平成28年12月2日（金）

    会　場　サンセール盛岡

　 表彰期日　平成28年6月16日(木）

　 会 　場　 サンセール盛岡

　平成28年度公認スポーツ指導者表彰

    期　日　平成28年12月10日（土）

　　　　　　畠山　晃　氏  （岩手県山岳協会）

小林　陵侑 土屋ホーム
ノルディックジュニア＆U-23世界選手
権大会

　受賞者　　吉田　勝　氏  （岩手県スケート連盟）

選
　
手



9 渡部　知也
公益財団法人岩手県体育協
会

2015/2016ジャパンカップスピードス
ケート競技会　第3戦

男子1500ｍ　優勝
男子マススタートレース　優勝

10 村竹　啓恒
公益財団法人岩手県体育協
会

第71回国民体育大会冬季大会スケート
競技会

ショートトラック
成年男子1000m　優勝

11 熊谷　萌 滝沢市立滝沢第二中学校
平成27年度全国中学校体育大会
第36回全国中学校スケート大会

女子500ｍ　優勝

12
ウェイトリフ
ティング 内村　湧嬉 岩手県立岩谷堂高等学校

第52回全日本社会人ウェイトリフティ
ング選手権大会

62kg級　優勝

13 自転車 照井　拓成 日本大学
第5回アジア・パラサイクリング　自転
車競技選手権大会

男子B　4km個人パーシュート（P）
優勝

14 横手　智江美 御明神牧野農業協同組合
第32回全日本シニアバドミントン選手
権大会

45歳以上女子シングルス　優勝

15 菊池　　敏 奥州市バドミントン協会
第32回全日本シニアバドミントン選手
権大会

60歳以上男子ダブルス　優勝

16 山岳 伊藤　ふたば 盛岡市立松園中学校
アジアユース選手権大会2015マレーシ
ア大会

ユースB
リード　優勝
ボルダリング　優勝

17 八重樫　淳 盛岡南高等学校 第9回日本ユース陸上競技選手権大会
走高跳　優勝
（髙橋佳五選手）

18 戸塚　了子 盛岡市立河南中学校
第46回ジュニアオリンピック陸上競技
大会

B男子1500m　優勝
（佐々木塁選手）

19 山岳 畠山　　晃 岩手県山岳協会
アジアユース選手権大会2015マレーシ
ア大会

ユースC
リード　優勝
ボルダリング　優勝
（伊藤ふたば選手）

（５）公益財団法人岩手県体育協会栄光賞・奨励賞（平成28年度前期）表彰

①　栄光賞　個人　39名

№ 競技 区分 氏名 所属 対象大会 成績記録

1 陸上競技 米沢　茂友樹 東海大学 2016日本学生陸上競技個人選手権大会 男子円盤投　優勝

2 陸上競技 高橋　英輝 富士通
第71回国民体育大会
陸上競技

成年男子10000m競歩　優勝

3 境井　光保 岩手マスターズ水泳協会
日本スポーツマスターズ2016
競泳競技

男子8部
・100mバタフライ　優勝
・200m個人メドレー　優勝

4 小形　原野
公益財団法人盛岡市体育協
会

日本スポーツマスターズ2016
競泳競技

男子2部
・50m自由形　優勝
・100m自由形　優勝

5
上中屋敷　拓

志
仙台大学 第57回全日本新人選手権大会 男子エイト　優勝

6 佐々木　雄也 仙台大学 第57回全日本新人選手権大会 男子エイト　優勝

7 佐藤　翔 日本大学 第43回全日本大学選手権 男子エイト　優勝

8 山根　慶大 日本大学 第43回全日本大学選手権 男子エイト　優勝

9 倉橋　正斗 日本大学 第43回全日本大学選手権 男子舵手付きフォア　優勝

10 菅原　ひかり 岩手県立種市高等学校
平成28年度全日本選抜レスリング選手
権大会

女子フリースタイル55kg級　優勝

11 金澤　勝利 自衛隊体育学校
第64回全日本社会人レスリング選手権
大会

男子フリースタイル125kg級　優勝

第64回全日本社会人レスリング選手権
大会

男子グレコローマンスタイル66kg級　
優勝

第71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66kg
級　優勝

13 大﨑　滉祐 岩手県立種市高等学校
第71回国民体育大会
レスリング競技

少年男子フリースタイル120kg級　優勝

スケート

バドミントン

陸上競技

    期　日　平成28年12月2日（金）

    会　場　サンセール盛岡

川瀬　克祥
公益財団法人岩手県体育協
会

指
導
者

12

選
　
手

選
　
手

レスリング

ボード

水泳



14 千葉　健介 早稲田大学
第62回全日本学生ウエイトリフティン
グ個人選手権大会

男子62kg級　優勝

15 浅沼　幸輝 関東化学(株)
第34回全日本マスターズウエイトリフ
ティング競技選手権大会

M50 77㎏級　優勝

16 紺野　昭紀 江刺寿生会
第34回全日本マスターズウエイトリフ
ティング競技選手権大会

M50 62㎏級　優勝

17 艾　幸太
公益財団法人岩手県スポー
ツ振興事業団

第71回国民体育大会
ウエイトリフティング競技

成年男子56kg級
・クリーン＆ジャーク　優勝
・トータル　優勝

18 内村　湧嬉 岩手県立岩谷堂高等学校
第71回国民体育大会
ウエイトリフティング競技

成年男子62kg級
クリーン＆ジャーク　優勝

19 藤根　俊貴 順天堂大学
第51回全国都道府県対抗自転車競技大
会

成年男子ケイリン　優勝

20 後藤　悠 早稲田大学
第51回全国都道府県対抗自転車競技大
会

男子スプリント　優勝

21 藤田　晃三 ブリヂストンサイクル(株)
日本スポーツマスターズ2016
自転車競技

３部男子３km個人パーシュート　優勝

22
ソフト
テニス

菅野　勝郎
陸前高田市ソフトテニス協
会

第20回全日本シニアソフトテニス選手
権大会

ダブルス男子65　優勝

23
ライフル

射撃
佐々木　千鶴 岩手県警察盛岡西警察署

第71回国民体育大会
ライフル射撃競技

成年女子10ｍエア・ピストル女子40発
競技　優勝

24 剣道 佐々木　敦美 二戸市立福岡中学校 第38回全日本高齢者武道大会 女子個人戦　優勝

25 山岳 伊藤　ふたば 盛岡市立北松園中学校
IFSCクライミング・アジアユース選手
権テヘラン2016

ユースB
・リード　優勝
・ボルダリング　優勝

26 近村　健太 盛岡市役所
平成28年度日本カヌースプリント選手
権大会

男子
・カヤックフォア1000m　優勝
・カヤックフォア500m  優勝
・カヤックフォア200m  優勝

27 中前　いつき 岩手県立不来方高等学校
第71回国民体育大会
カヌー競技

カヌースプリント少年女子
・カヤックシングル500m　優勝
・カヤックシングル200m　優勝

第6回東アジアシニア空手道選手権大会 男子個人組手-84kg級　優勝

第71回国民体育大会
空手道競技

成年男子組手個人戦重量級　優勝

第6回東アジアシニア空手道選手権大会 男子個人形　優勝

第71回国民体育大会
空手道競技

成年男子形個人戦　優勝

30 齋藤　志保 岩手県武術太極拳連盟 第33回全日本武術太極拳選手権大会
自選難度競技部門
・太極拳・女子　優勝
・太極剣・女子　優勝

31 古川　萌華 岩手県武術太極拳連盟 第33回全日本武術太極拳選手権大会

規定競技部門
・長拳Ａ規定套路・女子 優勝
・剣術Ａ規定套路・女子 優勝
・槍術Ａ規定套路・女子 優勝

32 森　冬姫子 岩手県武術太極拳連盟 第33回全日本武術太極拳選手権大会
規定競技部門
ジュニア太極拳２・女子 優勝

33 ボート 五十嵐　誠
岩手県立黒沢尻工業高等学
校

平成28年度全国高等学校総合体育大会
ボート競技大会

男子舵手付きクォドルプル　優勝
(岩手県立黒沢尻工業高等学校)

34 レスリング 濱道　秀人 岩手県立種市高等学校
第71回国民体育大会
レスリング競技

少年男子フリースタイル120kg級　優勝
（大崎　滉祐　選手）

35 山岳 新田　亮一 岩手高等学校
第71回国民体育大会
山岳競技

少年男子リード　優勝
（岩手県）

36
長谷川　まゆ

み
江南義塾盛岡高等学校

第71回国民体育大会
剣道競技

成年女子　優勝
（岩手県）

37 青木　貞志 岩手県立花巻北高等学校
第71回国民体育大会
剣道競技

少年女子　優勝
（岩手県）

38 鈴木　次彦 岩手県警察機動隊
第71回国民体育大会
剣道競技

成年男子　優勝
（岩手県）

28 石塚　将也 盛岡市役所

ツクバ精密29 在本　幸司

剣道

選
　
手

武術太極拳

空手道

カヌー

自転車

ウエイトリフ
ティング

指
導
者



平成28年度全国高等学校総合体育大会
カヌー競技大会

女子総合優勝
（岩手県立不来方高等学校）

平成28年度日本カヌースプリントジュ
ニア選手権大会

女子カヤックフォア200m　優勝
（岩手県カヌー協会）

第71回国民体育大会
カヌー競技

カヌースプリント少年女子
・カヤックシングル500m　優勝
・カヤックシングル200m　優勝
　（中前　いつき選手）

②　栄光賞　団体　12団体

№ 競技 区分 氏名 所属 対象大会 成績記録

川村　透 菅野　裕太

阿部　杏輔 熊谷　佳哉

小原　走

吉田　悠人 泉山　翔太

山田　拓真 南郷　周英

高橋　徹 西川　欣孝

岩手県

佐々木　敦美 大谷　佳代子

古濱　久美子

岩手県

岡崎　千尋 中村　優子

千葉　実央

岩手県

阿部　なるみ 瀬戸　若葉

高𣘺　佑実 及川　杏樹

高野橋　香恋

岩手県

菅野　隆介 古舘　将

小田口　享弘 赤嵜　竜一

下川　祐造

岩手県

山内　響 中島　大智

岩手県

佐々木　慶将 工藤　伸也

藤野　大樹

中島　更紗 小笠原　綾乃

菊池　夏生 北館　知沙

岩手県

武田　智摘 山火　ゆか

浅沼　澪門 浅沼　福徳

叶城　伸 菊池　拓磨

藤村　壱仁 佐々木　翔吾

木村　洋子 佐々木　和子

菅野　栄子 滝村　政子

晴山　節子 上田　葵

浅沼　夏鈴 高橋　みなみ

③　奨励賞　個人　4名

№ 競技 区分 氏名 所属 対象大会 成績記録

1 陸上競技 千葉　春花 萩荘小学校 第32回全国小学生陸上競技交流大会 女子ジャベリックボール投　優勝

2 銃剣道 岩舘　柚乃 紫波銃剣道クラブ
平成28年度全日本少年少女武道(銃剣
道)錬成大会

短剣道　個人試合錬成・小学３・４年
生　優勝

第24回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

普及套路部門
ジュニア太極拳２・男子　優勝

第33回全日本武術太極拳選手権大会
規定競技部門
ジュニア太極拳２・男子　優勝

4 古川　莉世 岩手県武術太極拳連盟
第24回JOCジュニアオリンピックカップ
武術太極拳大会

普及套路部門
ジュニア太極拳１・女子　優勝

カヌー 小野　幸一 岩手県立不来方高等学校

岩手県立黒沢尻工業高等学校

第38回全日本高齢者武道大会

第71回国民体育大会
剣道競技

第71回国民体育大会
山岳競技

10

見前ＳＴＣ

39

1 ボート

3

5

7 山岳

9 カヌー

岩手県カヌー協会
平成28年度日本カヌースプリントジュ
ニア選手権大会

指
導
者

少年女子　優勝

6
第71回国民体育大会
剣道競技

成年男子　優勝

4
第71回国民体育大会
剣道競技

成年女子　優勝

平成28年度全国高等学校体育大会ボー
ト競技大会

男子舵手付きクォドルプル　優勝

2
ソフト
テニス

第22回全日本クラブソフトテニス選手
権大会

男子1位トーナメント　優勝

剣道女子団体戦　優勝

剣道

女子カヤックフォア200m　優勝

少年男子リード　優勝

8
フェン
シング

第71回国民体育大会
フェンシング競技

成年男子フルーレ　優勝

3 樋ノ口　大翔 岩手県武術太極拳連盟

選
　
手

12

岩手県

第71回国民体育大会公開競技
ゲートボール

女子の部　優勝

なぎなた
第71回国民体育大会
なぎなた競技

少年女子演技競技　優勝

11

もんちゃんず

第21回全国ジュニアゲートボール大会 ジュニア男子1部クラス　優勝

武術太極拳

ゲート
ボール

選
　
手



（６）平成２８年度公益財団法人岩手県体育協会功労者表彰

    期　日　平成28年12月2日（金）

    会　場　サンセール盛岡

Ｎｏ． 氏　　　　名 推　薦　団　体 Ｎｏ． 氏　　　　名 推　薦　団　体

1 桃　野　　　清 公益財団法人盛岡市体育協会 1 小　原　　　繁 一般財団法人岩手陸上競技協会

2 上　野　吉　朗 公益財団法人盛岡市体育協会 2 小笠原　　　努 岩手県水泳連盟

3 北　野　和　敏 釜石市体育協会 3 菊　池　眞　博 岩手県テニス協会

4 吉　田　政　賴 一般財団法人宮古市体育協会 4 佐々木　善　朗 岩手県ボート協会

5 菅　原　康　次 一般社団法人一関市体育協会 5 矢　幅　英　吉 岩手県ボクシング連盟

6 松　坂　　　允 一般社団法人一関市体育協会 6 高　橋　哲　夫 岩手県バレーボール協会

7 村　上　　　實 一般財団法人大船渡市体育協会 7 藤　原　牧　子 岩手県体操協会

8 鎌　田　圭　悦 一般財団法人花巻市体育協会 8 宮　野　　　明 一般社団法人岩手県バスケットボール協会

9 及　川　清　人 公益財団法人北上市体育協会 9 児　玉　　　進 岩手県ソフトテニス連盟

10 佐　藤　力　男 一般社団法人奥州市体育協会 10 吉　田　　　勝 岩手県野球協会

11 菊　池　　　康 遠野市体育協会 11 山　澤　順　三 岩手県相撲連盟

12 竹　田　眞　二 一般財団法人岩手町体育協会 12 糸　井　彰　一 岩手県柔道連盟

13 阿　部　榮　子 特定非営利活動法人矢巾町体育協会 13 立　花　多加志 岩手県ソフトボール協会

14 髙　橋　　　満 金ヶ崎町体育協会 14 西　舘　正　治 岩手県山岳協会

15 道　又　　　悟 山田町体育協会 15 佐々木　君　夫 岩手県アーチェリー協会

16 八重樫　勇　八 岩泉町体育協会 16 武　田　礼　治 岩手県ボウリング連盟

17 荒　澤　作　郎 軽米町体育協会 17 菊　池　敏　昭 岩手県合気道連盟

18 櫻　庭　豊太郎 九戸村体育協会 18 小　綿　節　子 岩手県武術太極拳連盟

19 佐々木　　　篤 岩手県中学校体育連盟

20 川　口　仁　志 公益財団法人岩手県体育協会

市町村体育協会　18名 競技団体等　20名



　（１）国民体育大会参加者傷害補償制度 和歌山 冬岩手

加 入 者 数 人 1,035 181

事 故 件 数 件

　（２）スポーツ安全保険

加 入 者 数 人

事 故 件 数 1,597 件

90 件

人口 人口

H29/3/1現在 団体数 加入者数 加入率 H29/3/1現在 団体数 加入者数 加入率

盛 岡 市 296,158 736 26,627 8.99% 矢 巾 町 27,819 64 2,237 8.04%

宮 古 市 55,586 124 4,843 8.71% 西 和 賀 町 5,685 21 455 8.00%

大 船 渡 市 37,351 111 3,146 8.42% 金 ケ 崎 町 15,709 41 1,056 6.72%

花 巻 市 96,420 263 6,931 7.19% 平 泉 町 7,750 24 713 9.20%

北 上 市 93,089 218 6,924 7.44% 住 田 町 5,608 22 454 8.10%

久 慈 市 34,978 90 2,781 7.95% 大 槌 町 11,601 26 627 5.40%

遠 野 市 27,446 94 3,446 12.56% 山 田 町 15,487 42 861 5.56%

一 関 市 119,386 345 9,075 7.60% 岩 泉 町 9,560 34 948 9.92%

陸前高田市 19,367 48 1,538 7.94% 田 野 畑 村 3,408 12 388 11.38%

釜 石 市 36,140 104 2,313 6.40% 普 代 村 2,746 6 195 7.10%

二 戸 市 26,982 66 1,788 6.63% 軽 米 町 9,060 19 483 5.33%

八 幡 平 市 25,657 78 2,731 10.64% 野 田 村 4,088 9 367 8.98%

奥 州 市 117,839 313 8,746 7.42% 九 戸 村 5,736 24 807 14.07%

滝 沢 市 55,579 107 3,889 7.00% 洋 野 町 16,254 60 1,434 8.82%

雫 石 町 16,645 59 1,440 8.65% 一 戸 町 12,482 29 893 7.15%

葛 巻 町 6,085 27 648 10.65%

岩 手 町 13,345 36 712 5.34%

紫 波 町 32,389 89 2,465 7.61%

　　　　加盟団体、県内小・中学校、県内高等学校、県教育委員会、市町村体育協会、市町村教育委員会、

12　広報活動事業

　（１）県体協広報誌「体協いわて」の発行

　　　ア　発行回数　2回（79・80号）

　　　イ　発行部数　79号 2,000部　80号　1,800部

　　　ウ　配布先

市町村加入者・加入率  ＝
加入者数

人口数

        各教育事務所、各都道府県体育協会、賛助会員、その他関係機関・団体

　（２）ホームページの更新

　　　　県体育協会の概要、国体等での活躍の様子、栄光賞等受賞者などの紹介を通じて県体育協会の

        活動状況の周知を図った。

13　安全対策推進事業

1,117

6

101,961

傷    害

賠償責任

市 町 村 名
２８年度加入数

市 町 村 名
２８年度加入数

合      計 1,263,435 3,341 101,961 8.07%



14　会議等

(1)　評議員会

会　　議　　名 期　　日 会　　場

平成28年度定時評議員会 平成28年6月16日 サンセール盛岡

(2)　理事会

会　　議　　名 期　　日 会　　場

平成28年度第１回理事会 平成28年5月25日 県体育協会会館

平成28年度第２回理事会 平成28年6月16日 サンセール盛岡

平成28年度第３回理事会 平成28年10月28日 県体育協会会館

平成28年度第４回理事会 平成29年3月16日 県体育協会会館

(3)　その他

会　　議　　名 期　　日 会　　場

平成28年度加盟団体事務局長会議 平成28年4月13日 東京都

第１回東北体育協会連合会総会 平成28年5月12日 福島県

平成28年度都道府県体育協会連合会総会 東京都

平成28年度日本体育協会第１回評議員会 東京都

第２回東北体育協会連合会総会 平成28年11月8日 秋田県

平成28年度都道府県体育協会連合会事務局職員研修会 平成28年12月2日～4日 愛媛県

平成28年6月24日




