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訃 報 

  

   永年にわたり、本県スポーツ界の発展、振興に寄与されましたご功績を称え、 

  ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

  大井勇太郎 氏  神奈川県なぎなた連盟 会長 

             平成 29 年６月 22 日 ご逝去（享年 78） 

  森田 之雄 氏  公益財団法人相模原市体育協会 会長 

特定非営利活動法人相模原市サッカー協会 会長 

             平成 29 年 10 月８日 ご逝去（享年 82） 

 

 

編集後記 

 

スポーツ神奈川 90 号をお届けいたします。 

本号は、第 72 回国民体育大会の総評と成績一覧、そして選手団解団式・表彰式

を掲載しております。本県選手団の活躍で、天皇杯は５位、皇后杯は７位を獲得

しました。 

競技力向上委員会では、次回国体成績を更なる高みを目指し、頑張っておりま

す。 

また、神奈川県中学校体育連盟と神奈川県高等学校体育連盟の平成 29 年度各種

大会報告、神奈川県スポーツ少年団からの活動報告を掲載しております。 

総合型地域スポーツクラブが、神奈川県内に平成 29 年 10 月現在で 92 を数え、

拠点を地図で紹介しております。 

そして、平成 29 年度に叙勲を受章、文部科学省生涯スポーツ功労者等々を受賞

された皆様の氏名・団体名を掲載しております。誠におめでとうございました。 

終わりに、当協会の各種事業の運営及び小誌の発行にあたり、多くの個人・団

体・企業からご支援を頂いております。心から御礼申し上げます。 

 

広報委員会 委員長 関口美惠子 

平成 29 年度 広報委員会 

委 員 長 関口美惠子 

委  員 川上  宏  鈴木  満 

     細川  諭  久保 風悟 

スポーツ神奈川 №90 平成 29 年 12 月発行 

発 行 所 横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1 

      公益財団法人神奈川県体育協会 

編集発行人 小野  力 

印 刷 所 株式会社協進印刷 

日常生活でもフェアプレー いじめ防止啓発ポスター完成報告 

 いじめ防止啓発ポスターは、平成１９年の取り組みから今年で１１年を

迎えました。このポスターは、県内の学校、病院、警察署、交番、県の各

施設、各鉄道の主要駅、県内を走行するバス等、約１３００余りの機関に

掲示のご協力をいただいております。 

 今年のポスターは、２０１８年２月の韓国の平昌で開催される「第２３

回オリンピック冬季競技会平昌大会」スピードスケート競技に出場が有望

な神奈川県の選手たちをモデルにお願いしました。 

 選手たちのますますの活躍とオリンピック出場を期待して応援していき

ましょう。 

＜モデル選手紹介＞ 
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暴力行為・コンプライアンス相談窓口 

神奈川県体育協会では、スポーツ界における暴力行為等の根絶に向けて、暴力行為・コンプライアンス相

談窓口を開設し、各種ご相談やお問い合わせを受け付けております。 

◆相談窓口ホットライン  ☎０４５－３１４－００１０（直通）

電話相談受付日時：毎週 火曜・金曜 ９時から１６時３０分まで（祝日及び本会休業日に

あたる場合は除く）

◆電子メール受付： soum.kikaku.kanagawaken@japan-sports.or.jp

◆ファクス受付： ０４５－３１１－０６３７

（電子メール、ＦＡＸ及び書面での相談は常時受付） 

◆相談窓口の利用対象者：本会加盟団体・神奈川県スポーツ少年団・神奈川県総合型地域

スポーツクラブネットワーク加盟クラブの登録者及び関係者、本会及び加盟団体役職員

◆相談内容の範囲

○身体的・精神的暴力行為等に関すること

○身体的・精神的セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントに関すること

○ドーピング防止及び薬物乱用に関すること

○不適切な経理処理及び不正行為に関すること

○その他、法令違反に関すること

「スポーツ神奈川」・「体協要覧」・封筒への広告募集について～団体・法人様向け 

神奈川県体育協会の機関誌「スポーツ神奈川」と事務局で使用している封筒へ広告を掲載させていただきま

す。 

【年額】スポーツ神奈川（年２号発行）・体協要覧・封筒セットの広告 Ａ４サイズ→ １００，０００円 

スポーツ神奈川（年２号発行）・体協要覧セットの広告    Ａ４サイズ→ ７０，０００円 

スポーツ神奈川（年２号発行）・体協要覧セットの広告    Ａ５サイズ→ ５０，０００円 

スポーツ神奈川（年２号発行）の広告            Ａ４サイズ→ ４０，０００円 

スポーツ神奈川（年２号発行）の広告            Ａ５サイズ→ ２０，０００円 

公益財団法人日本体育協会国民スポーツ推進キャンペーン Sports for all 推進費付き自動販売機設置

事業にご協力をお願いします。（売上の一部がスポーツ振興に役立てられます。） 

☆各種協賛・広告・会員制度のお問い合わせは神奈川県体育協会 総務課まで☆

☎０４５－３１１－０６５３（代表） Ｅメール soum.kikaku.kanagawaken@japan-sports.or.jp

齋藤仁美選手、齋藤慧選手は、平昌

オリンピック代表に選ばれました！

フェアプレー
日常生

活でも「いじめ」
は、フェアプレーの精神

に反する卑怯
な行為

です
。

岩佐　 暖 選手

小黒 義明 選手
　1990年8月18日生まれ。神奈川県相模原市出身。神奈川県立相模原総合高等
学校を経て、神奈川大学人間科学部人間科学科卒業。三菱電機株式会社所属。
　2010年世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会総合８
位。2011/2011シーズンから６年連続ISU ワールドカップに出場。2011年名
古屋大会では5000m第３位。第25回ユニバシアード冬季競技大会（2011/エ
ルズルム）出場。2014年３月世界ショートトラックスピード選手権大会出場。

　1995年12月18日生まれ。東京都町田市出身。東京都立町田
総合高等学校を経て、神奈川大学人間科学部人間科学科在学中。
　2012年世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権
大会を皮切りに４年連続出場。2013年ワルシャワ大会、2014年エ
ルズルム大会では3000ｍＲ第３位。2015年大阪大会では1500
ｍ準優勝。2014/2015シーズンから３年連続ISU ワールドカップ
に出場。2016年ドレスデン大会では1000m 第４位。第27回ユニ
バシアード冬季競技大会（2015/グラナダ）1000m第８位。

齋藤 仁美 選手 Hitomi  Saito

Kei  Saito

　1990年7月9日生まれ。神奈川県相模原市出身。神奈川県立麻溝台高等学
校を経て、神奈川大学人間科学部人間科学科卒業。株式会社オーエンス所属。
　2009年、2010年世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大
会連続出場。2010/2011シーズンから７年連続ISU ワールドカップに出場。第
25回ユニバシアード冬季競技大会（2011/エルズルム）3000ｍＲ第４位。
2017年２月冬季アジア競技大会3000mR第４位。2017年３月世界ショートト
ラックスピードスケート選手権大会3000mR第３位。

Yoshiaki  Oguro

齋藤　 慧 選手
　1996年2月20日生まれ。神奈川県相模原市出身。光明学園相
模原高等学校を経て、神奈川大学人間科学部人間科学科在学中。
　2012年１月第１回ユースオリンピック冬季競技大会1000ｍ第
４位、500ｍ第５位。2012年世界ジュニアショートトラックスピード
スケート選手権大会を皮切りに４年連続出場。2013年ワルシャワ
大会、2014年エルズルム大会では3000ｍＲ第３位。第28回ユニ
バシアード冬季競技大会（2017/アルマティ）3000mR第４位。

Dan  Iwasa

〒221- 0855 横浜市神奈川区
三ツ沢西町3- 1 県立スポーツ会館内
T E L .045- 311- 0653（代）
FAX.045- 311- 0637

公益財団法人 神奈川県体育協会
http://www.sports-kanagawa.com
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