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青　島　純　夫 青　山　俊　夫 明　石　一　雄 浅　田　て津子 浅　野　俊　二 浅　野　晟　ニ

麻　生　　　敬 穴　澤　康　孝 安　倍　正　弘 荒　井　　　務 池　田　典　義 池　永　憲　一

池　畑　邦　彦 石　井　　　宏 石　塚　拓　雄 石　原　春　男 石　渡　一　義 井　出　ひろみ

岩　下　義　正 牛　島　秀　保 碓　井　　　進 枝　迫　興一郎 遠　藤　晃　弘 遠　藤　五　夫

遠　藤　友　啓 大河原　正　生 大　津　通　信 鴻　　　義　久 大　野　　　徹 岡　田　喜久雄

岡　本　　　進 岡　本　仁　志 小此木　雪　枝 小　野　　　力 貝　道　和　昭 笠　井　一　栄

笠　井　達　夫 笠　野　順　一 勝　又　敬　夫 加　藤　清　和 金　児　忠　枝 金　子　義　明

鴨志田　　　誠 河　原　　　智 橘　髙　靖　子 日　下　啓　二 具志堅　幸　司 倉　又　明　美

栗　原　英　昭 兒　玉　國　利 小　林　三　郎 小　林　英　雄 駒　形　芳　彦 近　藤　晶　一

齋　藤　幸　次 齋　藤　雅　裕 齋　藤　眞佐代 斉　藤　義　晴 坂　田　安太郎 坂　本　紀　典

佐　藤　　　曻 佐　藤　通　子 佐　野　和　夫 佐　野　　　博 澤　部　哲　矢 志　井　憲　一

塩　谷　和　雄 島　田　由　明 嶋　村　　　公 新　木　康　稔 進　藤　隆　博 神　　　穂　積

須　貝　謙　治 菅　﨑　誠　司 杉　田　　　博 杉　山　義　祥 須　坂　春　樹 鈴　木　勝　之

鈴　木　孝　雄 鈴　木　　　一 須　田　幸　彦 清　田　一　正 関　口　美惠子 関　根　晴　夫

泉　水　孝　子 曽　根　秀　敏 高　尾　良　英 高　木　行　美 髙　橋　勝　美 高　橋　憲　司

高　橋　　　悟 高　橋　　　茂 武　井　英　雄 武　田　悦　夫 城　　　啓　二 田　中　國　義

田　中　靖　和 田　原　兼　義 田　村　秀　三 田　村　義　男 茅　野　英　一 土　屋　清　敬

露　木　重　雄 冨　田　　　健 永　島　　　猛 中　西　　　剛 永　野　　　勇 仲　野　　　巽

夏　苅　静　男 新　倉　賢　一 西　谷　　　賢 野　口　隆　史 野　田　ひろみ 橋　本　　　茂

長谷川　　　勇 花　村　　　聡 濵　野　修　司 林　　　良　雄 原　　　義　明 半　田　真一郎

樋　川　芳　雄 日比野　幹　生 平　野　智　子 廣　田　眞　作 藤　井　清　一 藤　木　幸　太

藤　本　司　郎 藤　原　典　子 不　破　伸　二 堀　川　博　美 増　田　大　吾 松　井　哲　三

松　浦　一　司 松　﨑　勝　美 松　藤　廣　幸 松　本　益　雄 丸　山　　　隆 三　浦　幸　宏

水　島　彰　治 三　塚　康　雄 皆　川　敏　明 宮　武　俊　弘 茂　木　正　彦 本　木　幹　雄

籾　山　昭　二 百　瀬　　　賢 森　下　忠　衛 森　田　文　幸 諸　井　三　義 安　田　俊　玄

安　田　輝　子 山　内　宏　俊 山　上　義　明 山　口　宇　宙 山　田　悠　一 山　室　ひとし

山　本　隆　義 吉　岡　利　忠 吉　田　　　尚 吉　田　信　男 吉　田　宗　紀 吉　松　　　徹

（五十音順・敬称略）

神奈川県レスリング協会 愛川町体育協会 一般社団法人神奈川県サッカー協会

神奈川県スケート連盟 神奈川県カヌー協会

神奈川県中学校体育連盟 一般財団法人神奈川陸上競技協会 神奈川県なぎなた連盟

神奈川県ソフトテニス連盟 神奈川県ボウリング連盟 公益財団法人川崎市スポーツ協会

湯河原町体育協会 横須賀市体育協会 神奈川県テニス協会

神奈川県体操協会 神奈川県野球連盟

公益財団法人小田原市体育協会 神奈川県ハンドボール協会 神奈川県弓道連盟

神奈川県卓球協会 神奈川県ラグビーフットボール協会 公益財団法人神奈川県スキー連盟

神奈川県剣道連盟 神奈川県グラウンド・ゴルフ協会 鎌倉市体育協会

（平成２９年３月３１日現在）　 会長　　鴻　　義久　

神奈川県セーリング連盟

一般社団法人神奈川県バスケットボール協会

平成28年度(公財)神奈川県体育協会の事業推進に、ご支援いただきました個人・団体・企業の方々を紹介いたします。

ここに厚くお礼申し上げ、今後ともご支援くださいますようお願い申し上げます。

【賛助会：個人会員】

【賛助会：団体会員－加盟団体】

ご協力ありがとうございます！
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公益財団法人横浜市体育協会 藤沢市体育協会 箱根町体育協会

神奈川県高等学校体育連盟 開成町体育協会 神奈川県柔道連盟

神奈川県ダンススポーツ連盟 一般社団法人神奈川県水泳連盟 神奈川県バドミントン協会

神奈川県アーチェリー協会 神奈川県空手道連盟 神奈川県山岳連盟

神奈川県銃剣道連盟 神奈川県アイスホッケー連盟 神奈川県ソフトボール協会

公益財団法人秦野市スポーツ協会 （順不同・敬称略）　

稲岡ハウジング株式会社 公益社団法人神奈川県病院協会

戸塚共立リハビリテーション病院 横浜市柔道協会 神奈川電設株式会社

相模原市水泳協会 大和市柔道協会 横浜市ラグビーフットボール協会

箱根温泉供給株式会社

さがみ信用金庫 植木会計事務所 株式会社安藤スポーツ

一般社団法人日本シティスポーツ協会 かながわ信用金庫 株式会社葉山国際カンツリー倶楽部

相鉄ホールディングス株式会社 株式会社ＫＴグループ 神奈川県弓道振興後援会

横浜駅西口振興協議会 名鉄観光サービス株式会社

藤沢市ダンススポーツ連盟 株式会社宮山　宮山スポーツプラザ

神奈川県信用保証協会 神奈川県少年野球連盟学童部

横浜港木材倉庫株式会社 医療法人　横浜柏堤会

相模原市ダンススポーツ連盟 川本工業株式会社 株式会社相模原ゴルフクラブ

株式会社Ｔ・Ｅ・Ａ （順不同・敬称略）　

【ゴルファー募金協力ゴルフ場】

厚木国際カントリー俱楽部 磯子カンツリークラブ 戸塚カントリー倶楽部

葉山国際カンツリー倶楽部 程ヶ谷カントリー倶楽部 横浜カントリークラブ

相模原ゴルフクラブ 伊勢原カントリークラブ 大秦野カントリークラブ

芙蓉カントリー俱楽部 湯河原カンツリー倶楽部 鎌倉カントリークラブ

【スポーツ振興推進費付き自動販売機設置事業協力企業・団体】

株式会社ハリマビステム 丹沢荘

【広告協賛企業・団体】

スポーツ安全協会神奈川県支部

プロジェクトジャパン株式会社

（順不同・敬称略）　

東京海上日動火災保険株式会社
株式会社JTBコーポレートセールス
　　　　　  神奈川スポーツデスク

横浜銀行　横浜駅前支店

公益財団法人
　 神奈川産業振興センター

学校法人三幸学園
　横浜リゾート＆スポーツ専門学校

大塚製薬株式会社 ミズノ株式会社
コカ・コーライーストジャパン
　　　　　　　　　　　株式会社

【特別協賛企業・団体】

株式会社ハリマビステム 株式会社アイネット 藤木企業株式会社

神谷コーポレーション株式会社 株式会社テレビ神奈川
一般財団法人
　　　　神奈川県教育福祉振興会

湘南地区柔道協会

一般財団法人神奈川県私立中学高等学校協会

公益社団法人神奈川県柔道整復師会

神奈川県・山梨県東部トレイル連絡協議会

【競技力向上対策事業支援団体】

国家公務員共済組合連合会
　　　　　　　横浜南共済病院

神奈川工科大学
戸塚共立メディカルグループ
　　　　　　医療法人横浜柏堤会

【賛助会：団体会員－企業・団体】

株式会社協進印刷

横浜信用金庫 川崎市ダンススポーツ連盟

ｂ 

 

 昨年４月に発生した熊本地震の被災地への義援金募集につきましては、本会役員、評議

員、加盟団体、関係各機関の皆様からあたたかいお志をいただき、次の金額を熊本県へ送

金させていただきました。ありがとうございました。 

総 額  ３，９５９，８１８ 円 

これからも被災地の方々を心に留めて復興を応援していきましょう！ 

 

平成２９年度賛助会員・特別協賛の募集について～個人・団体・法人様向け 

 

神奈川県体育協会の事業（競技力向上、スポーツ教室の開催、スポーツ少年団の育成、

いじめ防止啓発などの社会貢献活動等）推進にご協力をお願いします。皆さまのご支援を

お待ちしております。 

【賛助会員】 個人会員         １口   ５，０００円から 

企業・団体会員     １口  １０，０００円から 

【特別協賛】 企業・団体       １口 １００，０００円から 

☆賛助会員・特別協賛とも、１口以上からのお申し込みになります。 

～特典～ 

☆賛助会費・特別協賛金は公益目的事業費に活用いたしますので、税制優遇制度が適用

されます。 

☆機関誌「スポーツ神奈川」と神奈川県体育協会ホームページにお名前を紹介させてい

ただきます。 

☆国民体育大会の神奈川県選手団結団式へご招待し、ご紹介させていただきます。 

☆「神奈川県体育協会章」（バッヂ）を進呈いたします。 

 

「スポーツ神奈川」・県体協事務局用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）・封筒のセット広告 A４サイズ ９０，０００円 

    スポーツ神奈川（年２号発行）・封筒のセット広告 A５サイズ ７０，０００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 

    県体協事務局用封筒のみの広告         名刺サイズ ７０，０００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 

                         

熊本地震義援金ご協力のお礼 




