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　第77回国民体育大会は、冬季大会のスケート競技
会、アイスホッケー競技会が栃木県日光市、スキー競
技会が秋田県鹿角市で開催されました。
　冬季大会のスケート競技・アイスホッケー競技・ス
キー競技は計25種目で入賞し、冬季大会終了時で男女
総合成績12位、124.0点でのスタートとなりました。
　本大会は新型コロナウイルスの感染対策を講じなが
ら3年振りに栃木県で開催され、34競技、364人の選
手団を編成し、男女総合成績10位台を目標に臨みま
した。
　会期前実施競技では水泳競技、体操競技、ビーチバ
レーボール競技、弓道競技が行われ、水泳競技では
少年女子高飛込みでの2位入賞を含めた8種目が入賞。
弓道競技少年女子遠的、近的が2位入賞を果たすなど、
計10種目が入賞しました。
　10月1日（土）に栃木県宇都宮市のカンセキスタジア
ムとちぎで開会式が開催され、群馬県選手団現地激励
会では、遠藤団長、坂田県地域創生部スポーツ局局
長、星名県議会議長の激励をいただき、入場行進では、
24人の選手団が颯爽と行進しました。
　前半競技では、空手道競技成年女子の形2位入賞を
含めた2種目が入賞。レスリング競技では女子フリー
スタイルでの2位を含めた8種目が入賞。団体競技で
あるボート競技少年女子ダブルスカル3位入賞を含
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め、計11種目が入賞しました。
　後半競技では、個人競技で、ボウリング少年女子、
陸上競技男子走り幅跳び全種別で優勝など、33種目
で入賞しました。団体競技ではソフトボール競技成年
女子、ボウリング競技少年女子の優勝を含め、12種
目で入賞し、前半・後半合わせて計56種目で入賞を
果たしました。
　全日程を終えた結果、本大会では男女総合成績22
位916.0点、女子総合成績17位620.0点となり、冬季
大会も含めた第77回国民体育大会では、男女総合成
績22位1040.0点、女子総合成績16位665.0点となり
ました。前回の74回大会の結果と比べ、男女総合成
績は順位を16位上げ250.5点増、女子総合成績も順位
を5位上げ81.5点増となりました。
　今回の結果をスタートと捉え、7年後の本県で開催
される国民スポーツ大会に向けてさらなる競技力向上
に努めていかなければなりません。
　今後は更にジュニア層を強化し、それをいかに成年
までつなげていくかが強化の課題となります。
　また、優れた指導者の育成・確保や各種強化事業に
おいて各競技団体との連携を一層強化していく必要が
あります。
　来年こそは本県の目標である男女総合成績10位台
を獲得したいと思います。

男女総合成績（天皇杯）
22位

女子総合成績（皇后杯）
16位
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群馬県選手団成績群馬県選手団成績
1　本大会の各競技成績

男女総合成績（天皇杯） 女子総合成績（皇后杯）
順位 得点 順位 得点

陸上競技 9位 79.0点 30位 23.0点
水泳競技 23位 43.0点 16位 34.0点
ボート競技 21位 28.0点 13位 28.0点
ボクシング競技 29位 15.0点 9位 10.0点
レスリング競技 14位 40.5点 5位 17.0点
ウエイトリフティング競技 20位 45.0点 3位 38.0点
ハンドボール競技 17位 22.5点 15位 10.0点
自転車競技 25位 19.0点 19位 10.0点
ソフトテニス競技 1位 90.0点 4位 45.0点
軟式野球競技 5位 42.0点 -
ソフトボール競技 5位 74.0点 2位 74.0点
弓道競技 6位 52.0点 3位 52.0点
ライフル射撃競技 35位 14.0点 23位 13.0点

男女総合成績（天皇杯） 女子総合成績（皇后杯）
順位 得点 順位 得点

カヌー競技 36位 20.0点 36位 10.0点
アーチェリー競技 9位 31.0点 16位 10.0点
空手道競技 16位 22.0点 2位 22.0点
ボウリング競技 1位 79.0点 3位 44.0点

サッカー、テニス、ホッケー、バレーボール、体操、バスケットボール、セー
リング、卓球、馬術、フェンシング、柔道、バドミントン、剣道、ラグビーフッ
トボール、山岳、なぎなた、ゴルフ、トライアスロン、相撲、銃剣道の各競
技は参加点のみ

本大会における都道府県別成績
男女総合成績（天皇杯） 22位　　916.0点
女子総合成績（皇后杯） 17位　　620.0点

ソフトボール　成年女子　優勝（ビックカメラと太陽誘電） ソフトテニス　男女総合　優勝（成年男子2位　成年女子2位　少年男子7位）

ボウリング　少年女子　優勝
渡辺 希哩（市立前橋高2）

ボウリング　少年女子　2人チーム戦　優勝
渡辺 希哩（市立前橋高2）　近藤 眞桜（市立太田高2）

ボウリング　成年男子　2位
宮澤 拓哉（パークレーン高崎）

少年男子B110mH　2位　
　橋本 悠（東京農大二高1年）
成年男子100m　優勝
　柳田 大輝（東洋大1年）
少年男子B走幅跳　優勝
　柳田 聖大（東京農大二高1年）
少年男子Aやり投げ出場
　金子 拳士（桐生一高2年）
少年女子B100mH　3位
　横山 涼葉（共愛学園高1年）
少年女子A100mH　4位
　恩田 未来（共愛学園高3年）

水泳
少年女子　高飛込　2位　乗松 飛羽（健大高崎高2）
成年女子　飛板飛込　3位　近藤 花菜（前橋国際大3）

空手道　成年女子　形　2位
清水 那月（I&Dホールディングス）

水泳　少年女子共通　400m自由形　3位
青木 虹光（明和県央高2）

ウエイトリフティング　女子　71kg級
クリーン&ジャーク　3位
阿部 美幸（金沢学院大4）

男女総合成績（天皇杯）　22位 1040点男女総合成績（天皇杯）　22位 1040点
女子総合成績（皇后杯）　16位 655点女子総合成績（皇后杯）　16位 655点

弓道　団体　少年女子　遠的　2位　　近的　2位
西山 愛真（市立前橋高3）・加藤 ほの美（前橋育英高3）・髙梨 佳奈（市立前橋高3）

2　冬季大会の成績
男女総合成績（天皇杯） 女子総合成績（皇后杯）
順位 得点 順位 得点

スケート競技 7位 89.0点 13位 33.0点
アイスホッケー競技 11位 10.0点
スキー競技 10位 25.0点 17位 12.0点

冬季大会における都道府県別成績
男女総合成績（天皇杯） 12位　　124.0点
女子総合成績（皇后杯） 15位　　 45.0点

少年男子A300mH　6位
　柳田 聖人（東京農大二高3年）
少年男子A走幅跳　優勝
　中村 大空（東京農大二高3年）
成年女子100m出場
　田中 きよの（駿河台大3年）
少年女子A砲丸投出場
　原　 志織（樹徳高3年）
少年男子B円盤投出場
　入船 太一（桐生一高1年）
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順位 競技名 種別 種目 氏名 所属 記録 得点

1

陸上 成年男子 100m 栁田　大輝 東洋大1 10秒30 8
陸上 成年男子 走幅跳 小田　大樹 ヤマダホールディングス 7m80 8
陸上 少年男子A 走幅跳 中村　大空 東京農大二高3 7m56 8
陸上 少年男子B 走幅跳 栁田　聖大 東京農大二高1 7m13 8
ボウリング 少年女子 渡辺　希哩 市立前橋高2 1710点 8

2

陸上 少年男子B 110mH 橋本　　悠 東京農大二高1 14秒11 7
水泳（飛込） 少年女子 高飛込 乗松　飛羽 健大高崎高2 261.40点 7
レスリング 女子 フリースタイル53kg級 下野　佑実 育英大4 7
自転車 成年男子 個人ロード・レース 中里　　仁 前橋市役所 2時間54分43秒 7
空手道 成年女子 形 清水　那月 1&Dホールディングス 7
ボウリング 成年男子 宮澤　拓哉 パークレーン高崎 1945点 ※6.5

3

水泳（競泳） 少年女子共通 400m自由形 青木　虹光 明和県央高2 4分15秒11 6
水泳（飛込） 成年女子 飛板飛込 近藤　花菜 前橋国際大3 302.40点 6

レスリング 少年男子 グレコローマンスタ
イル80kg級 和田滉二郎 館林高2 5.5

レスリング 少年男子 フリースタイル
71kg級 上村　朋也 館林高3 5.5

ウエイトリフティング 女子 71kg級クリーン&
ジャーク 阿部　美幸 金沢学院大4 114kg 6

ボウリング 少年男子 須田風海音 伊勢崎市立殖蓮中3 1852点 6

4

陸上 成年女子 300m 岩田　優奈 スズキアスリートクラブ 38秒13 5

陸上 男女混合 4×400mR 原田・岩田・
柴山・小渕 3分24秒29 5

ウエイトリフティング 女子 55kg級クリーン
&ジャーク 原　　沙織 早稲田大4 101kg 5

空手道 成年女子 組手 關塚　佳代 大正大3 5

5

陸上 少年女子A 110mH 恩田　未来 共愛学園高3 13秒88 4
水泳（競泳） 成年男子 100mバタフライ 田中　大貴 イトマン東進 52秒36 4
水泳（競泳） 少年男子A 200mバタフライ 武　　快飛 前橋育英高3 1分59秒52 4
ボクシング 成年男子 フライ級 岡部慎太郎 日本体育大学3 2.5
ボクシング 成年男子 ライト級 渡辺　龍大 中央大学4 2.5

レスリング 成年男子 フリースタイル
57kg級 寺田　有輝 群馬県警 2.5

レスリング 成年男子 グレコローマンスタ
イル72kg級 坂上　拓瑠 日本体育大学2 2.5

レスリング 少年男子 グレコローマンスタ
イル92kg級 早川　海己 市立太田高3 2.5

レスリング 少年男子 フリースタイル55kg級 坂庭　　圭 市立太田高3 2.5
レスリング 少年男子 フリースタイル125kg級 大谷　　丈 前橋西高3 2.5
ウエイトリフティング 女子 59kg級スナッチ 原　　志歩 早稲田大2 82kg 4

ウエイトリフティング 女子 59kg級クリーン&
ジャーク 原　　志歩 早稲田大2 104kg 4

ウエイトリフティング 少年男子 +102kg級スナッチ 小林　　巧 藤岡工業高3 105kg 4

6

陸上 少年男子A 300m 原田　真聡 東京農大二高3 33秒78 3
陸上 少年男子A 300mH 栁田　聖大 東京農大二高3 37秒91 3
陸上 少年男子A 棒高跳 原口顕次朗 前橋育英高2 4m80 3
陸上 少年女子B 100mH 横山　涼葉 共愛学園高1 13秒95 3
陸上 少年男子共通 走高跳 佐藤　卓己 市立前橋高2 2m06 3
水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 乗松　飛羽 健大高崎高2 223.10点 3
ウエイトリフティング 女子 49kg級スナッチ 岡田　夏美 金沢学院大学3 72kg 3

ウエイトリフティング 女子 49kg級クリーン&
ジャーク 岡田　夏美 金沢学院大学3 87kg 3

ウエイトリフティング 女子 55kg級スナッチ 原　　沙織 早稲田大4 78kg 3

ウエイトリフティング 少年男子 +102kg級クリーン&
ジャーク 小林　　巧 藤岡工業高3 129kg 3

ライフル射撃 成年女子 AR60PRW 吉田　寧然 ドーベルマンセキュリティ 626.6点 3

7

水泳（飛込） 成年女子 高飛込 近藤　花菜 前橋国際大3 258.85点 2

自転車 成年男子 個人ロード・レース 金子　宗平 東京大大学院2 2時間54
分46秒 2

ボウリング 少年女子 近藤　眞桜 市立太田高2 1611点 2

8
水泳（競泳） 成年男子 100m背泳ぎ 三浦　玲央 筑波大3 55秒38 1
陸上 女子 棒高跳 今井　葉月 樹徳高校2 3m80 1
ライフル射撃 成年男子 FR20K 中村　優汰 新進 186点 1

※同率順位のため、得点を案分
個人種目得点合計 220.0 点
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個人種目

順位 競技名 種別 チ　　　ー　　　ム　　　名　（　選　手　名　） 得点

1
ソフトボール 成年女子

群　馬　選　抜

64

濱村ゆかり （株）ビックカメラ 我妻　悠香 （株）ビックカメラ
内藤　実穂 （株）ビックカメラ 市口　侑果 （株）ビックカメラ
工藤　環奈 （株）ビックカメラ 炭谷　遥香 （株）ビックカメラ
松本　怜奈 （株）ビックカメラ 原田のどか 太陽誘電（株）
中溝　優生 太陽誘電（株） 勝股　美咲 （株）ビックカメラ
寺田　愛友 太陽誘電（株） 上林　藍子 太陽誘電（株）
藤本　　麗 （株）ビックカメラ

ボウリング 少年女子
（2人チーム戦）

群　馬　選　抜 24渡辺　希哩 市立前橋高2 近藤　眞桜 市立太田高2

2

ソフトテニス

成年男子

群　馬　選　抜

35草野　湧凱 日本信号（株） 下田　好輝 國學院大4
髙城　直弥 日本体育大3 小林　友樹 東京経済大2
岩﨑　俊介 國學院大1

成年女子

群　馬　選　抜

35原野　亜衣 群馬ヤクルト販売 渡邉絵美菜 ヨネックス（株）
久保田　茜 國學院大2 左近　知美 日本体育大1
竹和　　凜 立教大1

弓道 少年女子
（遠的）

群　馬　選　抜
21西山　愛真 市立前橋高3 加藤ほの美 前橋育英高3

髙梨　佳奈 市立前橋高3

弓道 少年女子
（近的）

群　馬　選　抜
21西山　愛真 市立前橋高3 加藤ほの美 前橋育英高3

髙梨　佳奈 市立前橋高3

カヌー
少年男子
（C-2　
500m）

県　立　館　林　商　工　高　等　学　校
7髙瀬　七洋 館林商工3 小松原純太 館林商工3

アーチェリー 成年男子
群　馬　選　抜

21市川　遼治 （株）群馬銀行 大塚　謙史 （株）拓新
森田　伊心 サントリービバレッジソリューション（株）

3 ボート 少年女子
（ダブルスカル）

県　立　館　林　女　子　高　等　学　校 18木部　結月 館林女子高2 荒川　真希 館林女子高3

4 ボウリング 少年男子
（2人チーム戦）

群　馬　選　抜 ※13.5須田風海音 伊勢崎市立殖蓮中3 砂長　　空 桐生一高3

5

ハンドボール 成年男子

群　馬　選　抜

12.5

堀口　聖平 イソダ・コーポレーション（株） 石井　宏平 富岡市立富岡中学校
佐藤　潤一 上武大学 上原　達也 大同特殊鋼（株）
大河原　尚 竹澤工業（株） 神戸　陸来 国士舘大学
新井　駿佑 順天堂大2 小賀野龍也 湧永製薬（株）
神戸　直輝 東海大2 山田　和直 早稲田大4
松井　大夢 順天堂大3 矢野　　巧 上武大2

軟式野球 成年男子

群　馬　選　抜

32

櫻井　勇希 関東西濃運輸 追川　恵太 関東西濃運輸
比嘉　　翼 関東西濃運輸 友岡　　翔 サンデン・リテールシステム（株）
青木　　亮 関東西濃運輸 松本　　豪 関東西濃運輸
須藤　英信 高崎市役所 堤　　雅貴 高崎市役所
緋田　勝人 サンデン・リテールシステム（株） 伊波　和輝 関東西濃運輸
川井　智也 サンデン・リテールシステム（株） 市川　翔太 関東西濃運輸
池田　柊馬 関東西濃運輸 卯名根口東 関東西濃運輸
松本　圭司 関東西濃運輸

6

カヌー 少年男子
（C-2 200m）

県　立　館　林　商　工　高　等　学　校 3髙瀬　七洋 館林商工3 小松原純太 館林商工3

ボウリング 成年男子
（4人チーム戦）

群　馬　選　抜
9宮澤　拓哉 パークレーン高崎 佐藤　雄偉 東京電機大4

清水　裕太 県ボウリング連盟 瀧村　和則 群栄会田中病院

7 ソフトテニス 少年男子

群　馬　選　抜

10大和　昌生 高崎商業高3 小暮隆太郎 前橋商業高3
五十嵐響紀 高崎商業高3 佐々木麻洋 前橋商業高3
砂山　温斗 沼田高3

※同率順位のため、得点を案分
団体種目得点合計 326.0点
本大会競技得点合計 546点
本大会順位 22位

団体種目

《都道府県順》
都道府
県　名 順位 男女総合

（天皇杯）
都 道 府
県　 名 順位 女子総合

（皇后杯）
北海道 9位 1348.5 北海道 21位 619.5
青　森 42位 727.0 青　森 39位 474.5
岩　手 30位 847.5 岩　手 28位 559.0
宮　城 27位 886.5 宮　城 25位 568.5
秋　田 31位 840.5 秋　田 37位 482.0
山　形 40位 761.3 山　形 26位 567.5
福　島 41位 733.0 福　島 45位 423.5
茨　城 19位 1107.0 茨　城 30位 555.0
栃　木 2位 2270.5 栃　木 2位 1092.0
群　馬 22位 1040.0 群　馬 16位 665.0
埼　玉 3位 1932.5 埼　玉 4位 1006.0
千　葉 7位 1490.8 千　葉 10位 786.5
東　京 1位 2436.0 東　京 1位 1311.0
神奈川 6位 1659.5 神奈川 8位 820.0
山　梨 33位 816.5 山　梨 33位 520.5
新　潟 35位 801.5 新　潟 38位 475.5
長　野 15位 1152.5 長　野 13位 703.0
富　山 29位 855.5 富　山 29位 555.5
石　川 28位 870.5 石　川 20位 621.5
福　井 18位 1114.0 福　井 18位 626.5
静　岡 17位 1116.5 静　岡 17位 648.5
愛　知 4位 1766.0 愛　知 3位 1027.0

天皇杯/皇后杯 総合得点一覧表
《成績順》
都道府
県　名 順位 男女総合

（天皇杯）
都 道 府
県　 名 順位 女子総合

（皇后杯）
東 京 1位 2436.0 東 京 1位 1311.0
栃 木 2位 2270.5 栃 木 2位 1092.0
埼 玉 3位 1932.5 愛 知 3位 1027.0
愛 知 4位 1766.0 埼 玉 4位 1006.0
大 阪 5位 1737.5 大 阪 5位 907.5
神 奈 川 6位 1659.5 兵 庫 6位 847.5
千 葉 7位 1490.8 岐 阜 7位 836.0
福 岡 8位 1380.5 神 奈 川 8位 820.0
北 海 道 9位 1348.5 京 都 9位 793.5
京 都 10位 1332.5 千 葉 10位 786.5
兵 庫 11位 1329.0 福 岡 11位 756.5
三 重 12位 1325.5 鹿 児 島 12位 724.5
岐 阜 13位 1321.0 長 野 13位 703.0
鹿 児 島 14位 1218.5 佐 賀 14位 701.0
長 野 15位 1152.5 三 重 15位 690.0
岡 山 16位 1135.5 群 馬 16位 665.0
静 岡 17位 1116.5 静 岡 17位 648.5
福 井 18位 1114.0 福 井 18位 626.5
茨 城 19位 1107.0 広 島 19位 623.0
滋 賀 20位 1096.5 石 川 20位 621.5
佐 賀 21位 1095.8 北 海 道 21位 619.5
群 馬 22位 1040.0 愛 媛 22位 618.0
愛 媛 23位 1003.5 岡 山 23位 612.0

三　重 12位 1325.5 三　重 15位 690.0
岐　 阜 13位 1321.0 岐　阜 7位 836.0
滋　 賀 20位 1096.5 滋　賀 24位 608.0
京　 都 10位 1332.5 京 都 9位 793.5
大　 阪 5位 1737.5 大 阪 5位 907.5
兵　 庫 11位 1329.0 兵 庫 6位 847.5
奈　 良 25位 893.8 奈 良 32位 528.0
和 歌 山 39位 761.5 和歌山 36位 483.0
鳥　 取 44位 679.5 鳥 取 40位 462.5
島　 根 43位 680.0 島 根 41位 452.5
岡　 山 16位 1135.5 岡 山 23位 612.0
広　 島 26位 893.5 広 島 19位 623.0
山　 口 38位 781.0 山 口 42位 449.5
香　 川 36位 800.0 香 川 43位 440.5
徳　 島 47位 607.0 徳 島 44位 426.0
愛　 媛 23位 1003.5 愛 媛 22位 618.0
高　 知 46位 673.0 高 知 46位 394.0
福　 岡 8位 1380.5 福 岡 11位 756.5
佐　 賀 21位 1095.8 佐 賀 14位 701.0
長　 崎 45位 676.0 長 崎 47位 369.5
熊　 本 37位 797.5 熊 本 35位 496.0
大　 分 24位 989.0 大 分 27位 561.0
宮　 崎 32位 834.5 宮 崎 31位 537.5
鹿 児 島 14位 1218.5 鹿児島 12位 724.5
沖　 縄 34位 804.5 沖 縄 34位 507.5
合 計 51420.0 合 計 29933.0

2022　第77回国民体育大会 （いちご一会とちぎ国体）2022　第77回国民体育大会 （いちご一会とちぎ国体）

大　 分 24位 989.0 滋 賀 24位 608.0
奈 良 25位 893.8 宮 城 25位 568.5
広 島 26位 893.5 山 形 26位 567.5
宮 城 27位 886.5 大 分 27位 561.0
石 川 28位 870.5 岩 手 28位 559.0
富 山 29位 855.5 富 山 29位 555.5
岩 手 30位 847.5 茨 城 30位 555.0
秋 田 31位 840.5 宮 崎 31位 537.5
宮 崎 32位 834.5 奈 良 32位 528.0
山 梨 33位 816.5 山 梨 33位 520.5
沖 縄 34位 804.5 沖 縄 34位 507.5
新 潟 35位 801.5 熊 本 35位 496.0
香 川 36位 800.0 和 歌 山 36位 483.0
熊 本 37位 797.5 秋 田 37位 482.0
山 口 38位 781.0 新 潟 38位 475.5
和 歌 山 39位 761.5 青 森 39位 474.5
山 形 40位 761.3 鳥 取 40位 462.5
福 島 41位 733.0 島 根 41位 452.5
青 森 42位 727.0 山 口 42位 449.5
島 根 43位 680.0 香 川 43位 440.5
鳥 取 44位 679.5 徳 島 44位 426.0
長 崎 45位 676.0 福 島 45位 423.5
高 知 46位 673.0 高 知 46位 394.0
徳 島 47位 607.0 長 崎 47位 369.5
合 計 51420.0 合 計 29933.0
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アスリートぐんまプロジェクト事業

　本県ゆかりの選手が一人でも多く日本代表選手として、オリンピッ
ク・パラリンピックや国際大会で活躍してもらうため、現行の日本代
表選手やオリンピック・パラリンピックへの出場が期待される若い選
手たちに対して支援を行うことを目的とし、今年度で8回目の実施と
なりました。
　本事業は、現役日本代表選手や日本代表候補選手の中学生から大学
生に対してトレーニングに係る経費や合宿・遠征費等の補助を行って
います。
　今年度はアスリートサポート事業認定選手10名を認定しました。
　なお、認定式は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。

競　技　名 氏　　名
スケート 廣瀬　 勇太
スキー 小林 朔太郎
陸上競技 村田　 蒼空
水泳競技 青木　 虹光
体操競技 桑原　 立貴
レスリング 石井　 亜海
ウエイトリフティング 原　　 志歩
ハンドボール 新井　 駿佑
空手道 龍見 　侑曉
パラ・水泳 由井 真緒里

アスリートサポート事業
選　手

マネジメントコーチ推進事業

　令和4年度競技スポーツ推進計画に基づき、国民体育大会正式競技41競技団体
にマネジメントコーチを適正に設置し、全国・世界レベルの競技者の育成及び、
各競技団体の強化組織体制を整備し、競技力向上対策を企画・推進することによ
り競技力の向上を図ることを目的としています。
　令和4年4月9日（土）にALSOKぐんま総合スポーツセンター本館第1研修室にお
いて、令和4年度マネジメントコーチ委嘱式を開催し、41名のマネジメントコー
チを委嘱しました。
　委嘱式後、県空手道連盟の安齊義宏氏と県ソフトテニス連盟の内田康彦氏の事例発表がありました。

競　技　団　体　名 氏　　名 競　技　団　体　名 氏　　名 競　技　団　体　名 氏　　名
県スケート連盟 干　川　多賀幸 県セーリング連盟 江　原　千　尋 県ライフル射撃協会 青　 木　 義　 彦
県アイスホッケー連盟 高　橋　　　巧 県ウエイトリフティング協会 原　　　　　徹 県剣道連盟 石　 原　 一　 幸
県スキー連盟 本　多　一　男 県ハンドボール協会 小　林　喜代子 県ラグビーフットボール協会 高　 野　　　 基

（一財）群馬陸上競技協会 安　達　友　信 県自転車競技連盟 秋　山　正　志 県山岳連盟 赤　 松　 久　 宇
（一社）県水泳連盟 小　池　和　也 県ソフトテニス連盟 内　田　康　彦 県カヌー協会 大　 澤　 光　 則
（公社）県サッカー協会 中　村　　　楽 （一社）県卓球協会 山　田　　　斉 県アーチェリー協会 新　 木　 育　 雄
県テニス協会 福　井　保次郎 県野球連盟 今　井　浩　光 県空手道連盟 安　 齊　 義　 宏
県ボート協会 白　木　康　夫 県相撲連盟 城　代　治　男 県銃剣道連盟 阿 久 澤　 弘　 樹
県ホッケー協会 綿　貫　映　雄 県馬術連盟 石　井　計　人 県クレー射撃協会 青　 木　　　 豊
県ボクシング連盟 中　村　　　司 県フェンシング協会 砂　山　雄一郎 県なぎなた連盟 三　 越　 孝　 子
県バレーボール協会 松　本　　　尚 県柔道連盟 田　中　利　明 県ボウリング連盟 園　 部　 恵　 理
県体操協会 相　原　　　豊 （一社）県ソフトボール協会 塚　越　　　徹 県ゴルフ連盟 梅　 山　 明　 久

（一財）県バスケットボール協会 山　田　誠　一 県バドミントン協会 光　山　忠　宏 県トライアスロン協会 佐　 藤　 謙 太 郎
県レスリング協会 茂　木　房　士 県弓道連盟 勅使川原　幸子

オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業

　本県出身のトップアスリートがオリンピック・パラリンピック競技大会や世界選手権等で活躍できるよう、選
手強化活動の支援を行いました。

原田　のどか
（太陽誘電株式会社）
主な成績
・第 77回国民体育大会優勝
・�第 74 回全日本総合女子ソフトボール
選手権大会準優勝
・2022JDリーグ 5位

県ソフトボール協会
中嶋　千紗都
（有限会社ケンズ）
主な成績
・�2022アメリカトライアスロンカップ
8位
・�2022アフリカトライアスロンカップ
優勝
・�2022日本トライアスロン選手権 7位

県トライアスロン協会
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　2029年に本県で２巡目となる国民スポーツ大会が開催されることに伴い、本県スポーツ選手の発掘及び育成
の観点から加盟競技団体のスポーツ環境整備を支援し、競技力向上を図る支援を行いました。

●県スケート連盟
　ポータブルロックマシーン　モビラップ　

●県テニス協会 
　テニスラケット低学年用５本　高学年用５本

ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業

●県カヌー協会
　カヌー競技用具保管小屋

●県セーリング連盟
　ラジアルセイル・
　セイルナンバー６桁セット
　セイルナンバー貼り付け
　３本セット

体力測定紹介体力測定紹介

　スポーツ協会ではお客様のご要望に応じて、様々な体力測定を用意していますので、ご自身の競技レベルや体
力を把握するためにも一度、体力測定を受けてみてはいかがでしょうか。

体力測定から医学的検
査まで全身をしっかり確
認したい人にオススメ

日頃のトレーニング成果
を短時間に確認したい
人にオススメ

「inbodyJ10」を使用
した形態計測
およそ２分の計測時間

競技を一生懸命取り組
んでいる中高生～一般
競技者にオススメ

同年代の人たちと比べ自
身の体力レベルがどの程
度なのか確認したい人に
オススメ（企業も対応可）

日頃の筋トレの成果を
確認したい人、パワー
発揮を専門とする競技
の人にオススメ

陸上の長距離やマラソン、
クロスカントリー選手など
持久的種目を行っている人
にオススメ

多視点から動作確認した
い人にオススメ

健康・体力測定
（競技者）

スポーツ愛好者
体力測定身体組成測定 競技者体力測定 筋力測定

※競技者対象
最大酸素摂取量測定

※持久的種目の競技者
多視点同期撮影

※競技者対象

開設日
時　間
料　金

：土曜日（年１１回）
：PM1：00～
：3，900円

開設日
時　間
料　金

：別紙開設日
：指定あり
：300円

測定時間：約２分測定時間：競技者１日、愛好者半日

開設日
時　間
料　金

：別紙開設日
：要相談
：８００円（一　般）　７００円（団体２０名以上）
４００円（高校生以下）

測定時間：約２～３時間程度

開設日
時　間
料　金

：別紙参照
：要相談
：1，400円

測定時間：１人30分程度

開設日
時　間
料　金

：別紙参照
：要相談
：1，400円

測定時間：１人30分程度

開設日
時　間
料　金

：別紙参照
：要相談
：15分1,000円

測定時間：15分～

オリエンテーション

形態測定（身長・体重・血圧・体脂肪率）

体力測定

医学的検査

筋力測定（別料金）

栄養調査・指導

64 歳以内

反復横とび

上体おこし

長座体前屈

握力

立ち幅とび

２０ｍシャトルラン

65 歳以上

開眼片足立ち

上体起こし

長座体前屈

握力

１０ｍ障害物歩行

６分間歩行

反復横とび

全身反応時間

長座体前屈

握力

垂直とび

無酸素パワー

体　幹
（スピード測定）
（パワー測定）

膝関節
（スピード測定）
（パワー測定）

最大酸素摂取量
（トレッドミル）

（自転車エルゴメーター）

「chimeca」を使用し
た動作撮影
※４視点から撮影
※形態計測は実施なし

スポーツ愛好者
競 技 者

・
・

尿　検　査
貧 血 検 査
安静心電図

・
・
・

・内科問診・整形外科問診
（競技者対象）

・ 運動負荷テスト

結 果 説 明 ・ 運 動 指 導



6

　本事業は、本県の競技力水準をより一層向上させるため、ジュニア選手を早期に発掘・育成することを目
的として、平成23年度からスタートして今年度で12年目の実施となりました。
　県内の小学校4年生を対象に公募を行い、4月29日（金・祝）、30日（土）にALSOKぐんま総合スポーツセン
ターで開催された選考会には、トップアスリートを目指す134名がエントリーし、7種目の体力測定と面接
が行われ、新たに競技団体から推薦のあった5・6年生の追加選考者、4年生のトライアウト選考者を含め、
98名を新スーパーキッズとして認定しました。
　認定式は6月18日（土）にALSOKぐんま総合スポーツセンターぐんま武道館で行われ、認定者には認定証の
授与とともに、2020・2021年に認定された先輩キッズとお揃いのTシャツが配布されました。その後の研
修会では、「世界で戦える選手になるために」と題し、スーパーキッズスキー競技の1期生小林朔太郎選手が
世界大会に出場した経験、競技を通して学んだことなど貴重な話をわかりやすく熱心に講演していただきま
した。
　子どもたちは先輩キッズの活躍を選手本人から聞くことができ、さ
らにモチベーションが上がったことかと思います。将来、国体や世界
で活躍する選手がスーパーキッズから誕生することを期待しています。

　本事業は、県内の小学生を対象にスポーツをする機会を提供し、体を動かすことの爽快さ、楽しさを体験させ
るとともに、本県スポーツ人口の底辺拡大を図ることを目的として、平成26年度からスタートして今年度で8年
目の実施となりました。
　今年度は、計16団体で実施されることとなりました。

スポーツ体験事業スポーツ体験事業『チャレンジスポーツ教室』『チャレンジスポーツ教室』

ぐんまスーパーキッズプロジェクト ２０２２選考会ぐんまスーパーキッズプロジェクト ２０２２選考会

実施団体
スケート ソフトテニス
アイスホッケー 弓道
テニス 剣道
ボート ボウリング
体操（新体操） 高崎市スポーツ協会
レスリング 桐生市体育協会
セーリング 渋川市スポーツ協会
ハンドボール 藤岡市スポーツ協会



第39回県民スポーツ祭・第58回群馬県スポーツ少年団大会予定・結果
種　目 期　　日 会　　　　場 種　別

順　　　　　　　　　　　　位

1　　　位 2　　　位 3　　　位 3　　　位

軟式野球 5 / 3・4・7・
28・6/4

桐生球場・
広沢球場 小・男女 千代田ゴールデンイーグルス

（千代田町） 新高尾ジャガーズ（高崎市） 渋川キングファイターズ
（渋川市） 旭サザンクロス（太田市）

卓　　　球 8月 6日（土） 前橋市宮城体育館

小・男 ホリエ APH（高崎市）
小・女 粕川ミラクル（前橋市） 吉岡ジュニア（吉岡町） ホリエ APH（高崎市）
中・男
中・女

バレーボール 8月 6日（土） 榛名体育館
浜川体育館

小・男 粕川ジュニア（前橋市） 東部 JVC（高崎市） 箕郷ジュニアバレーボール少年団
（高崎市） 藤岡未来（藤岡市）

小・女 A 八幡フレッシュ（高崎市） 富岡南バレーボールクラブ
（富岡市） 小野少女（富岡市） 高崎 VBC（高崎市）

小・女 B 箕郷 Jr（高崎市） 渋川クラウドナインガールズ
（渋川市） 大泉たっきーず（大泉町） 六郷 JVC（高崎市）

小・混合 はなまるジュニアクラブ
（前橋市） 藤岡 EAST（藤岡市） オール片岡ミニバレー（高崎市）藤岡第二小（藤岡市）

ミニバスケット 8月 6日（土）・
8月7日（日）

ALSOK
ぐんまアリーナ
桐生大学
グリーンアリーナ

小・男1組 伊勢崎三郷ミニバス（伊勢崎市）たたらミニバス少年団（館林市）榛名ミニバスケットボールクラブ男子（高崎市）
中居小ミニバスケットボール部
（高崎市）

小・男 2 組 沼田北ミニバスケットボールクラブ
（沼田市）

ふじおかミニバスケットボールクラブ
（藤岡市） 館林城沼ミニバス（館林市） 前橋中央ミニバス（前橋）

小・男 3 組 堤ヶ岡ミニバス（高崎市） 大間々グリーンモンスターズ
（みどり市） 太田中央ミニバス（太田市） 豊岡ミニバスレイカーズ

（高崎市）

小・女1組 みどり笠東バスケットボールクラブ
（みどり市）

永明ジュニアバスケットボールクラブ
（前橋市） 荒子ミニバス（前橋市） 群馬トマホークミニバスケットボールクラブ

（前橋市）

小・女 2 組 大間々グリーンモンスターズ
（みどり市）

伊勢崎あずまMBC女子
（伊勢崎市） 高崎北部ミニバス（高崎市） 館林南光ミニバス（館林市）

小・女3 組 堤ヶ岡ミニバス（高崎市） 邑楽 KIDミニバスケットボールクラブ
（邑楽町） 館林ビクトリークラブ（館林市）榛名ミニバス（高崎市）

柔　　　道 8月7日（日） ALSOKぐんま
武道館　第1道場

小・男女 A 伊勢崎中央柔道スポーツ少年団
（伊勢崎市）

赤堀柔道スポーツ少年団
（伊勢崎市）

境柔道スポーツ少年団
（伊勢崎市）

伊勢崎宮郷柔道スポーツ少年団
（伊勢崎市）

小・男女 B みさと柔道スポーツ少年団
（高崎市）

渋川中央柔道スポーツ少年団
（渋川市）

吉岡町柔道スポーツ少年団
（吉岡町）

みなかみ柔道スポーツ少年団
（みなかみ町）

小・女 昭和柔道スポーツ少年団
（昭和村）

北橘柔道スポーツ少年団
（渋川市）

沼田柔道スポーツ少年団
（沼田市）

中・男 堤ヶ岡柔道スポーツ少年団 
（高崎市）

太田中央柔道スポーツ少年団
（太田市）

芳賀柔道スポーツ少年団
（前橋市）

赤堀柔道スポーツ少年団
（伊勢崎市）

中・女 伊勢崎中央柔道スポーツ少年団
（伊勢崎市）

赤堀柔道スポーツ少年団
（伊勢崎市）

昭和柔道スポーツ少年団
（昭和村）

沼田中央柔道スポーツ少年団
（沼田市）

剣　　　道 8月28日（日）ALSOKぐんま武道館　大道場

小･団体 剣獅舘道場（中毛地区代表） 薮塚本町剣道クラブ
（東毛地区代表） 高崎剣道教室（西毛地区代表） 白沢少年少女剣道教室（北毛地区代表）

小 4・男女 吉橋 愛華
（尾島剣道部 : 太田市）

小田 朔也
（剣獅舘道場 : 前橋市）

高井 新ノ介
（高崎剣道教室 : 高崎市）

内田 歩花
（剣獅舘道場 : 前橋市）

小 5 6・男 大辻 智仁
（錬心館中島道場 : 高崎市）

武藤 大知
（富士見剣士会 : 前橋市）

西澤 秀弥
（錬心館中島道場 : 高崎市）

小林 篤志
（剣獅舘道場 : 前橋市）

小 5 6・女 武井 優綺乃
（薮塚本町剣道クラブ : 太田市）

立田 璃杏
（弘武館松澤道場 : 前橋市）

長 穂乃香
（吉岡町スポーツ少年団 :吉岡町）

塩田 桃音
（群馬雷鳴館 : 高崎市）

中・男 小泉 里樹
（剣獅舘道場 : 前橋市）

宮口 煌生
（弘武館松澤道場 : 前橋市）

永井 旺芽
( 東剣友会 : 伊勢崎市）

周藤 謙心
（尾島剣道部 : 太田市）

中・女 吉橋 奏葉
（尾島剣道部 : 太田市）

木村 心音
（薮塚本町剣道クラブ : 太田市）

垣淵 桃花
（高崎剣道教室 : 高崎市）

長 愛美
（吉岡町スポーツ少年団 :吉岡町）

ソフトボール 9月3日（土）・
9月4日（日）

ベースボールパーク
ファースト北部運動場

小・男 ALL 高崎 B（高崎市） 八千代ジャガーズ（高崎市） ALL 高崎 A（高崎市）

小・女 ALL OTA（太田市） 宝泉プリティーズ（太田市） 駒形クイーンズ（前橋市） 安中ジュニアベースボールクラブ
（安中市）

レスリング 中止

7

スポーツ少年団県大会スポーツ少年団県大会
　本大会は毎年８月を中心会期として開催しており、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる
競技もある中、開催できた競技については、子どもたちは笑顔で楽しくプレーをしていました。
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　この研修会は、県内の日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資質向上と指導者間のネットワークづくりなど
の相互交流を目的として、8月20日（土）にALSOKぐんま総合スポーツセンターぐんま
武道館にて開催しました。講演Ⅰでは、金子博先生に自身の経験を踏まえ、指導者と
して大事にすることや指導者としての心構え等について講演をしていただき、講演Ⅱ
では、石原栄一先生に暴力やハラスメントの事例・判例からスポーツ現場で気を付け
るべきこと等について講演をしていただきました。研修会に参加された指導者は普段
の指導に役立てようと真剣に聞き入っていました。

第１回群馬県スポーツ指導者研修会第１回群馬県スポーツ指導者研修会

石原 栄一氏（講演Ⅱ）

金子博氏（講演Ⅰ）

№ 地区 市町村名 クラブ名 種目数 主な種目
1

中毛

前 橋 市

粕川スポーツクラブ 2 ファミリースポーツ、陸上競技
2 朝倉スポーツクラブ 5 軽スポーツ、バドミントン、 ママさん元気体操　他
3 NPO法人宮城スポーツクラブ 12 還暦野球、トランポリン、パドルテニス、フットサル、ヨガ　他
4 NPO法人群大クラブ 7 レスリング、ヨガ教室、健康体操、サッカー教室、体幹トレーニング、放課後児童クラブ　他
5 一般社団法人ホワイトスタースポーツクラブ 3 女子サッカー、ランニング、レクリエーション
6 NPO法人ザスパスポーツクラブ 2 サッカー、ダンス
7 オールインスポーツクラブ 6 グラウンドゴルフ、スタージャイル、ゲートボール、ウォーキング　他
8 伊 勢 崎 市 NPO法人伊勢崎西部スポーツクラブ 12 ランニング、ダンベル体操、ノルディックウォーキング、カヌー、駆けっこ塾、サイクリング　他
9 渋 川 市 NPO渋川いきいき健康スポーツクラブ 5 sikscスケート選手養成、子供スポーツ教室、中高年健康づくり、冒険あそび場教室　他
10 榛 東 村 しんとうスポーツクラブ 6 バレーボール、キッズフットサル、体操、チアダンス、バドミントン､インディアカ　他
11 吉 岡 町 吉岡総合スポーツクラブ 3 スカイクロス、スポーツ吹矢、ラジオ体操

12

西毛
高 崎 市

NPO法人 新町スポーツクラブ 15 複合型スポーツ少年団、剣道、バレーボール、バスケットボール、ヒップホップダンス、空手道、
貯筋運動　他

13 NPO法人 はるなスポーツクラブ 9 ゴルフ、ウォーキング、榛名良さ来い健康広場、ジョギング、ジュニアスポーツスクール　他
14 一般社団法人 Fohlenスポーツアカデミー 4 小・中学生サッカー、幼児スポーツ教室、健康スポーツ教室、ヨガ&ボディメイキング教室　他
15 NPO法人 アッラヴィータスポルト 3 フットサル、少年サッカー、コーディネーションスポーツ（障がい者）
16 一般社団法人 Оwenスポーツクラブ 2 3×3、バスケットボール
17 藤 岡 市 NPO法人 おにし文化スポーツネット 10 ノルディックウォーキング、BOKWA、ZUMBA、ハイキング　他
18 一般社団法人 インチェスタースポーツクラブ 3 サッカー、キックボクシング、ZUMBA
19

北毛

中 之 条 町 中之条スポーツクラブKEYAKI 7 スポーツ吹矢、ソフトバレー、フットゴルフ、体幹筋トレ　他
20 草 津 町 草津温泉健康クラブ 2 フラダンス、ヨガ
21

沼 田 市
うすねニュースポーツクラブ 10 ウォーキング、エアロビクス､ターゲットバードゴルフ　他

22 ぬまたスポーツクラブ 3 サッカー、ランニング、コーディネイション
23 一般社団法人総合型地域スポーツクラブ沼田 3 サッカー、ダンス、ランニング
24 川 場 村 NPO法人川場村スポーツクラブ 6 ノルディックウォーキング、トランポビクス、スローエアロビック、登山教室、ヨガ、ピラティス　他
25 昭 和 村 一般社団法人しょうわスポーツクラブ 4 サッカー、ノルディックウォーキング、グラウンドゴルフ、ヨガ　他
26 みなかみ町 MINAKAMI TOWNスポーツクラブ 4 バスケットボール、3×3、チア、フィジカル　他
27

東毛

桐 生 市 NPO法人あいおいスポーツクラブ 12 太極拳、新卓球、バドミントン、健康体操、子供サッカー、3B体操　他
28 太 田 市 おおたスポーツ学校 16 陸上競技、レスリング、ソフトボール、サッカー、テニス、ゴルフ、体操、フェンシング　他
29 太 田 市 健康夢友クラブ 9 ノルディックウォーキング、ペタンク、エアロビ、だんべい踊り、ボッチャ、モルック　他
30 明 和 町 めいわスポーツクラブ 4 サッカー、レスリング、グラウンドゴルフ　他
31 千 代 田 町 ちよだスポーツクラブ 18 ヨガ、スポーツ吹矢、野球、陸上、ムーブストレッチ、バドミントン　他
32 館 林 市 館林ジョイスポーツクラブ 10 キッズスポーツ（ACP、タグラグビー、ダンス）、ウォーク&スロージョグ、シニア健康づくり、ヨガ　他
33 大 泉 町 一般社団法人 群馬国際スポーツ交流会 3 サッカー、3×3、バスケットボール　他

群馬県内の総合型地域スポーツクラブ紹介(令和4年9月現在）

期　日 : 令和4年8月20日（土）
会　場 : ALSOKぐんま総合スポーツセンター　ぐんま武道館　第3道場
講演Ⅰ : 「指導者としての心構え」
　　　　講演Ⅰ講師:金子 博 先生
　　　　　　　　　（明和町教育委員会　教育長、群馬県レスリング協会　会長）
講演Ⅱ : 「暴力やハラスメントのないスポーツ指導を目指して」
　　　　講演Ⅱ講師 : 石原 栄一 先生
　　　　　　　　　　（群馬弁護士会所属、石原・関・猿谷法律事務所　弁護士）
参加者数:79名

　平成12年から創設された群馬県内の総合型地域スポーツクラブは、33クラブを数え、群馬県総合型地域スポーツクラブ連絡協議
会を組織し、クラブ間で情報交換を行ったり新しいスポーツの講習会を実施したりして活動しています。新型コロナウイルスの影響
で活動が大幅に縮小してしまったところもありますが、全体に回復傾向が見られます。今後創設されるクラブの加盟を増やしなが
ら、地域住民に楽しんでスポーツをしてもらう場を提供していきたいと思っております。
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伊香保リンクフェスタ
I K

AHO RINKIK
AHORINK

　伊香保リンクの夏季期間有効活用と地域活性化を図るため、伊香
保リンクフェスタを開催しました。新型コロナウイルス感染症拡大
の影響もあり、昨年度は１日のみの開催でしたが今年度は予定した
日程全てを開催することができました。
　内容は以前から好評であったアクティビティ体験だけでなく、今
回新たに県スポーツ協会のスタッフによる体力測定も実施し、多く
の方に好評をいただきました。

日時：８月５日、６日、７日、１１日、１２日、１３日、１４日
参加人数：合計５７０名

令和４年度令和４年度
第１回 第１回 アーチェリー行射距離認定会につアーチェリー行射距離認定会についていて

　本事業は、本年度よりスポーツ協会自主事業として6月25日(土)にALSOKぐんま総合スポーツセンターアー
チェリー場にて開催しました。
　利用者が一人でも多くアーチェ
リー場を利用できるようにし、アー
チェリーの普及、安全に対する知
識の定着、施設利用の促進を図る
ことを目的として、群馬県アーチェ
リー協会の協力をいただき、弓の
組立から行射時のマナー等を採点
し認定を行いました。

エンジョイ健康教室エンジョイ健康教室
　本事業は、誰でも気軽に参加できる機会の提供を拡大し、参加者の健康・体力の保持増進を図り、施設
の有効利用を図るとともに、施設利用者へのサービス向上を目的として今年度中期より３年ぶりにエンジョ
イ健康教室を開催することになりました。実施種目はヨガ、バドミントン、スローエアロビクス、健康体
操の4種目です。広報によって周知され、徐々に参加者も増えてきています。参加者の皆様からもエンジョ
イ健康教室の再開を喜ばれる声が
ありました。後期も開催予定です
のでたくさんの方に参加していた
だけるよう幅広く周知を図ってい
きます。

ヨガ スローエアロビクス
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ススポポーーツツ安安全全保保険険のの加加入入手手続続ききはは
イインンタターーネネッットト((ススポポ安安ねねっっとと))ををごご利利用用下下ささいい！！

※令和５年度より、加入申込はインターネットのみとなります。

ススポポーーツツ安安全全保保険険のの加加入入手手続続ききはは
イインンタターーネネッットト((ススポポ安安ねねっっとと))ををごご利利用用下下ささいい！！

※令和５年度より、加入申込はインターネットのみとなります。

TEL　027-234-5555　ホームページ　http://www.gunma-sports.or.jp/

賛 助 会 員
医療法人社団善衆会善衆会病院
医療法人明寿会石北医院
東朋産業株式会社
株式会社サンワ
株式会社両毛資源開発
フォーユーブレイン株式会社
群馬県バレーボール協会

高野　貞男
栗原　主一
栗原　房子
小池　　務
春川　昭二

公益社団法人群馬県サッカー協会
技研コンサル株式会社
医療法人山崎外科医院
群馬県体操協会
一般社団法人群馬県水泳連盟
群馬県剣道連盟
群馬県レスリング協会

株式会社吉田鉄工所
一般財団法人群馬陸上競技協会
群馬県スキー連盟
群馬県アイスホッケー連盟
株式会社銀星社印刷所
群馬県テニス協会

【法人・団体】

【個人】
渡邊　秀臣
矢澤　敏彦
福田　篤子
小野里順子
富沢　喜詔

剱持　昇一
稲葉　龍三
白倉　賢二
有賀　史剛
遠藤　伸治

入澤　孝一
河﨑　和代
小林　　馨
蜂須　聖司
田中　宏和

大塚　隆幸
木村　雅治
松本　博崇
髙田　　勉
木村　淳子

宇津木妙子
青木　　孝
松本　長光
佐藤　栄一 （順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

皆様のご支援に、皆様のご支援に、
心から感謝心から感謝
申し上げます。申し上げます。

スポーツ安全保険の加入手続きはインターネット（スポ安ねっと）をご利用下さい!
※令和5年度より、加入申込はインターネットのみとなります。

株式会社　有賀園ゴルフ
株式会社　MAT　GROUP
株式会社　サンワ

高崎信用金庫
児玉企業　株式会社
藤田エンジニアリング　株式会社

NEXUS　株式会社

株式会社　群馬銀行
公益社団法人　群馬県医師会
株式会社　上毛新聞社

株式会社　グッドワン

皆様のご支援に、心から感謝申し上げます。皆様のご支援に、心から感謝申し上げます。

公益社団法人　群馬県歯科医師会
株式会社　原田

オリンピック・パラリンピック支援事業協力企業・団体

ぐんまのスポーツ環境整備等支援事業寄附企業紹介

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

ススポポーーツツ安安全全保保険険のの加加入入手手続続ききはは
イインンタターーネネッットト((ススポポ安安ねねっっとと))ををごご利利用用下下ささいい！！

※令和５年度より、加入申込はインターネットのみとなります。

令和4年12月15日現在

令和4年12月15日現在

令和4年12月15日現在


