
1頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月27日

記入者名 桐山 智衣

ヤマダ電機 連絡先☎ 070-1393-9270

メルアド kiriyama@yamada-tf.com
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 記載の通り

国内陸上競技普及活動

■目的

陸上競技の普及活動

■活動内容

日本国内にて計12回1,000名を超える子どもたちを対象に陸上教室を実施。トップ選手のパフォーマンス

披露と、小学生には走る・跳ぶ・投げることの陸上体験や技術アドバイスを行い、中高生には専門的な

技術指導を行いました。

No. 日時 人数

1 8月8日 70

2 10月18日 90

3 10月19日 50

4 11月20日 90

5 11月20日 90

6 11月22日 47

7 11月24日 105

8 11月28日 82

9 1月29日 147

10 2月8日 150

11 2月8日 23

12 3月12日 64

島根県出雲市

島根県出雲市

東京都羽村市

福島県塙町

宮城県仙台市

千葉県一宮町

千葉県東金市

古殿小学校5-6年生

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者

場所

北海道士別市

山口県柳井市

山口県山口市

福島県古殿町

福島県古殿町

対象

北海道内中高生陸上部員

大畠小学校全校生徒

山口県内小学生

古殿中学校全校生徒

松林小学校1-2年生

宮城県内中学生陸上部員

一宮小学校5年生

東金特別支援学校全校生徒

島根県内小学生

島根県内中高生陸上部員

町内小学生4-6年生



2頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月27日

記入者名 桐山 智衣

ヤマダ電機 連絡先☎ 070-1393-9270

メルアド kiriyama@yamada-tf.com
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 記載の通り

デフ陸上教室

■目的

聴覚障害を持つ子どもたちへのスポーツ支援

■活動内容

聴覚に障害のある子どもたちに対して、講師自ら手話で指導を行い、トップアスリートの

パフォーマンスを直接見たり、指導を受ける事により、スポーツの楽しさを子どもたちが実感し、

スポーツへの興味・関心を促します。聴覚障害の両親を持つ札塲大輝選手（ヤマダ電機）がメイン

講師として、デフリンピック日本代表選手達と共に手話で教室を行い、デフリンピックの紹介など、

聴覚障害のある子どもたちへ「将来への夢や希望」を育む機会を提供しました。

また、会場学校の生徒や地元小学生など、健聴の子どもたちも一緒に教室に参加し、手話が中心と

なる世界を体験し、聴覚障害への理解を深める機会も提供しました。

■概要

主催 公益財団法人山田昇記念財団

共催 一般社団法人日本聴覚障害者陸上競技協会

協力 株式会社ヤマダ電機／各会場学校／地元総合型地域スポーツクラブ

No. 日時

1 11月17日

2 11月30日

3 12月7日

4 2月9日 大阪府柏原市、大阪教育大学 大阪府内

東京都足立区、花畑中学校 東京都近郊

宮城県仙台市、五城中学校 宮城県内

群馬県高崎市、新町中学校 群馬県近郊

会場 参加者

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者



3頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月27日

記入者名 桐山 智衣

ヤマダ電機 連絡先☎ 070-1393-9270

メルアド kiriyama@yamada-tf.com
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 記載の通り

被災地復興支援陸上教室

■目的

被災地復興支援として陸上教室を行い、子供たちに元気と夢を与える。

■活動内容

日本国内の自然災害にて被災された地域において、子どもたち対象の陸上教室を実施。

地元の総合型地域スポーツクラブと共催することで、地域住民と社会体育との繋がりを深めることも

目的とし、地域が抱えるスポーツの課題解決に取り組みました。

■概要

主催 公益財団法人山田昇記念財団

共催 各総合型地域スポーツクラブ

協力 株式会社ヤマダ電機／ 中国電力陸上競技部（No.1の教室）

No. 日時 参加者

1 2月2日 小中学生68名

2 2月29日 小学生80名 ※延期

3 3月14日 小学生100名 ※延期

会場

広島県熊野町

熊本県大津町

広島県竹原市

共催団体

筆の里スポーツクラブ

NPO法人クラブおおづ

NPO法人バンブースポーツクラブ

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者



4頁／4枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月27日

記入者名 桐山 智衣

ヤマダ電機 連絡先☎ 070-1393-9270

メルアド kiriyama@yamada-tf.com
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 記載の通り

地域活性化事業

■目的

地域のイベントに参加し、地域活性に寄与。

■活動内容

日本国内において講演会、マラソン大会のゲストランナー、イベントゲストなどに参加。

No. 日時 場所

1 4月14日 群馬県甘楽町

2 4月21日 群馬県前橋市、渋川市

3 7月1日 群馬県吉岡町

4 8月11日 岩手県北見市

5 8月24日 愛知県名古屋市

6 8月25日 群馬県前橋市

7 11月19日 愛知県刈谷市

8 11月23日 福島県塙町

9 12月8日 群馬県高崎市

10 12月20日 群馬県吉岡町

11 2月9日 群馬県桐生市

12 2月21日 岡山県岡山市

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者

安部孝駿選手激励会

桐生市堀マラソン大会

種別

ゲストランナー

ゲストランナー

地域交流

講演会

イベントゲスト

イベントゲスト

地域交流

ゲストランナー あかぎ大沼・白樺マラソン2019

イベント開催

地域交流

地域交流

ゲストランナー

NHK Nスポ！2019NAGOYA

ｴﾌﾞﾘﾊﾞﾃﾞｨ・ﾃﾞｶｽﾛﾝin愛知

塙町産業祭

ﾔﾏﾀﾞ電機杯高崎市小学生駅伝競走・ﾏﾗｿﾝ大会

ヤマダ電機陸上部吉岡町後援会収穫祭

事業名

甘楽町さくらマラソン大会

前橋・渋川シティマラソン

ヤマダ電機陸上部吉岡町後援会田植え

いわて陸上クリニック



  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 高堰崇

三井住友海上 連絡先☎ 9024981231

メルアド taseki1231@manager.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2019年8月14日

北秋田市陸上教室 無償

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

8月10日～15日合宿中のなか、地元市民との交流と、合宿中に施設利用をさせて頂いた感謝とお礼を兼ねて実施。

対象:小学生～一般まで80名

前半20分講演:夢を力にマラソンが教えてくれたこと、土佐礼子講演

中盤30分動き作り、サーキットトレーニング

選手スタッフ10名が指導

後半10分チーム練習ビデオ

最後質問コーナ、記念撮影で修了

猛暑のため、クーラーの効いた室内で実施

② 活動名 実施日/期間 2020年1月13日予定

東海村スマイルマラソンふれあい教室 無償

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

茨城県東海村村での、マラソン大会や、駅伝大会

を通じて、走ることの楽しさや、地域住民の絆構築の手助けとして実施

選手1名、スタッフ1名で対応

午前中個人レッスン、

午後駅伝、１人2k×5人で、楽しく走る。

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)





  1頁／1枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 3月4日

第一生命グループ 記入者名 ⾧澤 浩幸

連絡先☎ 080-3010-2468

メルアド h.nagasawa.dai.ichi.life@gmail.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2020/1/29

世田谷区立烏山小学校ランニング教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

練習本拠地の地域の皆さまへの日ごろの感謝とスポーツ振興として、

PTAを通じて募集を行い小学校５年生（８名）、６年生（４名）に実施した。

目的：走る基礎、正しい姿勢とつま先力をつける。

具体的な運営：別紙

時間：１時間

取組みの工夫：身近にオリンピック選手や陸上部の選手がいることを知ってもらい、

気軽に声を掛けてもらえるような紹介を行った。

② 活動名 実施日/期間

□ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)



③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。



烏山小学校陸上教室 
１ 単元名 走る基礎 正しい姿勢とつま先力をつけよう 

 

２ 単元目標  

（１）まっすぐきれいな姿勢で立つことが出来る 

（２）まっすぐきれいな姿勢で前に進むことが出来る 

（３）世界の速い陸上選手の多くはつま先着地で走る選手がたくさんいること

を知り、つま先設置で様々な動きができるようにする 

（４）つま先力をつける 

 

３ 教材 

 大きなコーン４個、小さなコーン７個、ラダー、ラダープレート、 

 担ぎ棒 7〜１４本、距離計、 

 

段階 時間  学習内容      学習活動 指導上の留意点 

導入 １５分 あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備運•アイ

スブレイク 

•山下監督、田中花歩、田中智美

による簡単な挨拶によって正し

い姿勢の大切さを知り、本日の

学習内容を知る 

 

 

 

 

 

•グラウンド１周ジョギング 

•エチオピア体操を組み込んで

グラウンド２周ジョギング 

 

•コーンキャッチ 

•どうしたら速く走れるようになる

のか考えさせる 

☆ 速く走るにはどうしたらよいか

投げかける 

☆ 世界一足の速いボルト選手や日

本一マラソンの速い大迫選手

（東京出身）はつま先接地で走

っていることを知り、まっすぐ

正しい姿勢とつま先接地で走る

選手がいることを知る 

 

•全身動かすことによってより体を

温めて怪我をしないよう動きやす

い状態にする 

 



•指示のもと体を動かし，早くコー

ンをキャッチした選手の勝ち 

展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

３５分 姿勢作り •正しい立ち方 

 

 

 

•片足立ち１０秒左右×１ 

 

 

 

•その場足踏み１０回×２ 

 

 

 

 

 

 

•姿勢よく歩く３０m×２ 

 

 

•棒担ぎ歩き３０m×２ 

 

 

•棒担ぎ走３０m×４ 

 

 

•その場つま先ジャンプ 

 

 

 

 

 

•頭，お尻、かかとが壁につくイメ

ージをもち、目線もまっすぐにして

正しく立てるようにする 

 

•走るときは片足になる瞬間がある

ため、片足でもきれいでまっすぐな

姿勢で立てるようにする 

 

•頭、お尻、かかとが壁についてい

るイメージのまま 

☆ 視線が下に向いたり、あごが前

にでたり、膝が曲がってしまう

と姿勢が悪くなることを伝える 

☆ ゆっくり丁寧に行うこと 

 

•その場で５回足踏みをし、きれい

な姿勢のまま、まっすぐ前へ歩く 

 

•棒を担いできれいな姿勢を保った

まま歩く 

 

•棒を担いできれいな姿勢を保った

まま走る 

 

•最初にかかと設置ジャンプ５回を

行い、かかと設置での動きづらさを

知る 

•かかとを浮かせて、つま先でジャ

ンプする 

 



 

 

 

 

•つま先設置でのラダートレー

ニング 

① ラダージャンプ 

② ラダー片足ジャンプ 

③ 開閉ジャンプ 

④ ２フロント、１バック 

⑤ ラダーもも上げ 

⑥ ラダーもも上げからのラン

ニング 

 

•リレー（時間あったら） 

☆ きれいな姿勢を崩さず、かかと

が地面につかないようにジャン

プ 

 

 

 

 

整理 １０分 ストレッチ 

 

 

 

まとめ 

•もも裏伸ばし 

•ふくらはぎ伸ばし 

•お尻伸ばし 

 

•本日学んだ速く走る為に必要

な姿勢とつま先接地走を振り返

る 

 

 



  1頁／1枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 3月4日

第一生命グループ 記入者名 ⾧澤 浩幸

連絡先☎ 080-3010-2468

メルアド h.nagasawa.dai.ichi.life@gmail.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2020/1/29

世田谷区立烏山小学校ランニング教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

練習本拠地の地域の皆さまへの日ごろの感謝とスポーツ振興として、

PTAを通じて募集を行い小学校５年生（８名）、６年生（４名）に実施した。

目的：走る基礎、正しい姿勢とつま先力をつける。

具体的な運営：別紙

時間：１時間

取組みの工夫：身近にオリンピック選手や陸上部の選手がいることを知ってもらい、

気軽に声を掛けてもらえるような紹介を行った。

② 活動名 実施日/期間

□ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)



③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。



烏山小学校陸上教室 
１ 単元名 走る基礎 正しい姿勢とつま先力をつけよう 

 

２ 単元目標  

（１）まっすぐきれいな姿勢で立つことが出来る 

（２）まっすぐきれいな姿勢で前に進むことが出来る 

（３）世界の速い陸上選手の多くはつま先着地で走る選手がたくさんいること

を知り、つま先設置で様々な動きができるようにする 

（４）つま先力をつける 

 

３ 教材 

 大きなコーン４個、小さなコーン７個、ラダー、ラダープレート、 

 担ぎ棒 7〜１４本、距離計、 

 

段階 時間  学習内容      学習活動 指導上の留意点 

導入 １５分 あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備運•アイ

スブレイク 

•山下監督、田中花歩、田中智美

による簡単な挨拶によって正し

い姿勢の大切さを知り、本日の

学習内容を知る 

 

 

 

 

 

•グラウンド１周ジョギング 

•エチオピア体操を組み込んで

グラウンド２周ジョギング 

 

•コーンキャッチ 

•どうしたら速く走れるようになる

のか考えさせる 

☆ 速く走るにはどうしたらよいか

投げかける 

☆ 世界一足の速いボルト選手や日

本一マラソンの速い大迫選手

（東京出身）はつま先接地で走

っていることを知り、まっすぐ

正しい姿勢とつま先接地で走る

選手がいることを知る 

 

•全身動かすことによってより体を

温めて怪我をしないよう動きやす

い状態にする 

 



•指示のもと体を動かし，早くコー

ンをキャッチした選手の勝ち 

展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

３５分 姿勢作り •正しい立ち方 

 

 

 

•片足立ち１０秒左右×１ 

 

 

 

•その場足踏み１０回×２ 

 

 

 

 

 

 

•姿勢よく歩く３０m×２ 

 

 

•棒担ぎ歩き３０m×２ 

 

 

•棒担ぎ走３０m×４ 

 

 

•その場つま先ジャンプ 

 

 

 

 

 

•頭，お尻、かかとが壁につくイメ

ージをもち、目線もまっすぐにして

正しく立てるようにする 

 

•走るときは片足になる瞬間がある

ため、片足でもきれいでまっすぐな

姿勢で立てるようにする 

 

•頭、お尻、かかとが壁についてい

るイメージのまま 

☆ 視線が下に向いたり、あごが前

にでたり、膝が曲がってしまう

と姿勢が悪くなることを伝える 

☆ ゆっくり丁寧に行うこと 

 

•その場で５回足踏みをし、きれい

な姿勢のまま、まっすぐ前へ歩く 

 

•棒を担いできれいな姿勢を保った

まま歩く 

 

•棒を担いできれいな姿勢を保った

まま走る 

 

•最初にかかと設置ジャンプ５回を

行い、かかと設置での動きづらさを

知る 

•かかとを浮かせて、つま先でジャ

ンプする 

 



 

 

 

 

•つま先設置でのラダートレー

ニング 

① ラダージャンプ 

② ラダー片足ジャンプ 

③ 開閉ジャンプ 

④ ２フロント、１バック 

⑤ ラダーもも上げ 

⑥ ラダーもも上げからのラン

ニング 

 

•リレー（時間あったら） 

☆ きれいな姿勢を崩さず、かかと

が地面につかないようにジャン

プ 

 

 

 

 

整理 １０分 ストレッチ 

 

 

 

まとめ 

•もも裏伸ばし 

•ふくらはぎ伸ばし 

•お尻伸ばし 

 

•本日学んだ速く走る為に必要

な姿勢とつま先接地走を振り返

る 

 

 



  1頁／ 1枚

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名 入船 敏

連絡先☎ 03-5491-7216

メルアド irifune.satoshi@kao.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間

世田谷区弦巻小学校 陸上教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

・ 対 象 小学5年生

・ 人 数 128人

・ 内 容

1部 講演 監督が講師となり、自身の経験を元に夢を持つ大切さなどを伝えた。

2部 陸上教室

② 活動名 実施日/期間

世田谷区松丘小学校 陸上教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

・ 対 象 小学5・6年生

・ 人 数 300人

・ 内 容

1部 講演 監督が講師となり、自身の経験を元に夢を持つ大切さなどを伝えた。

2部 陸上教室

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

選手が主導となり、体操やストレッチ、走り方などを教え、最後はリレーで選手

と競争をした。

カネボウ

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

2019年11月7日

選手が主導となり、体操やストレッチ、走り方などを教え、最後はリレーで選手

と競争をした。

2020年1月30日

2019年11月15日



  1頁／6枚中

連盟事務局経由連合事務局 御中 報告日

記入者名

連絡先☎

メルアド

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 月2～4回 水曜日

八王子市ジュニアジョギングスクール ■ 無償

□ 報酬あり

【主催】 公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団

【場所】 八王子市上柚木陸上競技場および公園内

【対象者】 小学１～6年生、中学1～3年生

【講師】 コーチ 小澤希久雄、井上洋平

【概要】 2019年度実施日

 4/10、4/17、4/24、5/8、5/15、5/22、5/29、6/5、6/12、6/19

 7/3、7/10、7/17、8/3、9/4、9/18、9/25

 10/2、10/9、10/16、10/23、10/30、11/6、11/13、11/27、12/18、12/25

 1/15、1/22、1/29、2/5、2/12、2/19、2/26、3/4、3/25

各日16時10分～17時40分までの間で、走ることの楽しさを実感してもらいながら、

走る技術の指導を行っている。

平成20年からスクールを開催し今年で12年目の開催。

【添付】 ①企画書

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

2月27日

コニカミノルタ陸上競技部

井上 洋平

042-660-9245

youhei.inoue@konicaminolta.com



  2頁／6枚中

② 活動名 実施日/期間 2019年7月6日（土）

2019たのしいジョギング教室 in HINO □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 日野市陸上競技協会

【場所】 日野市民の森スポーツ公園 陸上競技場

【対象者】 小学生34名、中学生40名、一般19名

【講師】 スタッフ、選手全員

【概要】 選手が地元の市民とふれあいながら陸上の楽しさ、走り方の指導を行った。

今回で15回目の開催。

【添付】 ②スケジュール

対価の有無*



  3頁／6枚中

③ 活動名 実施日/期間 2019年10月5日（土）

アスリート育成プログラム in 豊川 ■ 無償

□ 報酬あり

【主催】 豊川陸上競技協会

【場所】 豊川市陸上競技場

【対象者】 中学生

【講師】 選手 谷川智浩、工藤有生、福田兼士

コーチ 宇賀地強、迎忠一、井上洋平

【概要】 コニカミノルタの東海地区拠点の豊川市で、地元陸上部に所属している中学生に対し、

ランニングの基本を教え、競技力向上につなげる。

【添付】 ③企画書

対価の有無*



  4頁／6枚中

④ 活動名 実施日/期間 2020年3月28日（土）予定

八王子市ジョギング教室 □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団

【場所】 八王子市上柚木陸上競技場および公園内

【対象者】 小学生～一般まで約200人

【講師】 スタッフ、選手全員

【概要】 選手が地元の市民とふれあいながら陸上の楽しさ、走り方の指導を行う。

今回で18回目の開催。

【添付】 ④企画書

※写真は2019年3月

対価の有無*



  5頁／6枚中

⑤ 活動名 実施日/期間 2019年6月1日（土）

コニカミノルタランニングプロジェクト ■ 無償

ランニングクリニックin札幌 □ 報酬あり

【主催】 コニカミノルタ

【場所】 モエレ沼公園（北海道札幌市）

【対象者】 ３３名

【講師】 コーチ 迎忠一、宇賀地強  選手 蜂須賀源

【概要】 ランニング、ストレッチ、補強運動などを実演を交えての指導

対価の有無*



  6頁／6枚中

⑥ 活動名 実施日/期間 2019年11月12日（火）

日野市立第五小学校 陸上教室 □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 日野市立第五小学校

【場所】 日野市立第五小学校グランド

【対象者】 5年生３クラス、６年生３クラス

【講師】 コーチ 小澤希久雄、井上洋平

【概要】 ランニング、ストレッチ、補強運動などを実演を交えての指導

⑦ 活動名 実施日/期間 2019年11月21日（木）

日野市立夢が丘小学校 陸上教室 □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 日野市立夢が丘小学校

【場所】 日野市立夢が丘小学校グランド

【対象者】 5年生２クラス（２時間）

【講師】 コーチ 小澤希久雄、井上洋平

【概要】 ランニング、ストレッチ、補強運動などを実演を交えての指導

⑧ 活動名 実施日/期間 2019年11月24日（日）

三鷹市走りっこ教室 □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 三鷹市スポーツと文化部 スポーツ推進課

【場所】 SUBARU総合スポーツセンター

【対象者】 三鷹市在住の4～5歳児 各50名

【講師】 監督 磯松大輔  コーチ 小澤希久雄、井上洋平

【概要】 遊びを取り入れながら走ることの楽しさを体感できるような教室

【添付】 https://www.kouza.mitakagenki-plaza.jp/kouza/1201911102

⑨ 活動名 実施日/期間 2019年12月1日（日）

八王子市ジュニア育成 □ 無償

■ 報酬あり

【主催】 八王子市中体連

【場所】 上柚木陸上競技場

【対象者】 八王子市 中学生

【講師】 コーチ 宇賀地強、井上洋平

【概要】 2/2開催の東京駅伝に向けた指導

対価の有無*

対価の有無*

対価の有無*

対価の有無*





  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 1月28日

しまむら 記入者名 白石 万由子

連絡先☎ 048-596-5510

メルアド rikujyo@shimamura.gr.jp

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 鴻巣西中学校 実施日/期間 2019年11月13日（水）

競歩（マラソン）大会 ☑ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

対象者：中学1年生～3年生（400名程度）

参加人数：選手8名、コーチ1名

実施内容：中学校での競歩大会（15キロ）にゲストとして参加。

15キロ離れた公園から学校までの堤防道路コースで生徒をサポート。

近年、生徒の死亡事故等によりマラソン大会を実施する学校が減少している傾向にある。

そのなかで15キロという距離を走ったり、歩いたりすることを通じて、生徒に走ることの楽しさや

ゴール後の達成感や喜びを味わってほしい、という思いでサポートした。

大人数の生徒を偏りなくサポートできるよう、選手の配置等には工夫した。

ゴールする生徒を迎える生徒が少ないと聞いていたので選手が積極的に応援することで他の生徒を

巻き込み、最後まで頑張っている仲間の姿を応援する大切さに気づいてもらえたのではないかと思う。

また、先頭を引っ張る選手を配置することで大会新記録を樹立する生徒がいたことや、

最後まで諦めずにゴールを目指す生徒を多く見ることができたことは選手自身への活気づけにも

繋がった。

選手の感想にも「中学生に元気をもらった」といったものが多かったため、今後もこのような

取り組みを継続していきたい。

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)



  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020年2月27日

記入者名 中 村 哲 郎

ミ ズ ノ 連絡先☎

メルアド

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 別途下記に記載

所属選手による各種陸上教室での指導①  □ 無償

 (小中学生への陸上競技の普及とスポーツの楽しさの醸成） ☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

2019.8.1 「コアトレーニングと走り方教室」
  会場：エスフォタアリーナ八王子 主催：八王子市教育委員会
  講師：野澤啓佑 金井大旺    参加者：八王子市内小学生 100名

小学生へ向けてのスポーツへの親しみと運動動作の意識付けを目的に開催

2019.10.11    燕市中学生陸上クリニック
   主催 教育委員会協力 会場 三燕陸上競技場
   講師 飯塚翔太 参加者燕市内中学陸上部 50名参加 

燕市副市⾧も参加者への激励に来場
中学生初心者への陸上競技基本技術と陸上の楽しさを指導 

② 活動名 実施日/期間 別途下記に記載

所属選手による各種陸上教室での指導② □ 無償

 (小中学生への陸上競技の普及とスポーツの楽しさの醸成） ☑ 報酬あり

2019.10.26

静岡県トップアスリート派遣事業 陸上教室（愛鷹） 静岡県東部地区中学校陸上競技部員約80人 
飯塚翔太

2019.11.04

藤枝市主催 「飯塚翔太陸上教室」  (藤枝市競技場）

参加者：市内小中高校生530名 野球部員も参加

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

03-3233-7134

ttnakamu@mizuno.co.jp



2020.2.01

TOPアスリートスポーツ教室」
主催：赤穂市教育委員会スポーツ推進課 （赤穂海浜公園）
講師：市川華菜 和田麻希 松下祐樹 赤穂市内 中学高校陸上部 100名の参加

③ 活動名 実施日/期間 別途下記に記載

教育の一環として行政との協力活動 □ 無償

☑ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

2019.10.23-24   「ハマッ子スポーツウェーブ」 
        11.6-7 主催 横浜市教育委員会   会場（三ッ沢競技場）

 横浜市立小学生30000人を4回に分けて実施する連合運動会
オリンピアンによる「技」のデモンストレーション
野澤啓佑選手2回に続いての金井大旺選手2回

2019.11.09

東京都障害者スポーツ協会主催　かけっこ投げっこ運動会　（小金井特別支援学校）
　　　松下祐樹　中村太地から子供たちへの運動の楽しさを伝えた

2019.11.18 「オリパラ授業」    台東区立田原小学校  講師： 松下祐樹
2020.1.08 「オリパラ授業」         北区立浮間中学  講師： 松下祐樹

対価の有無*



2020.2.26 鹿児島県大崎町菱田小学校 特別授業  

講師：市川華菜 和田麻希 生徒 39名 1年から3年

ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅での合宿期間中に特別授業として実施

④ 活動名 実施日/期間 2019/11/4

被災地 石巻市での陸上教室を通じての支援活動 □ 無償

☑ 報酬あり

2019.11.04

「ミズノトラッククラブ 陸上クリニック」

主催 ＭＴＣ陸上クリニック （石巻専修大学グラウンド） 

講師：松下祐樹 和田麻希 中村太地  参加者：市内小中学生280名参加 

スポーツ少年団陸上クラブが9チーム全部参加

⑤ 活動名 実施日/期間 2019/11/23

陸上の普及と陸上ファン作りの活動 □ 無償

☑ 報酬あり

2019.11.23

 世田谷区立陸上競技場スタンド完成記念オープニング

  ミズノトラッククラブ９選手全員による陸上競技のファン作りアクティビティ

    ア）走る 跳ぶ 投げる の「技」のデモンストレーション

短距離バトンパス ・ハードル ・やり投 ・砲丸投 ・棒高跳

  1）9選手全員によるデモンストレーション ・

  2）400ḿリレーハンディレース 

    イ） 小中学生向けの陸上レッスン  走跳投を経験する

  1）短距離 ハードル やり投 砲丸投 棒高跳

　　　

　　　

対価の有無*

対価の有無*





  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020/2/21

資生堂 記入者名 岡内伸二

連絡先☎ ０７０ ３８５９ ０９６８

メルアド shinji.okauchi3@shiseido.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2019/11/25

小学校でのランニング教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

対象者：宮城県塩釜市玉川小学校５年生合計約40名

② 活動名 実施日/期間 2019/12/10

小学校でのランニング教室 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象者：深川小学校３，４年生合計６５名

「楽しく走る」を題材に、持久走を踏まえたしっぽ取りゲーム、きれいなフォームを意識

するための動きづくりを実施した。持久走や走るのが苦手という生徒が多かったが、選手

と一緒に1つ1つの種目をやることで自然と笑顔がこぼれた。

対価の有無*

「楽しく走る」を題材に、持久走を踏まえたしっぽ取りゲーム、きれいなフォームを意識

するための動きづくりを実施した。持久走や走るのが苦手という生徒が多かったが、選手

と一緒に1つ1つの種目をやることで自然と笑顔がこぼれた。

対価の有無*

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書
(2019.4.1-2020.3.31)

報告チーム

or報告者

#Internal



③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。活動名 実施日/期間 2020/3/7

泰明マラソン大会 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象者：東京都中央区泰明小学校全校生徒

対価の有無*

中央区銀座を走る泰明小学校が開催するマラソン大会

小学生を励ましながら一緒に（低学年900m、中学年1000m、高学年1000m）走るという

もの。

子どもたちに、ただ速く走るだけでなく、楽しく走る、頑張る気持ちを持つ・・ことを体

験してもらうことを目的に参画している。

#Internal



  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 ２０２０．2．25

記入者名 荒井 謙

七十七銀行陸上競技部 連絡先☎ ０９０ ８６７７ ７６５６

メルアド araken.1222@gmail.com
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2019.9.7 AM

77キッズチャレンジ ☑ 無償

□ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

対象者：宮城県内の小学１～２年生

人数：親子１５０組

場所：塩釜ガス体育館

実施内容：七十七銀行運動３部による運動教室（陸上・野球・バドミントン）

陸上競技部は、最初の１時間ウォーミングアップも兼ね『速く走るコツ』を指導。

最後は、リレーを行った。

※後半の野球・バドミントン教室中は運営補助

② 活動名 実施日/期間 2020.2.24

秋田ベーシックランニングクラブ陸上教室 ☑ 無償

□ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

対象者：秋田ベーシックランニングクラブに所属する生徒(小学5年生～中学3年生）

人数：30名

場所：弘進ゴムアスリートパーク仙台

実施内容：秋田県のクラブチームに対して、仙台での合宿中（2/22～24）に半日（24日AM）

陸上競技の基本を指導 ※3年連続実施

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

工夫・成果：雨天時も決行できるよう、体育館で実施

      参加者の傷害保険も加入

      帰りの際に、記念品・お菓子プレゼント

      実施後のアンケートで８割以上が、来年度以降の実施を希望



  １頁／ １枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

日本郵政グループ女子陸上部 記入者名 五十嵐 修一

連絡先☎ ０３ ３４７７ ０２０２

メルアド shuuichi.igarashi.lp@jp-holdings.jp
*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2019年11月21日（木）

聖和学園 特進アスリートコース 特別講話 □ 無償

■ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

活動者： 臼田 梨紗 （管理栄養士）

対象者： 特別進学文理アスリートクラス １年生～3年生 約110名

ねらい： 特別進学アスリートクラス、コースに所属する生徒に対し、実業団チームの一員として栄養管理の

果たす役割を説明

アスリートを支援する管理栄養士の講話を行い生徒の成⾧につなげる。

② 活動名 実施日/期間 2019年12月24日（火）

徳之島 天城町立北中学校 生徒交流会での講話 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

活動者： 鈴木 亜由子

対象者： 約80名全校生徒 約80名

ねらい： 合宿先である鹿児島県徳之島の中学校生徒に対し陸上競技の魅力を伝えるとともに、

実業団アスリートとしての経験を伝えることにより、実業団スポーツに対する理解を

深めていただく。

③ 活動名 実施日/期間 2020年1月26日（日）

武蔵野市陸上教室への参加 □ 無償

■ 報酬あり
*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

活動者： 鍋島 莉奈

対象者： 武蔵野市近郊の市民ランナー 約200名

ねらい： ・東京オリパラ開催に向け、スポーツの魅力や楽しさに触れていただく。

・選手と市民と触れ合うことで陸上競技に関心を持つ市民を増やし、

健康で前向きな生活を送っていくことができるようにする。

 ・ブラインドマラソン、車いすレース、義足レース体験を通じて、

障害者スポーツの理解を促進する。

対価の有無*

2020年2月27日

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)



1　　頁／　　1枚中の
連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

八千代工業株式会社陸上競技部 記入者名 田村　博史
連絡先☎ 090-4200-3825
メルアド hiroshi_tamura@yachiyo-ind.co.jp

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名

第２回　『夢と笑顔の陸上教室』 □ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

◆概要・活動の狙い

【概要】 活動拠点地域の近隣小学校への出前授業（猪浦選手の母校）

【ねらい】 身体を動かすことの楽しさを伝える。

陸上競技にとらわれず、スポーツ全般のすそ野を拡げるためのプログラミングとして、

ウォーミングアップからクーリングダウンまでの一連の動きを「低・高学年のレベルに対応」して指導。

生徒たちと給食を一緒に食べ、食育（栄養の重要性）の指導、質疑応答によりコミュニケーションの重要性を伝えた。

◆対象者：小学校1年生～6年生

◆人数：223人

◆実施内容：３、４時間目を利用し陸上教室を実施、児童との交流(給食)

◆指導にあたった選手９名、スタッフ１名

【当日の流れ】

①業間体育

児童が普段行っている10分間の持久走に入り伴走をおこなった、

②低学年(1、2、3年)に向けての陸上教室

4グループ（約40名/1グループ)に分け、1グループにつき

選手2名が先生となり指導を行った。

内容：レースペースでの模範走(600m) ⇒ 体操 ⇒ 動き作り ⇒ 流し

動き作りは走りの力みを解消するような種目を2種目計画し、実施。

③高学年(4、5、6年)に向けての陸上教室

内容は低学年同様の流れ。児童の走る距離は低学年よりも伸ばした。

動き作りは、ボールを使い『弾む』『挟む』『押す』の三種目を説明、

解説を交えながら実施。

④給食

1クラスに1名ずつ入り、

児童と交流を図った。

【総評】

低学年：去年の運動会は３位でしたが、今年の運動会では、教わったことを忘れずに２位を目指したいです。

低学年：牛乳が苦手です、選手たちはどうしていますか？　→　アレルギーでなければ、牛乳に変わるチーズなどを食べます。

高学年：イェネブロ選手は、結果がでなくて落ち込んだ時はどうしていますか？　→　悔しさを忘れず、もっと練習に励みます

子供たちからの感想や質問など幅広くコミニケーションを図ることができ、昨年よりも親御さんの姿もありました。

また、狭山市役所広報が取材に入り、選手・子供たちへのインタビューと写真を撮影。

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

最終締切日2月27日(木)

2019年度版　社会貢献活動報告書

報告チーム
or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

2020年2月26日（水）

2020年2月20日実施日/期間

ㇾ



生徒たちと給食を一緒に食べ、食育（栄養の重要性）の指導、質疑応答によりコミュニケーションの重要性を伝えた。

低学年：牛乳が苦手です、選手たちはどうしていますか？　→　アレルギーでなければ、牛乳に変わるチーズなどを食べます。



 １頁／１枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名

連絡先☎

メルアド

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 10月29日、11月27日

地元小学校の持久走大会に向けての走り方教室 ■ 無償

及び大会当日の選手派遣 □ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

◆当社陸上競技部員３名が地元の東松山市立青鳥小学校の児童約３５０人を対象に

約１カ月前に「走り方教室」の実技・講習を実施。及び「持久走大会」当日に伴走を実施。 

 「走り方教室」では走り方のコツや楽しく走る方法をわかり易く説明。

 また、持久走大会当日は、学年ごとに順次スタートし各学年ごとに伴走し、

 児童の完走を支えた。

◆走り方教室・・・2019年10月29日（火）

 持久走大会・・・2019年11月27日（水）

◆学校⾧からの依頼により今回で３回目の実施。

② 活動名 実施日/期間 １月１日

第４５回東松山市元旦早朝マラソン大会 ■ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

今回で４５回を迎えた東松山市元旦早朝マラソン大会が６１３名の選手を迎え実施された。

部門は小学生（２km）、中学生（３km）、一般（５km、１０km）の４部門を７時５０分

より順次スタート。各部門上位６位までを表彰する。

ナンバーカードは事前にエントリー者全員に発送し、大会実施後、記録証及び記録一覧表を

同様に発送する。東松山市陸協会⾧として今年より関口が総括責任にあたる。

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

ボッシュ

関口武雄

090-9826-3766

takeo.sekiguchi@jp.bosch.com

2020年1月6日





  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2020.02.27

記入者名

連絡先☎

メルアド katsumata.yuki@hq.universal-777.com

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2020/11/17

四街道ガス灯ロードレース レ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

・弊社の工場がある四街道市にて開催の四街道ガス灯ロードレースに2名の選手がゲストランナー

として、参加し大会を盛り上げました。

② 活動名 実施日/期間 2020/12/8

JBMAユニファイドラン レ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

JBMA主催のユニファイドランへ例年協賛させて頂いております。

③ 活動名 実施日/期間 2020/11/25

ふれあい教室 レ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

クイーンズ駅伝翌日に、仙台市近郊の小中学校にて開催されるふれあい教室に

選手・スタッフ全員が参加し、走る事の楽しさを共有しています。

対価の有無*

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

ユニバーサルエンターテインメント

事務局⾧ 勝亦

03-5530-3080



④ 活動名 実施日/期間 2020/11/10

成田ポップラン □ 無償

レ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

成田市にて開催されている、成田POPランに2名の選手をゲストとして派遣し、

大会を盛り上げました。

対価の有無*



  頁／  枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名

連絡先☎

メルアド

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名

■ 無償

□ 報酬あり

対象：宮城県富谷市立 成田小学校

人数：小学校5年生/56名

目的：体を動かすことの楽しさを感じてもらうこと、陸上競技の普及

内容：動きづくり、競争、ねこねずみ、手つなぎ⿁ごっこ、質問コーナー

② 活動名

■ 無償

□ 報酬あり

対象：近隣地区のスポーツクラブ会員や事業所、その家族

人数：70名

目的：勝田マラソン(1/26(日))に向けた陸上教室

③ 活動名

■ 無償

□ 報酬あり

対象：茨城県ひたちなか市 阿字ヶ浦小学校（4・5・6年生）

人数：４４名

目的：体を動かすことの楽しさを感じてもらうこと、陸上競技の普及

内容：動きづくり、競争、ねこねずみ、手つなぎ⿁ごっこ、質問コーナー、給食交流

④ 活動名

■ 無償

地元マラソン大会に向けた陸上教室

地元小学校陸上教室

内容：動きづくり、ストレッチ、効率の良い走り方の練習、目標タイムに向けたペースの体感、質問コーナー

対価の有無*

実施日：2020年1月30日(木)

実施日：2020年1月5日(日)

実施日：2020年1月29日(水)

対価の有無*

対価の有無*

地元小学校陸上教室

最終締切日2月27日(木)

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

日立女子陸上競技部

tetsuya.uemura.uf@hitachi.com

090-2222-1920

上村哲也

ふれあい陸上教室

2020年2月24日

実施日：2019年11月25日(日)



□ 報酬あり

対象：茨城県ひたちなか市 那珂湊第三小学校（5年生）

人数：６６名

目的：体を動かすことの楽しさを感じてもらうこと、陸上競技の普及

内容：動きづくり、競争、ねこねずみ、手つなぎ⿁ごっこ、質問コーナー、給食交流

⑤ 活動名

■ 無償

□ 報酬あり

対象：茨城県ひたちなか市 外野小学校（5年生）

人数：１３７名

目的：体を動かすことの楽しさを感じてもらうこと、陸上競技の普及

内容：動きづくり、競争、ねこねずみ、手つなぎ⿁ごっこ、質問コーナー、給食交流

⑥ 活動名

■ 無償

□ 報酬あり

対象：茨城県ひたちなか市 那珂湊第二小学校（4・5年生）

人数：６３名

目的：体を動かすことの楽しさを感じてもらうこと、陸上競技の普及

内容：動きづくり、競争、ねこねずみ、手つなぎ⿁ごっこ、質問コーナー、給食交流

地元小学校陸上教室

地元小学校陸上教室

対価の有無*

対価の有無*

対価の有無*

実施日：2020年2月12日(水)

実施日：2020年2月14日(金)

地元小学校陸上教室



① ふれあい陸上教室（宮城県富谷市立成田小学校）

② 地元マラソン大会に向けた陸上教室

③ 阿字ヶ浦小学校陸上教室

④ 那珂湊第三小学校



⑤ 外野小学校

⑥ 那珂湊第二小学校







平成３１年２月１６日 

平成３１年度 スポーツ事業 企画書 

 ジュニアジョギングスクール 
 目  的 長距離、駅伝チームで日本トップクラスの「コニカミノルタ陸上競技部」

と「JR東日本ランニングチーム」の世界に通用する技術を持った監督、コ

ーチより直接アドバイスをいただける機会を市民の子供たちに提供し、健

全なジュニア育成を目的とし、実施する。 

日  時 ２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日(主に水曜日開催)  

※年間２４回以上の実施を目標とする。 

※開催スケジュールは３ヶ月ごとに講師と調整し、実施する。 

会  場 八王子市上柚木公園陸上競技場、及び園内芝生の丘 

事業形態 主催 (公財)八王子市学園都市文化ふれあい財団 

協力 コニカミノルタ陸上競技部・ＪＲ東日本ランニングチーム 

講  師 コニカミノルタ陸上競技部・JR東日本ランニングチーム コーチ 

教室内容 個人、大会等で幅広い年代の方が多く利用される陸上競技場や園内にて仲

間と共に切磋琢磨し、走る楽しさを感じていただけます。また走法技術(腕

の振り・脚の上げ方等のトレーニング等)、必要に応じて物事へ取り組む姿勢・

礼儀を学びます。 

 参加料金 ８００円(保険料・事務費/初回時徴収)※陸上競技場使用毎に利用料金１００円、 

スクール内行事参加時には別途参加費を徴収する。 

募  集 継続希望者＋追加募集若干名(多数抽選) 

※追加募集の対象/新小学校３年生以下で７割以上参加可能の意志がある方 

【追加募集】 

申し込み 

はがき、又は FAXに住所・氏名(ふりがな)・年齢(新学年も)・電話番号、学

校名記入して、 

〒192-0373八王子市上柚木 2-40-1上柚木公園陸上競技場管理事務所 

「ジュニアジョギングスクール追加募集」係宛てに申し込む。 

締切/２０１９年３月２２日(金/必着) 

情報誌 ラララ３月号 広報３月１５日号 

そ の 他 ・初回は平成２０年度。今年度で１２年目を迎える。 

【中止の判断】 

・雨・雪・台風等の天候不良の際、講師と相談して判断を行う。中止時は

参加者へメール、及び上柚木公園ホームページにて中止の旨を１３時まで

に掲載し、周知する。 

【表 彰】 

・夏休みカード提出者には景品、年間無遅刻・無欠席の皆勤者には最終日

に賞状と景品を贈る。 

・スクール生は「ジョギング教室」に優先招待する(29年度より有料) 

 



2019年7月6日（土）

時間 内容 担当

14:30

集合

打ち合わせ

整列

ふれあいホール集合

15:00 挨拶 日野市陸上競技協会

指導者の紹介 コニカミノルタ　14名

ＪＲ東日本　2名

15:10 グループ毎に指導 小学生　34名 中学生　40名 一般　19名

コニカミノルタ陸上競技部

ＪＲ東日本ランニングチーム
A：4・5年生（18名）　　B：6年生（16名） A：男子（25名）　B：女子（15名）

A：西池、工藤　B：川端、福田 A：野口、濱川　B：大山、花澤 菊地、我那覇

ウォーミングアップ　　体操・ストレッチ

指導

・走り方（腕振り、もも上げ） ・マラソンペース体感
・基本運動の徹底　スキップやジャンプ 　　世界記録　2時間01分39秒　      2分53秒/km
・筋力、体幹トレーニング 　　男子日本記録　2時間05分50秒　2分59秒/km
・50mを一緒にペースを決めて走る。 　　女子日本記録　2時間19分12秒　3分18秒/km
・呼吸の仕方について 　　サブ３ペース　4分15秒/km　　約25秒/100m
・フォームチェック 　　サブ４ペース　5分41秒/km　　約34秒/100m
・会話形式で質問に答える

クーリングダウン　　体操・ストレッチ

16:10 講評 コニカミノルタ陸上競技部　酒井副部長

記念撮影 日野市陸上競技協会

参加賞配布 コニカミノルタ・JR東日本

16:30 解散

参加メンバー

ＪＲ東日本

副部長　酒井 勝充 ①花澤 賢人

コーチ　小澤 希久雄 監督　　大島 唯司

コーチ　迎 忠一

コーチ　宇賀地 強

コーチ　井上 洋平

2019たのしいジョギング教室 in HINO　スケジュール

【参考】

日野市陸上競技協会　川村会長

自己紹介

内容

⑨福田 兼士

⑧濱川 駿

⑦大山 憲明

⑥工藤 有生

参加賞　コニカミノルタ：Ｔシャツ　　ＪＲ東日本：水

⑤川端 千都

④我那覇 和真

③西池 和人

②菊地 賢人

①野口 拓也

コニカミノルタ



  きらっと☆とよかわっ！ 

愛知県 豊川市 
 

   

『アスリート育成プログラム in豊川』 

コニカミノルタ陸上競技部によるランニング教室を開催 

【お問合せ先】 

豊川市教育委員会スポーツ課 片岡 

TEL:0533-88-8036 Eメール：sports@city.toyokawa.lg.jp 

令和元年１０月２日 

 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

令和元年１０月５日（土）に豊川陸上競技協会主催による『アスリート育成プ

ログラムｉｎ豊川』を下記のとおり開催します。 

内容は、コニカミノルタ陸上競技部に所属する現役選手、コーチを講師に招

き、走り方などの基本指導をいただくものです。参加者は市内各中学校陸上競

技部の長距離ブロックの中学生及び豊川アスリートクラブ所属コーチから推薦

された小学生です。 

記 

 

１ 日  時 令和元年１０月５日（土）午後３時開始 （※小雨決行） 

２ 会  場 豊川市陸上競技場 

３ 講  師 コニカミノルタ陸上競技部 

選 手 谷川 智浩（たにがわ ともひろ）氏 

※谷川選手は 2019.9.15 ﾏﾗｿﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ（ＭＧＣ）に出場 

    工藤 有生（くどう なおき）氏 

福田 兼士（ふくだ けんし）氏 

コーチ 宇賀地 強（うがち つよし）氏 

迎  忠一（むかえ ただかつ）氏 

    井上 洋平（いのうえ ようへい）氏 

 

４ 内  容 午後３時００分 開講式・レッスン 

       午後４時３０分 質疑応答・閉講式 

 

５ 添付資料 アスリート育成プログラムｉｎ豊川 

【豊川陸上競技協会より資料提供】 



アスリート育成プログラム in 豊川 

 

１ 主 催    豊川陸上競技協会 

 

２ 講 師    コニカミノルタ陸上競技部 

 

３ 目 的 コニカミノルタ陸上競技部の現役選手やコーチの指導のもと、ランニングの基礎や

基本を身につける。また、トップアスリートとのふれあいを通し、陸上競技の普及

を図る。 

 

４ 日 時    令和元年１０月５日（土） レッスン１５：００開始  ※小雨決行 

 

５ 場 所    豊川市陸上競技場  豊川市諏訪1丁目80番地 

 

６ 参加資格   ・市内各中学校陸上競技部の長距離ブロックの中学生（豊川Jr.参加者） 

・豊川AC所属のコーチから推薦された小学生 

 

７ 参加人数   約１００名 

 

８ 参加費    無料（保険は豊川Jr.または豊川ACの保険を適用する） 

 

９ 日 程 

 

 

 

 

 

10 持ち物    運動ができる服装  飲料  タオル  着替え 等 

 

11 その他 

・けがをした場合、主催者側で応急手当を行うが、それ以降は、保険の範囲内で対応する。 

・小学生は保護者同伴で参加すること。 

 

問い合わせ  豊川陸上競技協会 田中芳昌 （萩小学校） ℡（０５３３）８８－２８３１ 

  当日連絡先  豊川アスリートクラブ（携帯）  ０７０－２２１３－６２６９ 

 

14：30 15：00 15：30 16：00 16：30 

受付 開講式 

レッスン 

  質疑応答 

閉講式 





1  頁／ 1枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

記入者名

連絡先☎

メルアド

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますので記入者名と連絡先は必ず記入してください。

① 活動名 実施日/期間 2019/10/28

☑ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

② 活動名 実施日/期間

□ 無償

□ 報酬あり

*交通費実費や社会通念上妥当な菓子折り等の謝礼の受領は「無償」に分類してください。

概要・活動の狙い(自由記述)

n-mishiro@jp.fujitsu.com

最終締切日2月27日(木)

対価の有無*

2019年度版 社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

対価の有無*

(2019.4.1-2020.3.31)

富士通株式会社

三代 直樹

三代 直樹

043-299-3225

東日本実業団駅伝開催へ向け、

機運を高め、応援への醸成。

・熊谷市立石原小学校（校⾧：飯田明彦：全校児童733名）

 2008年北京オリンピック銀メダリスト（4×100mR）塚原直貴による、陸上教室を開催した。

東日本実業団陸上競技連盟からの依頼で、同大会（埼玉県開催12年目）では初の試みであった。

 全校児童に、走り方の基本動作や、児童代表者と70m程度の競走を実施し、参加児童の目を釘付け

にしていた。

2020/2/27



③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。



出演開始
開始
時間

出演終了
終了
時間

タイトル 場所 主催 出演者
出演
内容

目的 参加人数
報酬
有無

1 2019/4/7 10:00 16:00 髙平慎士×塚原直貴 スペシャルトークショーおよびかけっこ教室 葛西アリオ 葛西アリオ、株式会社アイワット 高平 トーク、教室
オリンピック選手トークショー、
キッズかけっこ教室

50 有

2 2019/4/7 10:00 16:00 髙平慎士×塚原直貴 スペシャルトークショーおよびかけっこ教室 葛西アリオ 葛西アリオ、株式会社アイワット 塚原 トーク、教室 50 有
3 2019/4/12 16:00 17:00 株式会社アイネット安全衛生協議会：60分講演 松本市　ホテルブエナビスタ 株式会社アイネット 塚原 講演 80 有
4 2019/4/14 ★明石工場　春まつり 明石工場 ★富士通 塚原 教室 40 無
5 2019/4/15 ★2019年度上期ｿﾘｭｰｼｮﾝﾃﾞｨｰﾗｰ様販売会議：60分 ホテルセンチュリー静岡 ★富士通 塚原 講演 100 無

6 2019/4/16 14:30 15:30
2019JOCシンボルアスリートネクストシンボルアスリート認定式：オ
リンピックメダリストによるトークセッション

味の素ナショナルトレーニングセ
ンター大研修室他

JOC 高平 トーク １２０ 有

7 2019/4/20 13:00 14:15
平成３１年度「世界へ羽ばたけ！埼玉のスポーツ人財飛翔事業」
記念撮影：約５分、激励講演：約３０分

埼玉県　知事公館 埼玉県県民生活部スポーツ振興課 塚原 講演

平成３１年度の指定に際し、成
長著しい若きアスリートのモチ
ベーション向上と応援の意味を
込めて、日本を代表するトップア
スリートからドリームアスリートへ
激励いただきたいと考えていま
す。埼玉県から一人でも多くのオ
リンピアンが輩出され、県民の皆
様に広く夢を与えてくれるよう、
本事業への御協力をお願い申し
上げます。

有

8 2019/4/24 16:00 17:20 エフサス全社決起大会の特別講演:80分
東京ビッグサイト　７階　国際会議
場

★FSAS 塚原 講演
大会スローガン：もっともっと元
気な富士通エフサスへ！

1000 無

9 2019/4/26 2019/4/28 NHK BS1:解説:織田記念陸上 広島市 NHK 高平 テレビ 有

10 2019/4/26 13:00 14:30 世界リレー：日本代表会見 品川　THE GRAND HALL 日本陸連 塚原 ゲスト
日本初開催の 世界リレー を通
し 、 陸上競技 、 そしてリレーの
魅力を多くの方々に伝える

無

11 2019/5/1 13:00 15:00 トークショー20分＆陸上教室25分（5歳～小学6年生） 玉川高島屋 玉川高島屋 高平 トーク、教室 20 有

12 2019/5/6 10:00 15:00 オホーツク陸上競技協会主催　陸上教室 北見市 東陵公園陸上競技場 オホーツク陸上競技協会 高平 教室
中高生を対象とする陸上競技の
練習法

有

13 2019/5/6 13:00 16:00 千葉県陸上教室：中学生対象 13:30～14:30、14:45～15:45 千葉県総合スポーツセンター 千葉県 塚原 教室
国内トップアスリートによる陸上
クリニック

80 有

14 2019/5/10 13:00 15:00 渋谷のラジオ：横田さんの番組 渋谷 渋谷のラジオ 高平 ラジオ 無
15 2019/5/10 ひるおび TBS 塚原 テレビ 有
16 2019/5/11 2019/5/12 ◆IAAF世界リレー2019横浜大会：メダルセレモニー 横浜国際陸上競技場 IAAF 高平 ゲスト
17 2019/5/11 2019/5/12 ◆IAAF世界リレー2019横浜大会：メダルセレモニー 横浜国際陸上競技場 IAAF 塚原 ゲスト
18 2019/5/12 電話出演：サンデーステーション：世界リレー テレビ朝日 高平 テレビ 有
19 2019/5/12 VTR出演：S-PARK：世界リレー フジテレビ 高平 テレビ 有
20 2019/5/12 VTR出演Going!Sports&News：世界リレー 日本テレビ 塚原 テレビ 有
21 2019/5/12 9:54 11:30 仙台国際ハーフマラソン TBC 東北放送 陸上：高橋健一 解説 有
22 2019/5/13 生出演：Nスタ:世界リレー TBS 塚原 テレビ 有
23 2019/5/14 2019/5/16 士別市：スポーツ能力向上事業 士別市 士別市 高平 教室 370 有
24 2019/5/19 addidas YOUNG ATHLETES CHALLENGE 横浜市）あおばスカイフィールド アディダス ジャパン株式会社 塚原 教室 有
25 2019/5/19 VTR出演Going!Sports&News 日本テレビ 塚原 テレビ 有
26 2019/5/19 VTR出演：追跡LIVE!ＳＰＯＲＴＳウォッチャー テレビ東京 塚原 テレビ 有
27 2019/5/20 生出演：ビビット TBS 高平 テレビ 有
28 2019/5/20 生出演：ひるおび TBS 高平 テレビ 有
29 2019/5/20 生出演：Nスタ TBS 高平 テレビ 有
30 2019/5/29 佐久穂チャレンジデー→肉離れ 長野県 長野県佐久穂町 塚原 講演、教室 有
31 2019/6/1 2019/6/3 オリンピアン研修会、被災地訪問 札幌 JOC 高平 ゲスト 無

32 2019/6/1 8:45 15:00 福島民友 まちなか子ども夢駅伝 福島県
郡山市体育協会、福島民友新聞
社、郡山市中央商店街振興組合

陸上：田中圭祐 ゲスト
子どもたちの健全な育成と交流
人口の拡大、郡山市中心市街地
の活性化

有

33 2019/6/2 収録：スポーツウォッチャー テレ東 テレビ東京 塚原 テレビ 有

34 2019/6/2 11:30 15:30 生中継：第24回日本ID陸上競技選手権大会のゲスト解説
熊谷スポーツ文化公園陸上競技
場

特定非営利活動法人日本知的障が
い者陸上競技連盟

塚原 YouTube 有

35 2019/6/3 17:30 18:30 収録：フジテレビ　S-PARK UHB フジテレビ 高平 テレビ 有
36 2019/6/4 12:00 14:00 銀座松屋の運動会 幕張ﾒｯｾ 銀座松屋 高平 ゲスト 有

37 2019/6/6 16:00 17:00 ★社内：コアパートナー向け新人研修会 蒲田SS
★グローバルサプライチェーン本部
ソリューションパートナー調達統括
部　パートナー施策推進部　谷中

塚原 講演 無

38 2019/6/6 17:00 18:00 収録：NHKニュースウォッチ９ 蒲田２F　S2222 NHK 塚原 テレビ 有
39 2019/6/6 19:00 20:00 収録：日テレNews Zero 日テレ本社 日本テレビ 塚原 テレビ 有
40 2019/6/8 VTR:ＮＥＷＳ７ NHK 塚原 テレビ 有
41 2019/6/8 追跡LIVE!SPORTSウォッチャー テレビ東京 塚原 テレビ 有
42 2019/6/8 Going!sports&News 日本テレビ 塚原 テレビ 有
43 2019/6/9 日曜報道　THE PRIME フジテレビ 塚原 テレビ 有
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44 2019/6/10 生出演：とくダネ！ フジテレビ 高平 テレビ 有
45 2019/6/10 生出演：ひるおび！ TBS 高平 テレビ 有

46 2019/6/10 14:00 15:00
収録：フジテレビ「村上信五　情熱の鼓動」山縣選手の特集　放送
日：2019年7月5日25:55～26:55

共同テレビ：築地 フジテレビ 高平 テレビ 有

47 2019/6/10 VTR出演Live News it! フジテレビ 高平 テレビ 有

48 2019/6/11 フクビ化学 石川県 フクビ化学 高平 講演
オリンピックや私の取り組みにつ
いて

有

49 2019/6/11 zip!　目指せ東京五輪！最高フェイス フジテレビ 陸上：高橋英輝 テレビ 有

50 2019/6/13 16:00 17:00 ★社内：コアパートナー向け新人研修会 関西システムラボラトリ
★グローバルサプライチェーン本部
ソリューションパートナー調達統括
部　パートナー施策推進部　谷中

塚原 講演 無

51 2019/6/14
収録：NHK「パラ×ドキッ」　本放送：ＢＳ１ ２０１９年８月 ４日（日）
17:00〜17:49、再放送：ＢＳ１ ２０１９年８月１０日（土）13:00〜13:49

八王子 NHK 高平 テレビ 有

52 2019/6/14 収録：BS-TBSアスリート夢共演 ブリリア TBS 塚原 テレビ 有
53 2019/6/20 夢未来プロジェクト 江戸川区立松江第三中学校 東京都 塚原 教室 有
54 2019/6/21 9:30 12:20 横浜市小・中学校訪問事業 すすき野小学校 横浜市 塚原 教室 有
55 2019/6/26 VTR出演：ニュースウォッチ９ NHK 高平 テレビ 有

56 2019/6/26
収録：TOKYO FM「ENEOS presents DREAMS COME TRUE中村
正人のENERGY for ALL」

TOKYO FM 塚原 ラジオ 有

57 2019/6/27 2019/6/30 NHK解説：日本選手権 博多 NHK 高平 テレビ 有
58 2019/6/28 生中継：ひるおび TBS 高平 テレビ 有
59 2019/6/28 生出演：ひるおび TBS 塚原 テレビ 有
60 2019/6/28 ★解説:日本選手権パブリックビューイング 汐留本社　24階　大会議室 ★富士通 塚原 社内 無
61 2019/6/29 生出演：追跡LIVE!SPORTSウォッチャー テレビ東京 塚原 テレビ 有
62 2019/6/30 生出演：シューイチ 日本テレビ 塚原 テレビ 有
63 2019/6/30 VTR出演：日曜報道　THE PRIME フジテレビ 塚原 テレビ 有
64 2019/6/30 VTR出演：追跡LIVE!SPORTSウォッチャー テレビ東京 塚原 テレビ 有
65 2019/7/3 清見台小学校 木更津 千葉県 高平 教室 有

66 2019/7/5 19:20 19:26 電話生出演：J-wave 「ゴールドラッシュ」　：アンジャッシュ渡部建 電話 J-WAVE 塚原 ラジオ

6月末の陸上日本選手権の男子
短距離の結果を受けて、男子
100メートルの勝敗を分けたポイ
ント、現在の日本男子短距離界
の活況の理由や、4×100m手を
リレーの選手選考の行方

有

67 2019/7/6 NHKジュニアスポーツ教室 周防大島町陸上競技場 NHK 高平 教室 有
68 2019/7/7 オリンピックデーラン 喜多方市 JOC 塚原 ゲスト 有
69 2019/7/11 夢未来プロジェクト 昭和第一学園高校 東京都 塚原 教室 有

70 2019/7/14 新得町の競技場こけら落とし:小中学生対象の陸上教室
サホロリバーサイド運動広場陸上
競技場ピラサ

北海道 高平 教室
オープン記念すると同時に子供
たちの陸上競技への興味関心、
競技力の向上を高めること

50 有

71 2019/7/18 算数ドリル実践学習 葛飾区 組織委員会 塚原 ゲスト 有
72 2019/7/26 ★FNETSこども参観日　かけっこ教室 FNETS ★FNETS 塚原 教室 無

73 2019/7/27 15:00 17:00 オリンピック教室（校外編）
文京シビックホール（文京区春日
１－１６－２１）

JOC 高平 ゲスト 有

74 2019/7/27 16:30 18:10 オリンピックコンサート 長野市芸術館 メインホール JOC 塚原 ゲスト 有
75 2019/7/28 8:00 16:00 オリンピック1年前イベント・新宿区 新宿コズミックセンター 新宿区 塚原 教室 有

76 2019/7/29 未来への道、1000km縦断リレー
南三陸さんさん商店街～松島町
文化観光交流館

東京都、公益財団法人東京都ス
ポーツ文化事業団

塚原 ゲスト

青森から東京まで、東日本大震
災の被災地をランニングと自転
車でつなぐリレーを開催し、復興
へ向けた取組等を発信すること
で、東日本大震災の記憶の風化
を防ぐとともに、全国から集まる
参加者と被災地の方々の絆を深
める。

有

77 2019/7/29 再編集：聖火のキセキスペシャル NHK-BS1 塚原 テレビ
78 2019/7/29 陸上の新星が挑む日本一　師弟対決 NHK-BS1 陸上：澤野大地 テレビ
79 2019/7/31 10:00 12:00 取材：月刊陸上競技→陸連より依頼 オリンピックスクエア 月刊陸上競技 高平 雑誌

80 2019/8/2 14:00 15:00 東京2020大会日本代表選手団応援プロジェクト
Japan Sport Olympic Square１４
階

JOC 高平 トーク

・東京2020大会を盛上げる全員
団結プロジェクトを発表
・ロゴ、ステートメント、2019～
2020年の取組み
・全員団結プロジェクトの牽引役
となる応援団長の任命式
・応援団長とアスリート等との
トーク

有
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81 2019/8/4 2019/8/6 生中継：NHK　インターハイ沖縄の解説 沖縄 NHK 高平 テレビ 有
82 2019/8/6 収録：NHK　パラドキ NHK 塚原 テレビ 有
83 2019/8/8 収録：アスリート夢共演　　村上清加×髙平慎士→放送日10/5,12 BS-TBS 高平 テレビ 有
84 2019/8/10 アスリート夢共演「井谷俊介×塚原直貴」 BS-TBS 塚原 テレビ
85 2019/8/10 13:00 17:00 スマイルフェスティバルin前橋 群馬県敷島公園 公益社団法人前橋青年会議所 塚原 教室 有

86 2019/8/13 10:00 13:00 名寄市での陸上競技イベント 北海道名寄市 一般社団法人 TONDEN.RC 高平 教室

速く走る為の走り方の指導、 か
けっこトライアル、 未来のオリン
ピック選手へ向
けたトークイベントなど

有

87 2019/8/16 2019/8/18 福井陸協Athlete Night Games in FUKUI 9/98スタジアム 福井県陸上競技協会 高平 ゲスト 有
88 2019/8/16 2019/8/18 福井陸協Athlete Night Games in FUKUI 9/98スタジアム 福井県陸上競技協会 塚原 ゲスト 有
89 2019/8/24 オリンピック招致案件 北海道 高平 ゲスト 有
90 2019/8/24 陸上教室：2019スポーツ王国北海道 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 北海道 高平 教室 有
91 2019/8/25 15:00 15:30 オリンピックパラリンピック１年前イベント 川崎ラゾーナ 川崎市 塚原 トーク 有
92 2019/9/1 9:00 15:00 猪苗代町　町民大運動会：プレゼンター、リレー出走、走り方教室 猪苗代町陸上競技場 猪苗代町、猪苗代町教育委員会 高平 ゲスト 1200 有

93 2019/9/3 10:30 12:00
スポーツナビ：世界陸上特集　掲載日：マイルリレー→9/27、4継
→10/3

汐留本社 スポーツナビ 高平 webサイト 有

94 2019/9/4 川崎競馬「戸塚記念（SⅠ）」：トーク、プレゼンター 川崎競馬場 神奈川県川崎競馬組合 塚原 ゲスト 有

95 2019/9/6 収録：「極ワザ」 →放送：9/28（土）
大井ふ頭中央海浜公園スポーツ
の森陸上競技場

TOKYO MXテレビ 高平 テレビ 有

96 2019/9/7 NHK札幌：トークショー サッポロファクトリー NHK札幌局 高平 ゲスト 有
97 2019/9/7 収録：ＮＨＫスペシャル～陸上男子短距離～ NHK 塚原 テレビ 有
98 2019/9/11 取材：コラム 日経新聞 高平 新聞 有
99 2019/9/14 オピンピックデーフェスタ 福島県 JOC 塚原 有

100 2019/9/15 さいたま市オリパライベント
イオンモール浦和美園　セントラ
ルコート

埼玉市 塚原 ゲスト 有

101 2019/9/15 生出演：サンデースポーツ NHK 陸上：中村匠吾 テレビ 有
102 2019/9/16 生出演：S☆１ TBS 陸上：中村匠吾 テレビ 有
103 2019/9/16 生出演：あさチャン！ TBS 陸上：中村匠吾 テレビ 有

104 2019/9/16 13:55 14:54
生出演：祝！東京五輪マラソン代表内定スペシャル　ＭＧＣ涙の
舞台裏完全密着！

TBS 陸上：中村匠吾 テレビ 有

105 2019/9/16 生出演：ニュース７ NHK 陸上：中村匠吾 テレビ 有
106 2019/9/16 生出演：報道ステーション テレビ朝日 陸上：中村匠吾 テレビ 有
107 2019/9/17 世界陸上の壮行会、結団式 東京都内 高平 ゲスト 有
108 2019/9/17 生出演：ニュースウォッチ９ NHK 陸上：中村匠吾 テレビ 有

109 2019/9/20 9:30 10:00 第７１回荒川区立中学校連合体育大会 江戸川陸上競技場 荒川区教育委員会 塚原 ゲスト
運動・協議を通じてスポーツ精神
の高揚を図るとともに生徒の相
互の・と友情を深める目的

有

110 2019/9/21
投信フォーラム2019 in長野～つくりませんか 投資信託で積み重
ねる自分の未来～

ホテルメトロポリタン長野 信濃毎日新聞 塚原 講演、シンポジウム 有

111 2019/9/24
収録：zip! 『King & Prince MEDAL RUSH』→放送日：10/7（月）～
11（金）

日本テレビ 塚原 テレビ
「2020オリンピック・パラリンピッ
ク」応援企画

有

112 2019/9/24 9:00 12:00 夢未来ブロジェクト 港区立麻布小学校 東京都 高平 講演、実技 有
113 2019/9/25 生出演：あさチャン！ TBS 高平 テレビ 有
114 2019/9/25 夢未来ブロジェクト 江東区立小名木川小学校 東京都 高平 講演、実技 有
115 2019/9/26 生出演：あさチャン！ TBS 高平 テレビ 有
116 2019/9/26 収録：聖火ロード5min. 長野 NHK 塚原 ゲスト 有
117 2019/9/27 生出演：あさチャン！ TBS 高平 テレビ 有
118 2019/9/30 10:20 12:15 世田谷区学校事業 三宿小学校 世田谷区 塚原 講演、実技 有
119 2019/10/4 2019/10/8 NHK解説：国民体育大会 茨城県 NHK 高平 テレビ 有
120 2019/10/6 ★こけら落とし：陸上教室2コマ 川崎工場　F-field,F☆PARK ★富士通 塚原 教室 無
121 2019/10/19 12:30 14:00 県民スポーツ月間「かながわスポーツフェスティバルinはだの」 秦野市カルチャーパーク 神奈川県 塚原 教室 有

122 2019/10/20 中野区桃園まつり 桃花小学校 中野区 高平 教室、ゲストトーク
中野区オリンピック・パラリンピッ
ク推進事業

有

123 2019/10/21 夢未来プロジェクト 品川区立御殿山小学校 東京都 塚原 講演、実技 有
124 2019/10/25 オリパラ事業 東京都立大崎高校 東京都立大崎高校 塚原 講演 有

125 2019/10/26 13:30 15:00
スミセイウエルネスセミナーオリンピアンから学ぶ 親子かけっこ教
室

くにびきメッセ
住友生命福祉文化財団、山陰中央
新報社

塚原 教室 親子100組 有
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126 2019/10/27 15:45 17:30 スポーツチャレンジ教室、ペアレンツ教室 当別町総合体育館 北海道庁 高平 教室

子どもたちに対しオリンピックの
魅力やスポーツの楽しさを伝え、
スポーツに対する興味関心や積
極的な参加の機運を高めること
を目的としたスポーツチャレンジ
教室と、保護者にスポーツの大
切さを理解してもらい、子どもの
スポーツに親しむ習慣が促進さ
れるよう普及・啓発することを目
的として、ペアレンツ･スクールを
開催

有

127 2019/10/27 ★くすのきまつり 蒲田SS ★富士通 陸上：嶺村鴻汰 教室 無
128 2019/10/30 ★顧客向け講演 ベルサール汐留 ★トータリゼータ 塚原 講演 無

129 2019/11/1 MCS成果発表 沼津キャッスルホテル
★富士通ミッションクリティカルソフト
ウェア

塚原 講演 無

130 2019/11/2 ラグビーワールドカップ決勝戦セレモニー登壇 横浜臨港パーク 神奈川県 塚原 ゲスト 有
131 2019/11/5 菊名小学校：PTAの社員から依頼 横浜市　　菊名小学校 横浜市 塚原 講演、実技 有
132 2019/11/8 広島県比治山女子高校　陸上競技部 広島県比治山女子高校 高平 教室 有
133 2019/11/8 横浜マラソン：ステージでトークショー、自治体に挨拶回り パシフィコ 横浜市 塚原 トーク 無
134 2019/11/9 2019/11/10 オリンピックデーラン＆陸上教室 大分県中津市 JOC 高平 ゲスト、教室 有

135 2019/11/15 2019/11/18 大分国際車いすマラソン 大分県
大分県、公益財団法人日本障がい
者スポーツ協会日本パラリンピック
委員会ほか

塚原 ゲスト

この大会は、日本国内及び外
国・地域の身体に障がいのある
方が車いすマラソンを通じて、希
望と勇気をもって社会に参加す
る意欲を喚起するとともに、広く
県民が障がいのある方について
の関心と理解を深めることが目
的

有

136 2019/11/15 江東区　部活動夢応援PJ 深川第一中学校（陸上競技部） 江東区 高平 実技 有

137 2019/11/16 13:00 15:30 Dream Run スクール：トークショー、教室オブザーバー
鹿児島ふれあいスポーツランド屋
内運動場

南日本新聞社 高平 トークほか

2020年東京五輪と鹿児島国体、
さらに将来に向けて、小中学生
の
陸上技能向上と意識の醸成を図
る

300 有

138 2019/11/17 ジャパンウォーク 明治神宮外苑 朝日新聞社 高平 ゲスト 5000 有
139 2019/11/17 ジャパンウォーク 明治神宮外苑 朝日新聞社 陸上：森岡紘一朗 ゲスト、教室 5000 有
140 2019/11/22 15:00 16:30 宿毛市 宿毛市）四万十市文化センター 宿毛市 高平 講演 有
141 2019/11/22 AM いわき市オリパラ事業 いわき市平第五小学校 いわき市 塚原 講演、実技 有
142 2019/11/22 PM いわき市オリパラ事業 いわき市泉中学校 いわき市 塚原 講演、実技 有
143 2019/11/23 13:00 15:00 世田谷区アメリカ選手との交流イベント 世田谷区立総合運動場 世田谷区 高平 アメリカホストタウンの機運醸成 有
144 2019/11/24 収録：TBS「ＳＡＳＵＫＥ」 緑山スタジオ TBS 塚原 テレビ 有
145 2019/11/24 ボールゲームフェスタ 静岡県裾野市民体育館 日本トップリーグ連携機構 塚原 ゲスト 有

146 2019/11/28
＜11/28　久慈東高校＞　講演のみ（60分）＜11/29　金田一中学
校＞　講演のみ（45分）

岩手県 塚原 講演 有

147 2019/11/30 NHK陸上教室 北海道白糠町 NHK 高平 教室 有
148 2019/12/1 新宿区250日前記念イベント 新宿区落合第二中学校 新宿区 塚原 教室 有
149 2019/12/3 オリンピック教室 東松山市立東中学校 JOC 塚原 教室 有
150 2019/12/5 世田谷区学校事業 砧南小学校 世田谷区 高平 講演、実技 有
151 2019/12/6 2019/12/7 12/6学校訪問、12/7オリンピックデーフェスタ 福島県郡山 JOC 高平 ゲスト 有

152 2019/12/7 9:00 12:00
「 meiji POWER! ひとくちの力、ともだちの力
～オリンピアン・パラリンピアンとパラ陸上競技を体験しよう～」
小学４年生～６年生対象

横浜市公田小学校 株式会社明治 塚原 ゲスト

１．障がい者と健常者の間には
ボーダーがないこと
２．パラ陸上競技の本質的な魅
力
３．健康な体作りにも、運動・ス
ポーツをする上でも食事が大切
であること

150 有

153 2019/12/8
2019スポーツ王国北海道「スポーツチャレンジ教室～陸上教室
～」及び「ペアレンツ・スクール」

上士幌町スポーツセンター 北海道 高平 教室 有

154 2019/12/8 13:00 15:30 岐阜県瑞浪市講演＆陸上教室 岐阜県瑞浪市 岐阜県瑞浪市 塚原 講演、教室 有

155 2019/12/10 9:30 15:00 Ｕ１３（小学生）クリニック 新青森県陸上競技場 青森陸上競技協会 陸上：岸本鷹幸 教室
青森県内のジュニア発掘並びに
陸上競技人口の拡大とジュニア
競技者の育成強化

100 有
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156 2019/12/11 13:00 16:00 札幌市オリパラ事業 札幌市立旭小学校 札幌市教育委員会 高平 教室
オリンピックパラリンピックの精
神とその価値に基づくスポーツ
の理解

32 有

157 2019/12/12 札幌市オリパラ事業 札幌市元町北小学校 札幌市教育委員会 高平 教室
オリンピックパラリンピックの精
神とその価値に基づくスポーツ
の理解

119 有

158 2019/12/14 13:00 14:30
福井しあわせ元気国体・障スポ開催記念　県民交流イベント「は
ぴりゅうフェスタ2019inサンドーム福井」

サンドーム福井 福井県 陸上：北川貴理 トーク、教室
スポーツ振興の機運醸成、文化
振興と各団体の相互交流。県内
の観光PR等。

有

159 2019/12/15 塩尻市講演
長野県塩尻市　塩尻文化会館レ
ザンホール

塩尻市 塚原 講演 有

160 2019/12/17 10:00 13:00
収録：TVK「カナフルTV 」：神奈川県知事よりご依頼　放送1月5
日：「2020年を迎えて」（知事出演）

TVK 神奈川県 塚原 テレビ

①東京2020大会に向けて、県に
ゆかりのあるアスリート等が見ど
ころを紹介
②観戦に訪れる方向けの観光
情報、頑張ろう箱根、およびお土
産情報

有

161 2019/12/20 2019/12/22 鹿児島：2020年鹿児島国体候補選手向け講師
ジャパンアスリートトレーニングセ
ンター

鹿児島陸上競技協会 高平 指導、講義 40 有

162 2019/12/20 TBS　社会貢献活動「東京都オリパラ事業」　初田アナと 港区立青南小学校 TBS 塚原 教室、トーク 有
163 2019/12/21 8:00 13:00 オリンピックデーラン東京大会 明治神宮球場 JOC 塚原 ゲスト 有
164 2019/12/21 8:00 13:00 オリンピックデーラン東京大会 明治神宮球場 JOC 陸上：澤野大地 ゲスト 有
165 2019/12/23 夢未来プロジェクト 府中工業高等学校 東京都 塚原 講演、実技 有

166 2019/12/25
収録：「SBCニュースワイドスペシャル」　放送日：2019年12月25日
18:15～20:00

信越放送 信越放送 塚原 テレビ 東京五輪の展望 有

167 2020/1/2 生出演：「第96回箱根駅伝　往路」 日本テレビ 日本テレビ 陸上：中村匠吾 テレビ 有

168 2020/1/11 オリパラ教育 江戸川区小松川第二中学校
NPO法人幼児教育従事者研究開発
機構

高平 講演 484 有

169 2020/1/12 SOMPOボールゲームフェスタ 北海道　今金町 トップリーグ機構 塚原 ゲスト
170 2020/1/13 印西市 印西市 印西市 高平 教室
171 2020/1/13 印西市 印西市 陸上：澤野大地、森岡紘一朗 教室
172 2020/1/15 ちば夢チャレンジかなえ隊 四街道市　大日小学校 千葉県 高平 講演、実技 有
173 2020/1/15 埼玉県　東京2020オリンピック・パラリンピック事業 東松山市立松山第一小学校 埼玉県 塚原 講演、実技 204 有

174 2020/1/18 朝日新聞かけっこ教室
越谷市　しらこばと運動公園陸上
競技場

朝日新聞社 塚原 教室 有

175 2020/1/24 茨城県情報サービス産業協会様「2020年新春の集い」 ホテルレイクビュー水戸 茨城県情報サービス産業協会 陸上：高橋健一 講演 有
176 2020/1/25 SOMPOボールゲームフェスタ 香川県坂出市 トップリーグ機構 塚原 ゲスト 有
177 2020/1/25 13:30 15:00 富士通陸上教室 舞鶴公園 西日本新聞社 陸上：長田拓也 教室 40 有
178 2020/1/29 14:00 16:15 大田区トップアスリート派遣事業 大田区石川台中学校 大田区 高平 講演、実技 121 有
179 2020/2/1 豊橋市陸上教室 名古屋市 高平 教室 有
180 2020/2/3 陸上教室 静岡県裾野市 株式会社クリヤマ 高平 教室 有
181 2020/2/5 オリパラ事業学校訪問 世田谷区給田小学校 世田谷区 陸上：岸本鷹幸 講演、実技 有
182 2020/2/7 収録：報道ステーション　放送日：2/24（月） 日大 テレビ朝日 陸上：澤野大地 テレビ 有

183 2020/2/9
2019スポーツ王国北海道「スポーツチャレンジ教室～陸上教室
～」及び「ペアレンツ・スクール」

上士幌町スポーツセンター 北海道 高平 教室

世界の第一線で活躍するアス
リート等によるスポーツ体験教室
を開催し、スポーツを通して心身
の健やかな成長を育むことの大
切さを保護者に認識してもらうと
ともに、子どもたちに対しスポー
ツの楽しさや魅力を伝え、スポー
ツに対する興味関心や積極的な
参加の機運を高めることを目的

有

184 2020/2/9 スポーツ講演会 吉の浦会館 吉の浦総合スポーツクラブ 塚原 講演 有
185 2020/2/11 川口市スポーツクリニック ：川口市内の中高生対象 川口市 川口市スポーツ協会 高平 教室 有
186 2020/2/13 富士テレコム様講演 名古屋市 ★富士通　東海支社 塚原 講演 有
187 2020/2/14 関西エグゼブティブフォーラム 関西システムラボラトリ ★富士通　関西 高平 講演 無
188 2020/2/15 長野工場陸上教室 富士通　長野工場 ★富士通　長野工場 陸上：嶺村鴻汰 教室 無

189 2020/2/16 いわてジュニア陸上クリニック ：対象　小学４～６年生 北上総合運動公園 北上陸上協会 高平 教室
短距離を速く走るための動作や
技術指導

有

190 2020/2/16 JAL presents スポーツ能力測定会in宮城 宮城県総合運動公園総合体育館 JAL 塚原 教室 有
191 2020/2/16 東京都小学生陸上体験教室 練馬区立開進第一中学校 東京都 陸上：嶺村鴻汰 教室 100 有
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192 2020/2/17 10:00 13:00 新潟県オリパラ教育推進事業 長岡市立総合支援学校 新潟県教育委員会 高平 教室

東京オリンピック・パラリンピック
を契機として、学校教育において
オリンピック・パラリンピックの価
値・意義について深く学ぶこと

116 有

193 2020/2/17 収録：abnTVオリパラ選手インタビュー 千葉県富津市 長野朝日放送 塚原 テレビ 有
194 2020/2/21 DD-Worksユーザー会　20周年記念式典 東京プリンスホテル ★富士通 塚原 講演 無
195 2020/2/22 オリパラ事業 墨田区横川小学校 墨田区 高平 講演、実技 472 有

196 2020/2/22 SOMPOボールゲームフェスタ
茨城県水戸市　東町運動公園新
体育館

トップリーグ機構 塚原 ゲスト 100 有

197 2020/3/7 SOMPOボールゲームフェスタ 山形県　鶴岡市槇原総合体育館 トップリーグ機構 塚原 ゲスト 有

198 2020/3/14 いわてジュニア陸上クリニック ：対象　小学４～６年生 北上総合運動公園 北上陸上協会 高平 教室
短距離を速く走るための動作や
技術指導

有

199 2020/3/28 イムラアスリートアカデミー出張指導 三重県鈴鹿市AGFフィールド イムラアスリートアカデミー 塚原 指導 有


