
2016年（平成28年）6月21日 

平成28年度 第10回スポーツ教材の提供先団体決定のご案内 

～サッカーボール・タグラグビーセットを抽選で合計135団体に提供～ 

 

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団（Yamaha Motor Foundation for Sports）は、心身ともに健全な子どもた

ちの育成を目的として、運動神経が急速に発達する幼児から中学生を対象に「スポーツ機会の充実に向けた新たな

取り組み」を計画している団体を対象にサッカーボールまたはタグラグビーセットの提供先の募集を行い、このほど抽

選により135団体の提供先を決定しましたのでご案内いたします。 

今回は、4月15日から6月9日の期間ホームページ上で申請を受け付け、日本全国の保育園・幼稚園・認定こども園、

小中学校、特別支援学校、スポーツ団体などから、合計862件（平成27年度 935件）の申請がありました。 

6月14日（火）MY PLAZA（東京都 丸の内）にて厳正なる抽選を行い、合計135団体の提供先を決定いたしました。（タ

グラグビーセットの申請比率が大きかったため、提供団体数を60団体から75団体へ増加しました。） 

提供先につきましては、別紙一覧をご覧ください。 

 

■公益財団法人日本体育協会 岡崎助一副会長 コメント 

今回も数多くの団体からの申請があり、特にタグラグビーセットを希望する団体

が多かったことが印象的です。ラグビー日本代表の活躍によってタグラグビー

に興味を持ち、取り組んでみたいと考える指導者や子どもたちが増加したことが

窺えます。子どもたちがスポーツに楽しく取り組む機会充実のために教材を役

立てていただくとともに、「スポーツ立国戦略の目指す姿」の実現に向けて、「す

る・見る・支える」スポーツ活動が活性化していくことを願っています。 

■公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 杉本典彦 事務局長 コメント 

今回で10年目を迎えるスポーツ教材の提供では、「スポーツ機会を充実させるための新たな取り組み」を計画している団体を

募集し135団体を決定しました。申請団体からは、子どもたちの体力・運動能力の低下の原因と考えられる「三間の減少」や「運

動能力の二極化」等の課題と、その対策としての取組み計画が寄せられました。ひとりでも多くの子どもたちがスポーツに楽し

みながら取り組むことができるよう、教材を活用いただけることを願っています。当財団ホームページではこれまでの提供教材

の活用事例もご紹介していますので、ぜひともご参照ください。 

 

※当財団では、東日本大震災の被災地に対し平成23年度より継続して支援を行ってきました。 平成28年度は、昨

年度と同様に、申請団体のうち特記事項に「地震・津波・原発事故の影響によるスポーツ機会の減少や体力の低

下」などの課題について具体的な記載があった11団体に対し、通常のスポーツ教材の提供とは別に被災地支援と

して申請のあったスポーツ教材を提供いたします。  

支援の詳細につきましては、当財団ホームページをご覧ください。http://www.ymfs.jp/ 

 

▼この件に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。（担当：平塚）  

公益財団法人日本体育協会 岡崎助一副会長

による抽選風景（東京都 丸の内） 



■スポーツ教材提供先一覧 

 サッカー3号球 （5個／団体）  23団体 

都道府県 団体名 都道府県 団体名 

北海道 旭川東光幼稚園 静岡県 てるみ幼稚園 

北海道 
株式会社食品急送 事業所内保育施設 

こども保育園つばき 

静岡県 湖西市立岡崎幼稚園 

愛知県 Club Atletico GIRASOL 

北海道 
学校法人和順学園 認定こども園 

綜合施設 函館若葉幼稚園 

岐阜県 社会福祉法人千寿会 千寿の里愛保育園 

岐阜県 川辺町第二保育所 

山形県 白鷹町ひがしね保育園 福井県 学校法人摂取学園 丈生神山幼稚園 

岩手県 滝沢市立滝沢東小学校 奈良県 奈良保育学院付属幼稚園 

福島県 学校法人吉野学園 わかば幼稚園 高知県 四万十町立影野小学校 

群馬県 大利根幼稚園 
長崎県 

学校法人長崎南山第二学園 

長崎南山認定こども園 茨城県 水戸市立河和田保育所 

埼玉県 学校法人富士学園 所沢富士幼稚園 長崎県 レデンプトール学園 レデンプトール幼稚園 

神奈川県 わかふじ幼稚園 長崎県 つぼみ保育園 

新潟県 
学校法人清祥学園 認定こども園 

今町天使幼稚園 えんぜる保育園 

佐賀県 認定こども園 さくらんぼ 

  

サッカー4号球 （5個／団体）  37団体 

都道府県 団体名 都道府県 団体名 

北海道 札幌市立光陽中学校 奈良県 奈良県立大淀養護学校 

青森県 
INTI WARA SSF 

（インティワラスマイルサッカーファミリー） 

奈良県 智辯学園 奈良カレッジ小学部 

滋賀県 栗東市立治田西小学校 

福島県 福島県立須賀川養護学校 滋賀県 彦根市立佐和山小学校 

茨城県 鉾田市立旭中学校 大阪府 守口市立下島小学校 

茨城県 古河市立三和東中学校 大阪府 大阪府立すながわ高等支援学校 

茨城県 茨城県立勝田特別支援学校 大阪府 大阪府立茨木支援学校 

埼玉県 三郷市立後谷小学校 兵庫県 姫路市立四郷小学校 

千葉県 東庄町立神代小学校 兵庫県 宝塚市立中山五月台小学校 

千葉県 大多喜町立みつば保育園 みつばサッカー教室 兵庫県 川西市立牧の台小学校 

神奈川県 大和市立南林間中学校 山口県 あけぼの学習会 

神奈川県 大和市立大野原小学校 徳島県 徳島県立板野支援学校 

山梨県 南アルプス市立白根東小学校 愛媛県 西予市立大野ヶ原小学校 

岐阜県 大垣市立北中学校 高知県 南国市立後免野田小学校 

岐阜県 岐阜市立岐北中学校 長崎県 学校法人ひかり学園 幼保連携型認定 

こども園 第二ひかり幼稚園 岐阜県 郡上市立郡南中学校 

長野県 上田市立東塩田小学校 佐賀県 佐賀市立南川副小学校 

三重県 いなべ市立治田小学校 熊本県 わいわいクリスポやまえ Jrサッカークラブ 

三重県 三重県立稲葉特別支援学校中学部 宮崎県 一般社団法人串間スポーツクラブ 

奈良県 桜井市立纒向小学校   



タグラグビーセット （タグボール4個・タグベルト20本／団体） 75団体 

都道府県 団体名 都道府県 団体名 

北海道 札幌市立手稲山口小学校 愛知県 田原市立清田小学校 

北海道 札幌市立稲穂中学校 愛知県 田原市立田原中部小学校 

北海道 札幌市立山鼻小学校 岐阜県 輪之内町立大藪小学校 

北海道 札幌市立東栄中学校 岐阜県 恵那市立上矢作小学校 

北海道 札幌市立幌東小学校 岐阜県 瑞穂市立穂積小学校 

北海道 札幌市立北郷小学校 岐阜県 本巣市立席田小学校 

北海道 旭川市立大有小学校 滋賀県 山田タグラグビークラブ 

山形県 NPO法人尾花沢総合スポーツクラブ 奈良県 SEIBI GACHA 

岩手県 花巻市立宮野目小学校 奈良県 奈良教育大学附属中学校 

岩手県 岩手県立久慈拓陽支援学校 奈良県 橿原市立香久山小学校 

宮城県 岩沼市立玉浦小学校 奈良県 大和高田市立磐園小学校 

宮城県 宮城県立名取支援学校 大阪府 茨木市立郡山小学校 

福島県 棚倉町立棚倉小学校 大阪府 大阪府立東淀川支援学校 

群馬県 学校法人若葉幼稚園 放課後児童クラブわかばの杜 大阪府 枚方市立枚方小学校 

茨城県 茨城県立常陸太田特別支援学校 兵庫県 三田市立三田小学校 

茨城県 鉾田市立新宮小学校 兵庫県 川西市立東谷小学校 

埼玉県 熊谷市立秦小学校 兵庫県 姫路市立城東小学校 

埼玉県 熊谷市立籠原小学校 岡山県 矢掛町立川面小学校 

埼玉県 熊谷市立大幡中学校 愛媛県 松山市立和気小学校 

埼玉県 坂戸市立城山小学校 愛媛県 愛媛県ラグビーフットボール協会 

埼玉県 八潮市立中川小学校 愛媛県 新居浜市立金栄小学校 

千葉県 鴨川市立天津小学校 愛媛県 西条市立壬生川小学校 

千葉県 市川市立鶴指小学校 高知県 高知市立城西中学校 

千葉県 成田市立桜田小学校 福岡県 赤村立赤小学校 

東京都 世田谷区立北沢小学校 福岡県 田川市立弓削田小学校 

東京都 世田谷区立太子堂小学校 福岡県 柳川市立矢留小学校 

神奈川県 横須賀市立高坂小学校 佐賀県 佐賀大学教育学部附属小学校 

神奈川県 やんちゃるジム 
長崎県 

社会福祉法人正道会 幼保連携型認定 

こども園 かき道ピノキオ保育園 神奈川県 相模原市立もえぎ台小学校 

神奈川県 大和市立引地台小学校 
長崎県 

学校法人百合の園学院 認定こども園  

百合幼稚園 静岡県 沼津市立内浦小学校 

静岡県 浜松日体中学校 長崎県 ルンビニーこども園 

静岡県 富士市立岩松北小学校 長崎県 社会福祉法人共栄福祉会 桜が丘保育園 

長野県 上田市立菅平小学校 長崎県 長崎日本大学中学校 

長野県 大町市立大町北小学校 熊本県 苓北町立志岐小学校 

石川県 金沢市立十一屋小学校 宮崎県 椎葉村立大河内小学校 

愛知県 蒲郡市立西浦中学校 宮崎県 国富町立本庄小学校 

愛知県 知立市立八ツ田小学校 沖縄県 那覇市立神原中学校 

愛知県 田原市立若戸小学校   

※提供先につきましては、当財団ホームページでもご覧いただけます。 http://www.ymfs.jp/ 


