
 

 

2022年5月16日 

2022年度 第16回スポーツ教材の提供先団体決定のご案内 

～タグラグビーセット・ボッチャボールセットを抽選で合計120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（YMFS）は、2月23日から4月18日までの期間、2022年

度「第16回 スポーツ教材の提供」の募集を行い、保育園・幼稚園・認定こども園、小学校、中学校、特別
支援学校、スポーツ団体など、合計663件（2021年度は772件）から申請を受けました。 
このたび、4月28日（木）に厳正なる抽選を行い、120団体の提供先を決定しました。提供先につきまして

は、別紙一覧をご覧ください。 

YMFSは、心身ともに健全な子どもたちの育成を目的として、「子どもたちがスポーツを楽しみ、好きにな
るような取り組み」を計画している団体を対象に、2007年度からスポーツ教材の提供を行っています。 

なお、提供教材として昨年度より採用し始めたばかりであり、誰もが参加しやすい競技特性やパラリン
ピック等での活躍も後押しとなり、ボッチャボールセットへの関心度が高く、ボッチャボールセットとタグラグ
ビーセットの応募の割合は7：3でした。     

 

 

 

 

 

 

 

 

■公益財団法人日本スポーツ協会 泉正文 副会長 コメント 

昨年からボッチャボールセットを提供教材として採用したところ、指導者の皆さまから、さまざまな具体的な活用

計画を、また、教材が当選した団体からは共生社会を学ぶきっかけづくりとして、教材を活用した興味深い活用

報告をいただきました。コロナ禍であっても工夫して、多くの子どもたちがスポーツを楽しみながら、さまざまな体

験をしてくれることを期待しています。 

■公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団 小畠宏史 事務局長 コメント 

新型コロナ感染症の影響でさまざまな活動が制限される中、工夫を凝らし体験機会を設けて活動されている現

場の皆さまの様子を、“活動報告書”を通じて今年もたくさん確認することができ、我々事務局一同、非常に嬉し

く、頼もしく感じています。これからも提供する教材を活用した体験機会を通じて、一人でも多くの子どもたちの

笑顔を作れるよう、積極果敢にスポーツ教材提供活動に取り組んで参ります。 

※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：濱北） 

公益財団法人日本スポーツ協会泉正文副会長による

抽選風景 

提供教材 

（タグラグビーセット、ボッチャボールセット） 
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■スポーツ教材提供先一覧 

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） 60団体                 

都道府県 団体名  都道府県 団体名 

北海道 札幌市立山の手小学校  静岡県 藤枝音羽幼稚園 

北海道 別海町スポーツ協会  静岡県 浜松市立中川幼稚園 

北海道 函館ラグビークラブ  愛知県 愛知県立瀬戸つばき特別支援学校 

北海道 江別ラグビースクール  愛媛県 東温市立双葉保育所 

北海道 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団  愛知県 大治町立大治西小学校 

北海道 広尾町立豊似小学校タグラグビー少年団  愛知県 瀬戸市立水野小学校 

青森県 八戸市立図南小学校  三重県 桑名市立深谷小学校 

宮城県 栗原市立志波姫小学校  滋賀県 社会福祉法人ご縁会 さくら坂東こども園 

宮城県 石巻市立中里小学校  大阪府 大阪市立南住吉小学校 

秋田県 男鹿市立払戸小学校  大阪府 池田市立池田小学校 

福島県 西会津町体育協会  兵庫県 夢の星幼稚園 

福島県 国見町教育委員会  兵庫県 学校法人神戸平安教会学園 ランバス記念幼稚園 

茨城県 坂東市立岩井第二小学校  兵庫県 姫路市立谷外小学校 

茨城県 八千代町立西豊田小学校  奈良県 香芝市立真美ケ丘東幼稚園 

茨城県 茨城県立北茨城特別支援学校  奈良県 天理市立二階堂幼稚園 

栃木県 下野市立石橋小学校  高知県 高知市立一ツ橋小学校 

栃木県 那須塩原市立波立小学校  福岡県 筑紫野市立二日市北小学校 

埼玉県 所沢市立山口小学校  佐賀県 南川副児童クラブ 

埼玉県 熊谷市立三尻小学校  長崎県 長崎市立高城台小学校 

埼玉県 春日部市立宮川小学校  長崎県 五島市立岐宿小学校 

千葉県 一般社団法人レガロスポーツクラブ  長崎県 社会福祉法人愛善会 

千葉県 香取市立小見川東小学校  長崎県 社会福祉法人長崎恵愛福祉会 ほほえみ保育園 

東京都 狛江市立狛江第五小学校  熊本県 天草市立本町小学校 

東京都 練馬区立光が丘むらさき幼稚園  熊本県 御幸スポーツクラブ 

東京都 八王子市立別所小学校  熊本県 総合型地域スポーツクラブ「チャレンジエイトおおたごう」 

神奈川県 学校法人南山学園 聖園女学院附属聖園幼稚園  鹿児島県 肝付町立岸良学園 

新潟県 加茂市立須田小学校  鹿児島県 伊仙町立伊仙小学校 

石川県 認定こども園相見保育所  沖縄県 宮古島市立北小学校 

岐阜県 美濃加茂市立古井小学校  沖縄県 那覇市立真地小学校 

長野県 山形村立山形小学校  沖縄県 うるま市立あげな小学校 
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ボッチャボールセット （ボッチャボール13個、審判具、収納バッグ／団体） 60団体 

都道府県 団体名  都道府県 団体名 

北海道 名寄市立名寄東中学校  山梨県 南アルプス市立櫛形中学校 

北海道 松前町立松城小学校  岐阜県 多治見市立北陵中学校 

北海道 札幌市立藻岩中学校  静岡県 富士市立須津中学校 

北海道 札幌市立澄川西小学校  静岡県 浜松市立大崎幼稚園 

北海道 札幌市立真駒内桜山小学校  静岡県 磐田市立東部小学校 

北海道 石狩市立浜益中学校  三重県 桑名市立多度中小学校 

北海道 札幌市立新陵中学校  三重県 桑名市立明正中学校 

北海道 特定非営利活動法人みなみなプレイス  三重県 伊勢市立四郷小学校 

北海道 札幌市立あいの里東中学校  滋賀県 社会福祉法人彦根福祉会 鳥居本保育園 

岩手県 宮古市立崎山小学校  京都府 城陽市立青谷小学校 

宮城県 利府町立利府第三小学校  大阪府 大阪市立玉出中学校 

秋田県 秋田県立能代支援学校  大阪府 大阪市立南港光小学校 

福島県 郡山市立宮城小学校  兵庫県 川西市立久代小学校 

福島県 只見町立朝日小学校  愛媛県 新居浜市立神郷小学校 

茨城県 坂東市立内野山小学校  福岡県 大牟田市立中友小学校 

埼玉県 新座市立野寺小学校  福岡県 宗像市立玄海小学校 

千葉県 館山市立船形小学校  佐賀県 社会福祉法人太陽の子 あおいとりこども園 

千葉県 市川市立須和田の丘支援学校稲越校舎  佐賀県 伊万里市山代西児童クラブ 

千葉県 鎌ケ谷市立道野辺小学校  佐賀県 佐賀県立ろう学校 

千葉県 柏市立土小学校  長崎県 社会福祉法人清風園 保育所海光園 

千葉県 富津市立大貫小学校  熊本県 社会福祉法人温心会肥後っこ保育園 

千葉県 学校法人一色学園 鎌ヶ谷みどり幼稚園  熊本県 社会福祉法人太陽福祉会 水俣さくら保育園 

千葉県 旭市立鶴巻小学校  熊本県 社会福祉法人千秋福祉会 北新地海音保育園 

千葉県 印西市立本埜小学校  熊本県 NPO法人長洲町総合型地域スポーツクラブ長洲にこにこクラブ 

神奈川県 学校法人信栄学園認定こども園 野庭聖佳幼稚園  宮崎県 延岡市立浦城小学校 

神奈川県 逗子市立池子小学校  鹿児島県 奄美市立住用小学校 

神奈川県 川崎市立王禅寺中央小学校  鹿児島県 八幡幼稚園 

神奈川県 神奈川県立高津養護学校  鹿児島県 やくしま仲良しコミスポクラブ 

富山県 滑川市立北加積小学校  沖縄県 竹富町立船浦中学校 

石川県 金沢市立鞍月小学校  沖縄県 石垣市立名蔵小中学校 

 

※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。  

https://www.ymfs.jp/project/support/supply/ 


