


日本スポーツ少年団団員綱領

１．わたくしたちは、スポーツをとおして健康なからだと心を養い

ます。

１．わたくしたちは、ルールを守り、他人に迷惑をかけない、りっ

ぱな人間になります。

１．わたくしたちは、スポーツによって、自分の力を伸ばす努力を

します。

１．わたくしたちは、スポーツのよろこびを学び、友情と協力を大

切にします。

１．わたくしたちは、スポーツをとおして世界中の友だちと力をあ

わせ、平和な世界をつくります。

日本スポーツ少年団指導者綱領

１．わたくしたちは、次の時代を担う子どもたちの健全育成のため

に努力します。

１．わたくしたちは、スポーツのもつ教育的役割を果たすために努

力します。

１．わたくしたちは、子どもたちのもつ無限の可能性を開発するた

めに努力します。

１．わたくしたちは、つねに愛情と英知をもって子どもたちと行動

するよう努力します。

１．わたくしたちは、スポーツを愛する仲間とともに世界の平和を

築くために努力します。
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50 周年を迎え
新たなる時代に向かって

仙台市スポーツ少年団　　　　　　　　

本　部　長　吉　田　　　尚　

仙台市スポーツ少年団は、昭和 39 年に仙台市体育協会によって、20 団の単位団で

創設されました。現在は、299 団 6,771 名の団員と 1,821 名の指導者を有する宮城県

内最大の青少年スポーツ団体となっております。

スポーツ少年団は、地域を基盤として「1 人でも多くの青少年にスポーツの喜びを

提供する。」「スポーツを通じて青少年のこころとからだを育てる。」「スポーツで人々

をつなぎ、地域づくりに貢献する。」この理念のもと、『スポーツによる青少年の健全

育成』という目的で設立されております。

この理念に基づき、各々の団が、スポーツを通じて、日々努力、研鑽して、今日の

スポーツ少年団を築き上げて頂いております。また、多くのリーダーや指導者を生み

出し、アスリートも育てて頂きました。

順風満帆の日々を送らせて頂いておりましたが、残念なことに 2011 年 3 月 11 日に

発生した東日本大震災により、仲間や家族、指導者など多くの尊い命が奪われ、家

屋や生活にも甚大なる被害を受けました。子供たちにとっては計り知れない不安と

ショックがあったと思います。大人たちも先の見えない状況でありました。そのよう

な中、全国のスポーツ少年団の仲間や姉妹都市として交流している白老町スポーツ少

年団などから、支援物資が届くようになりました。T シャツやスポーツ用具などは被

害の大きかった沿岸部を中心に届け、大変喜ばれました。全国の仲間の皆さまから物

心両面のご支援を頂きました事に心より御礼申し上げます。

仙台市スポーツ少年団も、震災から 4 年が経過して、どうにか従来の活動が出来る

様になってきました。まだまだ十分とは言えませんが、各部会、各単位団には、運営

方法の見直し、活動時間、活動内容の見直しなど、色々な環境の変化に対応して頂き

ました事に感謝申し上げます。

これからのスポーツ少年団は、今まで以上に地域に密着した、地域とともに歩み続

ける事が望まれてきます。また、東京オリンピックが開催されることにより、スポー

ツへの関心が高まり、多くの団員の入団が予想されます。時代のニーズに対応した改

革が必要になってきます。新たな時代に向かって、常に、スポーツを通じて子供を健

全に育む事を念頭に、前進するスポーツ少年団であり続けるためにも、初心に帰って、

各単位団で指導方針や、規約など、日々の活動にマッチしたものなっているかなど、

整備していくことが必要だと考えております。

最後に、皆様と一緒に、スポーツ少年団発展のため邁進してまいりますので、引き

続きご協力とご支援をお願い申し上げます。
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宮城県スポーツ少年団　　　　　　　　

本　部　長　村　上　　利　仁　

祝　　　辞

仙台市スポーツ少年団創設 50 周年記念式典を挙行されるに当り、お祝いの言

葉を申し上げます。

1936 年に日本スポーツ少年団が創設され、5 つの大きな理念の柱のもと全国に

輪を広げ、この活動が多くのスポーツ関係者に受け入れられ、創設 10 周年を超

えて、全国で 100 万人の団員登録を見ることができたと聞き及んでおります。

この団員の内、我が宮城県は常に 3 万人の団員を擁しておりましたが、10 年

前から減少に転じ、今年度は 24,900 名の子どもたちの登録を見たところであり

ます。

日本スポーツ少年団設置規定の中で、目的を、スポーツ少年団の普及と育成及

び活動の活発化を図り、青少年にスポーツを振興し、もって青少年の心身の健全

な育成に資することと定められております。

仙台市スポーツ少年団創設 50 年間、歴代本部長を中心に順調に進展し数々の

実績を挙げて来られました。

宮城県スポーツ少年団登録の 27％は仙台市スポーツ少年団で占められていま

す。

今程次代を担う青少年の健全育成の重要性が声高く叫ばれている時期はないよ

うに思っております。

県内の子どもの体力・体格等の調査結果を見ると問題ではないかという方向が

指摘されていますが、多くの子どもにスポーツ少年団に登録していただき、宮城・

仙台の子どもたちの素晴らしさを全国に発信していきたいと考えております。

今後とも仙台市スポーツ少年団の益々のご発展と青少年の健全育成のためご協

力賜りますようご祈念申し上げ、お祝いの言葉と致します。
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仙 台 市 長　奥　山　恵美子　

仙台市スポーツ少年団が創設 50 周年を迎えられましたこと、心よりお祝い申

し上げます。

また、1964 年の結成以来、永きにわたりまして、児童生徒のスポーツ活動の

普及・振興や、健全育成にご尽力いただいていることに深く敬意を表しますとと

もに、心より感謝申し上げます。

50 年という歴史の中で、社会は急速な経済的発展を遂げた一方、少子高齢化

への対応や地域コミュニティ再生への取り組みが喫緊の課題となり、また、2011
年 3 月には、東北地方に甚大な被害をもたらした東日本大震災も経験いたしまし

た。

そのような中で、貴少年団が子どもたちのスポーツ活動を地域一丸となって支

え続け、 50 周年という記念すべき年を迎えられましたことは、関係者の皆様にと

りまして、感激もひとしおであると存じます。結成以来、様々なご苦労を重ねて

こられたものとお察しいたしますが、これまで築いてこられた、多くの子どもた

ちの成長や地域とのつながりは、今後の活動に向けた大きな財産になるものと思

います。

さて、国においては、スポーツ行政を一元的に担う「スポーツ庁」が設置され、

また、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、スポーツを

取り巻く環境は大きく動き出しています。

本市におきましても、2014 年 12 月にスポーツコミッションせんだいを設立し、

大規模なスポーツイベント等の誘致により、交流人口の拡大を図るとともに、高

い水準の競技スポーツに間近で触れることのできる環境を与えることで、子ども

たちのスポーツ志向を醸成し、将来を担う次世代の育成に力を入れていきたいと

考えているところでございます。

貴少年団におかれましては、引き続き、子どもたちの健やかでたくましい心身

の育成と、地域のさらなる活性化に向けて、お力添えを賜りますようお願い申し

上げます。

最後に、仙台市スポーツ少年団の益々の発展とご活躍をご期待申し上げますと

ともに、皆様方のご健勝を祈念いたしまして、お祝いのことばといたします。

祝　　　辞
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仙台市教育長　大　越　裕　光　

仙台市スポーツ少年団創設 50 周年を迎えられましたことを心よりお慶び申し

上げます。

また、指導者及び関係者の皆様におかれましては、昭和 39 年の設立当初から

50 年間の長きに渡り、スポーツを通した本市の子供達の健全育成についてご尽

力を賜りましたこと、厚く感謝申し上げます。

現代の子供達を取り巻く社会環境や生活様式の変化は、メディア接触時間が増

える一方で友達との外遊びやスポーツを楽しむ時間が減少傾向にあるなど、子供

達の体力・運動能力の低下をはじめ、心身の健康等に大きな影響を与えておりま

す。

子供達の体力・運動能力がピークであった昭和 60 年頃、スポーツを楽しむ時間、

空間、仲間づくりは、子供達が自分で創出できる環境が多くありましたが、近年

では、大人が意図的に環境を整え、スポーツをするよう促す必要性が増しており

ます。

こうした中、スポーツ少年団には、一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを

提供する、スポーツを通した青少年のこころとからだを育てる、スポーツで人々

をつなぎ、地域づくりに貢献するといった理念のもと、子供達が本気になって活

動に全力を尽くし多くのことを学べる環境が備わっており、貴少年団が、本市の

子供達の健やかな体の育成や心の成長のためにこれまで果たされてきた役割は非

常に大きなものがあります。

これからも指導者及び関係者の皆様方には、本市の子供達におけるスポーツを

通した健全育成にご支援を賜りますよう深くお願い申し上げます。

最後になりましたが、貴少年団のますますのご発展を祈念して祝辞といたしま

す。

祝　　　辞



6SENDAI. JUNIOR. SPORTS. CLUB. ASSOCIATION

（公財）仙台市スポーツ振興事業団　　　　　

理　事　長　佐　藤　孝　好　

仙台市スポーツ少年団の創設 50 周年、心からお祝いを申し上げます。

貴スポーツ少年団は、昭和 39 年の東京オリンピックを契機として創設された

とのことですが、折しも、平成 32 年の開催が決定した我が国として 2 回目の東

京オリンピックを目前に 50 年という節目の年を迎えることは、時の流れの重み

と同時に、何かめぐりあわせの妙を感じるところです。

この間半世紀にわたり、スポーツ少年団活動を、情熱をもって支えてこられた

幾多の先達の皆様はもとより、役員、指導者、ご父兄の皆様方の弛まざるご尽力

に敬意を表する次第です。

申し上げるまでもなく、スポーツ少年団は、一貫して「青少年の健全育成」を

活動の基本理念として掲げ、子どもたちの体力の向上や健康の保持、そしてスポー

ツを通した仲間との交流によって社会性を育む力の涵養を図るなど、地域におい

て極めて重要な役割を担ってきたものと存じます。

小学生のミニバスケットボール大会やバレーボール大会などの様子を拝見して

いると、子どもたちが目を輝かせながら、一つのボールを必死に追いかけている

姿はとても感動的です。

少子化や価値観の多様化など、スポーツ少年団を取り巻く環境は大きく変化し、

団員の減少などの課題も多々あろうかと思いますが、子どものころに培った貴重

な経験は必ずやその後の豊かなスポーツライフの礎になるものと信じます。

健康長寿社会への流れのなかで、生涯スポーツの振興が求められている今日、

スポーツ少年団の活動と私どもスポーツ振興事業団の活動は相通じるものがあ

り、お互いに手を携えながら市民スポーツの普及振興に力を尽くしてまいりたい

と存じます。

最後に、貴スポーツ少年団の更なる発展を心からご祈念申し上げお祝いの言葉

とします。

祝　　　辞
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仙台市体育協会　　　　　　　　　　

会　　長　斎　藤　建　雄　

このたび、仙台市スポーツ少年団が創設 50 周年の節目を迎えられましたこと、

心からお慶び申し上げます。

昭和 39 年、仙台市スポーツ少年団は「スポーツによる青少年の健全育成」を

目的に創設され、現在では団員・指導者合わせて 8,500 名を超える青少年スポー

ツ団体へと成長いたしました。これもひとえに、団活動の指導、育成に熱意をもっ

て携わってこられた指導者の方々をはじめ、多くの関係者の皆様のご尽力による

ものと深く敬意を表する次第です。

本協会では、市民の「スポーツ振興」、「体力・競技力の向上」、「生涯スポーツ

の実践」を掲げ、各加盟団体が市民スポーツ活動の充実を目指し様々な事業に取

り組んでおります。仙台市スポーツ少年団も加盟団体の一員として、子どもたち

に地域におけるスポーツの場を提供し、スポーツの楽しさ、素晴らしさを伝える

ための活動を積極的に行ってまいりました。青少年期におけるスポーツ体験は、

体力・運動能力、スポーツ技術を向上させ、それ以降のスポーツ活動の継続、ひ

いては生涯にわたってスポーツを楽しむことができる基盤づくりにつながりま

す。スポーツ少年団は、生涯スポーツの出発点となる時期の子どもたちを育み、

支える役割を担っており、その活動には大いに期待が寄せられております。

この 50 年の間に、子どもたちやスポーツ少年団を取り巻く環境は大きく変化

し、また、平成 23 年に発生した東日本大震災により、それまでの団活動が制限

される状況もありました。

今後とも、スポーツを通した震災復興に向け、また次世代を担う子どもたちの

身体と心を育て、新しい時代に即した幅広く積極的な活動を展開するため、皆様

のより一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに、仙台市スポーツ少年団の益々のご発展と子どもたちの健やかな成長を

祈念し、お祝いの言葉といたします。

子どもたちに夢を！
（祝・50 周年）
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合併前の 2市 2町の本部長

仙　台　市 初　代 升　澤　勝　見 昭和 39 年～昭和 41 年

二　代 小　畑　健　治 昭和 41 年～昭和 54 年

三　代 菊　池　道　衛 昭和 55 年～昭和 60 年

四　代 大　岡　保　典 昭和 60 年～平成 2 年

泉　　　市 初　代 熊　谷　誠　一 昭和 50 年～平成 2 年

宮　城　町 初　代 佐々木　駒　雄 昭和 53 年～昭和 56 年

二　代 関　　　　　昭 昭和 57 年～昭和 60 年

三　代 加　藤　　　孝 昭和 60 年～平成 2 年

秋　保　町 初　代 岡　崎　敬　行 昭和 55 年～昭和 61 年

二　代 大久保　秋二郎 昭和 61 年～平成 2 年

2市 2町のスポーツ少年団が合併

仙台市スポーツ少年団創設

四　代 大　岡　保　典 平成 2 年度～平成 4 年度

五　代 菅　原　　　壽 平成 5 年度～平成 12 年度

六　代 筒　井　久美子 平成 13 年度～平成 18 年度

七　代 佐　藤　伸　光 平成 19 年度～平成 20 年度

八　代 安　中　俊　作 平成 21 年度～平成 26 年度

九　代 吉　田　　　尚 平成 27 年度～

仙台市スポーツ少年団歴代本部長

旧仙台市のスポーツ少年団が結成されてから 50 周年となります。

仙台市スポーツ少年団は平成 2 年に仙台市、泉市、宮城町、秋保町の各スポーツ少年団が

合併して結成されました。
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仙台市スポーツ少年団 50 周年おめでとうございます。

私も少年団活動に 30 年以上携わり、色々な事が有りました。考えれば卒団した子

供達の子供が今現在団員として活躍しています。月日の過ぎるのは早いもので、孫達

が行っているようなものです。

現在、少子化で子供達の数は減る一方で又社会環境も変わり、安全に自由に外で遊

ぶ事も出来ず、皆んなでのルール、決まり、いたわり、協力等々を学ぶ機会が無く、

又周りから、大人から学ぶ機会が無くなりました。こういう時だからこそ、少年団の

意義、行動が問われる時だと思います。体力はもちろん、楽しく、いきいきと少年団

に入って良かったと、生涯スポーツに関わり、健康で生きる、又子供達も大人になり

指導者を目指すような、指導をしていきたいと思います。

その為にも、仙台市スポーツ少年団が一丸となり、地域のリーダーとして活動出来

るようになればと思います。

50 周年おめでとうございます

宮城野区スポーツ少年団　　　

本部長　椎　名　二　男

青葉区スポーツ少年団　　　　

本部長　奥　山　高　博

未来の子供達のために

仙台市スポーツ少年団が創設 50 周年を迎えるに当たり、仙台市スポーツ少年団に

携わった全ての皆さんと共に喜びを分かち合いたいと思います。

私がスポーツ少年団に関わるきっかけとなったのは、息子が小学校 4 年の時に入団

（国見リトルベアーズ）したのが最初でした。当初はただ野球をやるだけと思ってい

ましたが、仙台市大会や県大会など、全てがスポーツ少年団に関わる皆さんのお陰で

成り立っているという事が、少しずつ分かってきました。

監督をやめるにあたり、吉田本部長より青葉区スポーツ少年団の本部長をして欲し

いとの依頼があり、今までお世話になった感謝の気持ちでと軽い気持ちで引き受けま

したが、諸所の会議等に出席していくうちに各区の本部長や、常任委員、そして事務

局の大変なご苦労が身にしみました。

日本スポーツ少年団指導者綱領の一番目にある、

「1．わたくしたちは、次の時代を担う子どもたちの健全育成のために努力します。」

この綱領をしっかりと心に刻み、仲間と共に前進していきたいと思います。

最後に、これまで支えてこられました、先輩諸兄の皆様に感謝の意を表しますとと

もに仙台市スポーツ少年団の今後益々の発展を心よりお祈りいたします。

各区スポーツ少年団本部長挨拶
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仙台市スポーツ少年団創設 50 周年おめでとうございます。これも歴代の本部長は

じめ各部会の役員、更にはリーダー会、そして常に陰と陽に会務を準備して下さって

いる事務局スタッフのおかげさまによりまして築き上げられたものであり、皆で喜び

合いたいと思います。

さて、少子化が進む現在、私達に課せられたことは少年少女にスポーツを通して夢

と快汗を持たせることではないでしょうか。

私はいま次のことを心がけて活動しております。

その 1　交流団体との「共生」（ともいき）であります。交流を通して指導者は指

導者から、少年は少年からそれぞれの良さを認め、自分達が考えるスポーツにするた

めの動機付けを行い「こころを包む心」豊かな心を数多く育成することであります。

考え方や取組み方姿勢に共感したときは晴れ晴れ気分になり直ぐに実践しています。

その 2　区スポ役員会での課題や地域スポ少との懇親会での情報交換で諸事情を耳

にするとき自団都合主義やセクト化は絶対避けることであります。

結びに　ひとつの団を追っていけば仙台市スポ少にたどり着きます。力をあわせて

60 周年に向かいましょう。

半世紀に亘り多くの青少年とスポーツを通して社会に貢献してきたことと思いま

す。

ここまでの間、仙台市が政令都市となり、5 区が誕生し区での活動となり、更には

東日本大震災も乗り越えて、ここに創設 50 年を迎えることとなり、多くの役員とし

て活躍された諸先輩、行政と体育協会の側面からの支えの力、活動の場として学校を

提供いただき、そこにはこどもを思う保護者の力、指導者の奉仕の心、多くの方々の

知恵と汗により今があると感謝の心でお祝いお喜び申し上げます。

仙台にプロのチームが誕生して身近に感じる機会が生まれ、これからもスポーツの

よろこびを感じ、無限の力を伸ばして、自分の為だけではなく他人に優しく心配りが

できる、そこに友情と微笑みがうまれ、心とからだを養い社会に貢献していく次の世

代を担う青少年を育てていくことに、工夫と努力をつみ重ね各団の飛躍をご期待申し

上げ、今後の更なる発展を祈念しております。

太白区スポーツ少年団　　　　

本部長　引　地　貞　利

創設 50 周年を迎えて

若林区スポーツ少年団　　　　

本部長　岩　本　多賀夫

スポーツのよろこび
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泉区スポーツ少年団　　　　　　

本部長　加　瀬　道　雄

創設 50 周年によせて

仙台市スポーツ少年団創設 50 周年誠におめでとうございます。

これもひとえに団員、指導者、母集団の長年にわたる活動の積み重ねの結果であり、

共に喜びを分かち合いたいと思います。

仙台市スポーツ少年団の現状は、平成 21 年約 7,500 人いた団員が平成 27 年では約

6,800 人と減少しております。児童全体のスポーツ少年団登録人数は仙台市で 8.2％で

あり、一概に少子化が原因と片付けて良いものかと疑問を持ちます。子ども達に仙台

市スポーツ少年団を良く知ってもらい、又スポーツの楽しさを伝えることにより、少

しでも団員の減少に歯止めがかかるのではないでしょうか。

スポーツ少年団指導者綱領の一つに「わたくしたちは、子どもたちのもつ無限の可

能性を開発するために努力します」とあります。大人の一方的な押し付けや決め付け

で無限の可能性の芽を摘まないようにしなければなりません。

スポーツを通して心身共に健康に成長した子供たちが、やがて指導者として 60 周

年、70 周年と仙台市スポーツ少年団の歴史を重ねて行ってほしいと願っています。

活動のスナップ

バスケットボール部会
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仙台市スポーツ少年団創設 50 周年おめでとうございます。

サッカー部会（仙台市サッカースポーツ少年団協議会）は泉区・青葉区・太白区・若林区・宮城野

区からの 79 団が加盟しています。

部会では、河北カップ・ベガルタカップ・オヤマカップ・ヒロスポーツカップ・仙台チャンピオン

ズカップ・冬季新人交流大会等の年間事業の他、県外チームとの交流大会や韓国広域光州市との親善

交流も行っています。

県事業の全日本宮城大会・東北大会・学年別・さわやか杯等大会にも参加しています。

その外、地元ベガルタ仙台のご協力のもと、毎年各区にて、サッカー教室も開いています。

“仲間と楽しいサッカーにキックオフ”

仙台市スポーツ少年団創設 50 周年、誠におめでとうございます。   
バレーボール部会は、1989 年に仙台市スポーツ少年団の種目別部会として認知され、以降種目別

大会等の主管を司っています。       
以前は、本部事業の一端として、1977 年に第 1 回バレーボール交流大会（春季・夏季・冬季）を開催し、

団活動の活発化とバレーボールの普及を図ってきました。本大会は、本年度で 38 回を重ねるまでに

至っております。

また、1991 年から新人交流大会を開催し、低学年へのチャンスの場を設けることにし、少年団活

動の一層の盛り上がりをはかっております。

昨今、少子化の流れを受けて、所属団数・団員数とも減少傾向

が見られますが、バレーボールを通してスポーツの魅力を発信し

つづけ、なお一層楽しい団活動を推し進められるよう努力してい

きます。

仙台市スポーツ少年団サッカー部会　部会長　岩　井　二　朗

仙台市スポーツ少年団バレーボール部会　部会長　山　岸　勝　彦

サッカー部会紹介

バレーボール部会紹介

部会紹介
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仙台市スポーツ少年団創設 50 周年誠におめでとうございます。

私がスポーツ少年団に関わり始めたのは、仙台市スポーツ少年団が仙台市 5 区にわかれ又種目別部

会が設立された平成 11 年の 2 年前からになります。

部会立ち上げ当初は、組織構成・規約作成・大会運営など何もかもが手作りで夜中までの打ち合わ

せや作業もたびたびでした。

現在の部会事業としては、5 月「総会・指導者母集団研修会」、8 月「白老交流」、8 月末～ 9 月初め（公

財）仙台市スポーツ振興事業団・仙台市スポーツ少年団主催「仙台市カップ小学生バスケットボール

大会兼仙台市スポーツ少年団バスケットボール交流大会」、12 月「さいたま市スポーツ少年団との交

流（さいたまシティカップ招待）」、各区への助成などです。

交流大会では、「子供たちに夢を与える大会にしたい」と、特別ルール（3 ポイント制）を設け、

又団員減少によるチーム事情に応じて参加出来るよう種別を増やすなど意欲的に取り組んでおりま

す。又、中学校の部も、春と秋に「宮城県スポーツ少年団バスケットボール交流大会（中学校の部）」

の予選を兼ねて交流大会を開催しております。

これまで、市スポ少にご尽力頂きました諸先輩の皆様に感謝いたしますと共に、更なる発展とご活

躍を祈念いたしております。

仙台市スポーツ少年団バスケットボール部会　部会長　村　上　文　江

バスケットボール部会紹介

仙台市スポーツ少年団が創設 50 周年を迎えるにあたり、平成 23 年 3 月 11 日、当地を襲った東日

本大震災にどうしても触れなければなりません。

ご承知のとおり、この震災では、当地に甚大な被害をもたらし、海岸沿いにあった広大なスポーツ

施設を失い、野球道具など生活のすべてを津波で失った子供たちも少なくありませんでした。しかし、

その後、全国から支援の輪が広がり、子供たちには、震災直後のショックから立ち直ってもらうため、

東北楽天ゴールデンイーグルス、東北福祉大野球部、仙台市少年野球連盟の三者が合同で、岩手、宮

城、福島を巡りながら、野球道具を配り、野球教室を開くなどして心のケアをしました。

この誌面をお借りし、全国の皆さまからの物心両面にわたり、ご厚情あふれたご支援に、改めて厚

く御礼申し上げます。

さて、当野球部会は、小学校の部、中学校の

部計 79 団で構成され、地域の皆さんのご支援・

ご協力の下、小学校の部は、春季、秋季、新人

の各交流大会を開催し、中学校の部は、前期、

後期、新人の各交流大会を開催しております。

また、大会を前に、仙台市野球協会のご協力を

得て、年 2 回審判講習会を開催し、大会の円滑

な運営に供しております。

仙台市スポーツ少年団野球部会　部会長　平　間　輝　夫

野球部会紹介
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当初バドミントン部会は 2 団しかありませんでしたが、現在は 4 団に増え、様々な交流大会等の取

り組みが出来るようになりました。

かつて小学生のみの交流大会を年 2 回行ってきましたが、中学生の加入も増えて来たことから夏期

交流大会へ中学生も出場できるようにしました。また、冬期交流大会時には日本リーグの選手を呼ん

で小・中学生も対象としたレベルアップ講習会も行ってきています。

東日本大震災後は被災した子ども達もいて活動が滞った団もありました。子ども達が元気になれば

大人達も元気になります。そこで、5 年前からは福島県と山形県の子ども達も招待しての交流大会を

開催しています。その中から少しではありますが、日本赤十字社へ義援金を寄付する取り組みも行っ

ています。この活動は復興の区切りとなる 10 年間は

続けて行く予定です。

今後も当部会は子ども達が元気に頑張って行けるよ

うな取り組みを行うと共に仙台市スポーツ少年団の更

なる発展のために尽力をつくして行きたいと思いま

す。

 仙台市スポーツ少年団創設 50 周年おめでとうござ

います。

仙台市スポーツ少年団バドミントン部会　部会長　加　藤　　　宏

仙台市スポーツ少年団創設 50 周年おめでとうございます。

柔道は日本古来の武道でありますが、柔道は国際社会の変化により多様化しつつあります。ルール

の改定や道着色などニーズに対応していかなければなりません。

当部会も 28 年目を迎えることになりました。現在柔道部会、単位団 9 団体が加盟しており 210 名

を超える団員が指導者と共に稽古に励んでおります。

交流大会は、形競技大会、団体競技大会、学年別競技大会がありますが、学年別競技大会は男女学

年別ですので、各団体ほぼ全員が出場出きる為、

盛大なる大会となりますので、母集団及び指導者

の方も熱が入るところです。

近年学校の授業にも取り入れられ、柔道を通し

て多くの仲間と共に心と体を育てる為、皆様の協

力をいただき活動を継続していまいります。

又、仙台市スポーツ少年団の益々の発展をお祈

り致します。

仙台市スポーツ少年団柔道部会　部会長　大　宮　正　道

柔道部会紹介

バドミントン部会紹介
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創設 50 周年おめでとうございます。

剣道部会では、加盟する 10 団体が仙台市内各地域において剣道指導を通じた幼少年の育成を行っ

ております。

昭和の時代には子供たちも多く、市内のみならず県内各地で活発に活動されてきましたが、近年の

少子化のため、残念ながら剣道に励む子供たちは減り、加盟団体数も減って参りました。

それでも、剣道を習いに来る子供たちは、『強くなりたい』と強く願い、一所懸命に竹刀を振っており、

その姿は昔も今も変わるものではありません。

剣道を含む武道は『礼に始まり礼に終わる』と申しますが、相手を敬うことを大切にし、我々もそ

れを指導しています。全日本剣道連盟が定める理念に

おいても『剣道は剣の理法の修錬による人間形成の道

である。』と定義されております。

我々指導者は、剣道を教授すること自体が自身の修

行であり、かつ、子供たちの人間形成を行っているの

だということを忘れずに、剣道を通じた幼少年の育成

を行って参りたいと考えております。

結びに、将来を担う子供たちのために各方面からの

ご支援・ご鞭撻を賜りたく存じますので今後ともよろ

しくお願いいたします。

仙台市スポーツ少年団剣道部会　部会長　瀨　戸　信　浩

剣道部会紹介

現在の部会は仙台ラグビースクールスポーツ少年団が担当しております。スポーツ少年団としての

試合は、宮城県で登録している団が集まる「宮城県スポーツ少年団交流大会」があります。その他は「宮

城県ラグビー協会」の事業計画にある 5 つの大会に参加しています。また、仙台ラグビースクールス

ポーツ少年団は、30 数年にわたり「秋田」「福島」「埼玉」との交流試合を企画し、活動しています。

今年のワールドカップに出場した日本代表は、優勝候補の南アフリカを破るなど、世界から高い評

価を受けました。この大活躍により、全国ではラグビースクールへの入校や体験に訪れる親子が増え

ているそうです。この流れに乗って、競技人口が増えればと思っております。

最後になりますが、4 年後のワールドカップは、2019 年に日本で開催されます。部会としても、将

来の日本代表やおじいちゃんになってもラグビーを続ける選手の

育成に努めたいと思います。

仙台市スポーツ少年団ラグビー部会　部会長　荘　野　和　幸

ラグビー部会紹介
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早いもので、当クラブも満 20 周年目を迎えました。今年は 17 名の皆さんで活動しています。当初

スポ少の加藤先生からも進めて頂きましたが、仙台ではまだまだマイナーでトランポリンの大会、イ

ベントを開催したくても競技用のトランポリンも無く（今でもですが）子ども達を東北・東日本・全

日本ジュニアの大会の為の練習場所を他県に借用するのが大変でした。河北・NHK・宮城テレビ・

東北放送等取材は受け、トランポリンの脳トレのすばらしさ、平衡感覚、他のスポーツの素用作り、

リハビリ等に於ける良さがまだまだ知られていなかったのが現状でした。そんな折、本場石川から 2
名の指導者が転勤でこられ教室を増やし、特に泉海洋センターでの教室は大変好評でいつも定員オー

バーでした。そんな中、県大会は上山で 5 年間お世話になりいつも 10 枚ほど賞状を頂き楽しい帰仙

バスの一日でした。平成 7 年には同市の全日本ジュニア団体男子の部で 3 位入賞、やっと少年団に加

盟する力を頂きました。平成 11 年県内で大会開催も出来るようになり、それとは別にトランポリン

の交流会も始まり、トランポリンの後のやき肉、いも煮は本当に団員も親も指導者も共に楽しい一時

でした。時の流れと共にバッチテスト、交流大会へと変化、子ども達には自分の発表の場、技への挑

戦として向き合う姿勢が又励みとなっているようです。

平成 24 年 5 月 11 日は元気フィールドでオリンピック選手のデモで上山・伊藤両選手の技を見て会

場からは子ども達の大きな歓声があがりました。27 年の今年は、障害者と共にをモットーに公に募

集をし、共に仲よく跳んでます。今は脳の働きを中心に置いて体力とか運動能力を考えていく時代、

特に正しい動き、良い動きが出来た時は脳みそも非常に気持ち良いと言われ、カラダを自分でコント

ロール出来るトランポリン運動を進めることは、健常者、障害者も共に笑顔で楽しさ、嬉しさを味わっ

て頂きたいものです。

仙台市スポーツ少年団トランポリン部会　部会長　松　浦　文　子

“光陰矢のごとし“とはよく言ったもので、40 周年式典の際、スポーツ少年団在籍中の最後の大仕

事と思い、スタッフとして頑張れるだけ頑張りました。来賓の方々や役員の皆様に絶賛をいただき、

これで一安心と思っていましたら、50 周年式典です。

祝賀行事は楽しいですから何回でもいいのですが、私も 10 歳老けたことが気になります。60 周年

記念式典はお手伝いできるのかな？

処で、当空手道部会もここ 10 年震災の影響もあり登録団員は減少気味ですが、団員たちの日々の

努力が実り、全国大会・国体で上位入賞するようになり、指導者たちも全国レベルになったと喜ん

で居りましたら、26 年度には小学生高学年の部で世界チャンピオンが誕生しました。そんなさなか、

私達が夢にまで見ていたオリンピックの参加種目にノミネートされ、それも有力候補という事で部会

あげて燃えています。

又、最近武道家の端くれとして考えるとき、スポーツ界に於ける暴力問題が特に気になります。ス

ポ少内でも、もっと日本スポーツ少年団の「意義と理念」を理解し再確認をして頂きたいと思います。

50 周年を機に、仙台市スポーツ少年団としても「スポーツ少年団指導者のあるべき姿」「ジュニア期

のスポーツ指導のあり方」を再認識して頂き、次の 60 周年を迎えて頂きたい。老爺心ながらお願い！

仙台市スポーツ少年団空手道部会　部会長　西　山　和　人

空手道部会紹介

トランポリン部会紹介
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2006 年のジュニアダンススポーツクラブ創設時は数名のボランティアスタッフが参加、後に仙台

市ダンススポーツ連盟ジュニア育成委員会がサポートし継続的クラブ活動に発展した。

仙台市内の児童館や市民センター主催講座～こどもダンスうんどう～を展開し、意欲的なジュニア

会員が中心となり活動が活発化した。支部大会・県大会・ブロック大会にエントリーし年々成果を挙

げ、東京体育館で開催される三笠宮杯・全国こどもダンスうんどう大会を三連覇し、団体戦で仙台市

＆体育協会奨励賞を各 3 度受賞している。

平成 20 年より北仙台中学校体育授業で 6 年間に亘り当初 60 時間の必修授業を、中嶋が外部講師と

して担当し、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟の指導員やジュニアダンススポーツクラブせんだ

いのスタッフ・コーチ陣が支援、又ジュニアクラブ選手が授業の纏めで模範演技を披露している。

全国大会に毎年エントリーし、昨年は仙台市青葉体育館にてオールジャパンジュニアダンススポー

ツカップ in 仙台を、仙台市ダンススポーツ連盟が主管として東北初の Big Event を開催する事が出来、

多数の仙台の選手がエントリーし好成績を得た。

仙台市スポーツ少年団ダンススポーツ部会　部会長　中　嶋　　　勉

ダンススポーツ部会紹介

この度は、仙台市スポーツ少年団創設 50周年を迎えられたことを心よりお祝い申し上げます。また、

記念誌作成に伴う原稿の寄稿をしてほしいとのご依頼がありましたので、私が所属している「リーダー

会」についての紹介をさせていただきたいと思います。

「リーダー会」とは、リーダー達が組織的に活動するための場所です。ここに所属するリーダーとは、

団員にただ命令する人達ではありません。共に行動をして、指導者と団員の中間的立場からリーダー

シップを発揮することを期待された存在です。なので、私たちは様々な活動を通しリーダーとしての

資質向上や仲間づくりを目標としています。

そして、今年はリーダー会の中でもとくに大きな活動がありました。それは、全国スポーツ少年大

会の宮城県大会です。なので、私たちリーダー会は県のリーダー会の方々と協力し、運営リーダーと

して参加し日本各地から集まったリーダーの引率・指導者の方々の補助などを行いました。

このように、県や日本全国と様々な人と交流を深めるのもリーダー会の活動の一つといえるでしょ

う。そして、その交流は日独同時交流などの海外へと広がり、所属する単位団やリーダー会又は今後

の生活の中でその経験が還元されると思います。

今後の仙台市スポーツ少年団のさらなる発展を願い、私自身も微力ながら活動をしていきたい所存

です。

仙台市スポーツ少年団リーダー会　会長　境　　　健一郎

リーダー会紹介
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活動のスナップ

野球部会

バドミントン部会
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剣道部会

空手道部会
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トランポリン部会

リーダー会

ダンス
スポーツ部会
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1.登録の推移

団　数
団　　員　　数 指　導　者　数

男 女 計 男 女 計

299 5,196 1,575 6,771 1,433 388 1,821

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

団　　数 312 312 305 306 296 300 299

団 員 数 7,472 7,405 7,024 　7,001 6,881 6,762 6,771

指導者数 1,704 1,670 1.619 1,598 1,695 1,798 1,821

種 目
番 号

種　　　目
年　　　　　　　度

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

複　　合 6 6 6 6 6 6

03 サッカー 70 74 74 77 79 79

04-4 スノーボード 1 1 1 1 1 1

05 テニス 1 1 1 1 1 0

09 バレーボール 44 47 47 43 45 43

11 バスケットボール 69 69 71 69 68 70

19 卓球 1 1 1 1 1 1

20 野球 75 80 81 81 82 79

24 柔道 11 11 10 9 9 9

26 バドミントン 3 4 5 5 4 4

29 剣道 12 12 9 9 9 10

31 ラグビー 1 1 1 1 2 2

35 空手道 14 14 16 12 12 12

55 トランポリン 1 1 1 1 1 1

99 ダンススポーツ 1 1 1 1 1 1

仙台市スポーツ少年団の登録状況

3.種目別団体数

2.平成 27年度登録状況

（13 種目）
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平成27年度仙台市スポーツ少年団登録一覧（1/6）
［青 葉 区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜野　　　球＞ ＜サ ッ カ ー＞

川平ストロングパワーズ 横　山　伊佐雄 仙台 YMCA サッカー 荒　木　啓　二

角新ファイターズ 藤　谷　秀　樹 FC 東二ジュネスサッカー 水　野　雅　章

栗生 吉　田　　　尚 附属 FC 白　根　　　稔

国見リトルベアーズ 奥　山　高　博 AC クレックサッカー 内　海　公　一

荒巻少年野球クラブ 早　坂　哲　男 小松島サッカー 佐　藤　嘉　一

小松島小ベースボールクラブ 穀　田　初　男 通町サッカー 坂　下　智　孝

吉成野球 水　野　直　次 COPAMUNDIAL 山　下　陽　一

旭丘少年野球クラブ 畑　山　作　栄 POP 仙台 石　川　　　平

木町通フレンズ 阿　部　　　強 愛子サッカー 岡　部　良　博

桜ヶ丘キラーズ 安　部　多利治 Valen 錦ヶ丘サッカー 佐　藤　茂　樹

ベアーズクラブ 三　原　芳　樹 リトルスターズ　トゥインクル 瀬　戸　正　信

通町コスモスボーイズ 石　川　正　明 ＜バスケットボール＞

広瀬 昆　野　　　修 吉成サンシャインミニバスケットボール 岩　坂　義　明

大沢野球 北　浦　康　行 通町ミニバスケットボールクラブ 若　生　康　仁

北仙台ジャガーズ 岩　田　幸　夫 台原ヴィクトリーズ 後　藤　正　宏

立町少年野球クラブ 平　間　輝　夫 上杉女子ミニバスケットボール 田　辺　佳　代

川前ファイヤーズ 板　垣　秀　和 ガッツ国見ミニバスケットボール 古　澤　春　美

大沢ベースボールクラブ 松　原　三　郎 上杉ミニバスケットボール 虎　岩　えりか

五橋ベースボールクラブ 桜　井　泰　実 片平バスケットボール 佐　藤　田鶴子

八幡小少年野球クラブ 佐　藤　信　三 立町サーベルモンキー 三　浦　理　恵

愛子 小野寺　博　幸 桜丘 BBC 高　橋　　　修

上杉スワローズ 和　田　松　雄 中山 K ブレイブス 若　生　優　子

東六ゴールデンファイターズ 今　野　幸　俊 仙台桜丘バスケットボール教室 和　野　奈津子

＜サ ッ カ ー＞ 広瀬ミニバスケットボール 朝　倉　寿　子

八幡サッカー 菅　野　貴　博 北六フェニックス MBBC 升　澤　清　貴

台原サッカー 小田桐　　　豊 五橋バスケットボール 大河内　ヨンファ

FC. ASK 遊　佐　　　新 広瀬バスケットボールクラブ 千　葉　智　也

大沢サッカー 仙　道　久　生 青葉 桜　井　義　紀

仙台スポーツシューレ FC 庄　子　政　利 北仙台グランツ 合　澤　宏　明

上杉サッカー 小野田　友　彦 POP 仙台 石　川　　　平

旭丘サッカー 八　木　嘉　夫 錦ヶ丘フェルターズ 友　江　裕　二

国見サッカー 菅　野　　　純 聖ドミニコ学院小学校　ミニバスケットボールクラブ 今　野　愛　恵

立町サッカー 土　方　重　人 三条バスケットボール 大　泉　晴　美

吉成サッカー 石　島　孝　代 ＜バレーボール＞

北仙台サッカー 織　田　賢　一 大沢バレーボール 伊　藤　知　子

北六サッカー 花　坂　　　徹 国見バレーボールクラブ 吉　澤　隆　子

FC 中山 高　橋　一　美 五橋中レインボーズ 郷　家　道　彦



23

Anniversary50th
平成27年度仙台市スポーツ少年団登録一覧（2/6）
［青 葉 区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜バレーボール＞ ＜剣　　　道＞

愛子バンビ―ニ .VC（男子） 長　南　隆　之 吉成剣友会 田　代　信　子

愛子バンビ―ニ .V.B.C（女子） 大　澤　由布樹 愛子少年剣友会 鈴　木　源二郎

＜空　手　道＞ 仙松館 長　南　賢　悟

JKA 仙台空手道 山　内　常　由 ＜複　　　合＞

青葉空手道 相　澤　一　夫 POP 仙台 石　川　　　平

空手道けやき塾 熊　谷　次　郎 ＜ダ　ン　ス＞

空手道秀練会吉成道場 瀧　澤　　　宏 ジュニアダンススポーツクラブせんだい 中　嶋　　　勉

［宮城野区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜野　　　球＞ ＜バスケットボール＞

岩切少年野球クラブ 及　川　悦　郎 東仙台ミニバスケットボールクラブ 渡　辺　　　猛

鶴巻ドラゴンズ 高　野　　　奨 中野栄ミニバスケットボールクラブ 石　橋　竹　浩

中野栄ウィンズ 熊　谷　頼　朗 田子ウイングス 米　倉　啓　子

高砂ロビンス 大　窪　憲　雄 ＜バレーボール＞

燕沢少年野球クラブ 嶺　岸　善　信 つばめ沢 小　岩　弘　枝

福室キット少年野球クラブ 岡　本　紘　明 新田 吉　田　政　信

新星クラブ 小　畑　浩　二 高砂バレーボール 長　南　英　子

宮城ドリームガールズ 堀　江　雄　一 枡江バレーボール 畠　山　金　男

宮城ジュニアドリームズ 伊　藤　芳　行 中野バレーボール 篠　澤　　　俊

＜サ ッ カ ー＞ ＜空　手　道＞

FC クオーレ 吉　谷　幸　造 高砂拳友会空手道 田　中　健　治

高砂サッカー 齋　藤　正　義 昇道館 小　田　俊　介

仙台原町サッカー 八　巻　　　敏 ＜剣　　　道＞

岩切サッカー 高　橋　建　男 東仙台剣道 大　沼　良　雄

福室サッカー 伏　見　昭　夫 ＜柔　　　道＞

なかの F. C 千　葉　忠　志 幸町柔道教室 島　谷　順　子

＜バスケットボール＞ 中野柔道教室 小　林　和　弘

燕沢クールヘッズ 西　田　信　子 北岡道場 北　岡　耕太郎

宮城野チームダンク B・B 椎　名　二　男 ＜バドミントン＞

福室レイカーズミニバスケットクラブ 大　村　正　二 燕沢ジュニアバドミントンクラブ 加　藤　　　宏

みやぎジュニアバスケットボールクラブ 渡　辺　和　利 田子ジュニアバドミントン 湯　村　治　夫

原町バスケット愛好会 鈴　木　瑞　夫
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平成27年度仙台市スポーツ少年団登録一覧（3/6）
［若 林 区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜野　　　球＞ ＜バスケットボール＞

六郷エコーズ 渡　辺　久　男 おきのミニバスケットボール 加　藤　昌　志

大和少年野球クラブ 稲　月　達　男 古城ファントムミニバスケットボール 遠　藤　　　剛

大和クラブ 小　森　恭　子 南小泉バスケットボール 宮　本　　　治

七郷少年野球クラブ 佐　藤　直　樹 ＜バレーボール＞

南小泉メッツ 高　橋　和　幸 遠見塚ゴールデンスターズ 亀　　　利　恵

蒲町野球 鈴　木　　　仁 七郷バレーボールクラブ 千　石　靖　之

南材少年野球部 稲　田　清　久 若林 大　山　次　男

若林 大　山　次　男 連坊小バレーボール愛好会 粠　田　義　信

荒浜ビッグウエーブ 庄　子　春　男 南小泉バレーボールクラブ 庄　子　正　浩

連坊ジャスティス 曽　我　英　治 六郷 相　澤　尚　樹

遠見塚ゴールデンイーグルス 森　　　俊　男 大和バレー部 佐　藤　正　夫

＜サ ッ カ ー＞ 蒲町小 丹　野　　　孝

若林 大　山　次　男 沖野バレーボール愛好会 石郷岡　　　寿

荒町サッカー 渋　谷　　　進 Team TOMO 及　川　浩　一

おきのサッカー 庄　司　　　彰 ＜剣　　　道＞

S・K（七郷・蒲町）サッカー 宮　城　秀　夫 六郷 相　澤　尚　樹

大和サッカー 伊　藤　一　宏 古城剣修館 瀬　戸　信　浩

古城 FC サッカー 山　本　利　幸 ＜柔　　　道＞

六郷 相　澤　尚　樹 六郷柔道会 太　田　功　二

南小泉・遠見塚アンティゴ FC 安　部　義　仁 武徳館仙台柔道 原　　　康　彦

南材 FC 髙　橋　理　武 ＜バドミントン＞

＜バスケットボール＞ 若林クラブ 中　山　　　純

蒲町バスケットボール 岩　本　多賀夫 ＜複　　　合＞

六郷 相　澤　尚　樹 若林 大　山　次　男

荒浜フェニックスバスケットボール 濱　田　幸　悦 六郷 相　澤　尚　樹

［太 白 区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜野　　　球＞ ＜野　　　球＞

八本松 今　野　　　真 上野山モンキーズ 廣　田　秀　敏

中田 夏　谷　　　繁 大野田ホエールズ少年野球クラブ 飛　田　英　男

袋原スポーツ育成会野球部 伊　藤　克　巳 仙台南クラブ 松　藤　　　誠

西多賀少年野球 松　野　博　光 太白スパークス 横　田　博　司

茂庭台ライオンズ 紺　野　幸　雄 仙台エボリューション 細　川　篤　志

太白ジュニアメッツ 鈴　木　貞　夫 人来田スワローズ 植　村　裕　太

郡山チャレンジャー 赤井澤　範　夫 袋原ベースボールクラブ 木　幡　紳　一
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平成27年度仙台市スポーツ少年団登録一覧（4/6）
［太 白 区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜野　　　球＞ ＜バスケットボール＞

仙台中田ベースボールクラブ 宮　本　和　也 長町バスケットボール 柿　沼　房　子

少年野球向山ビーンズ 野　又　勝　行 長町ミニバスケットボール同好会 村　上　邦　明

富沢小少年野球クラブ 浜　野　美　良 仙台中田中バスケットボール 阿　部　初　美

郡山中学校野球部 土　井　和　洋 向山ファイブパインズ 田　中　恵美子

＜サ ッ カ ー＞ 八木山ミニバスケット愛好会 鎌　田　亮　二

八本松 今　野　　　真 柳生ジュニアバスケットボール 遠　藤　奈　美

中田 夏　谷　　　繁 ＜バレーボール＞

茂庭台サッカー 市　川　俊　雄 八本松 今　野　　　真

TN サッカー 永　野　　　勇 中田 夏　谷　　　繁

金剛沢サッカー 岩　井　二　朗 人来田・茂庭台 VBC 長　内　譲　悦

東長町 FC 安　瀬　政　広 西多賀バレーボール 及　川　直　美

上野山サッカー 佐久間　文　雄 袋原スポーツ育成会バレーボール部 山　川　　　亘

やぎやまサッカー 市　原　三　夫 郡山 J. V. B 菅　野　芳　明

アバンツァーレ仙台 SC 中　里　真　志 太白ファイヤーズバレーボール 佐　藤　忠　秀

大野田サッカー 関　　　　　悳 芦口バレーボール 山　田　道　代

人来田サッカー 菅　野　　　洋 東長町少女バレー部 神　山　拓　也

袋原サッカー 庄　司　昭　彦 金剛沢フェニックス 大　本　留　美

芦の口サッカー 遠　藤　茂　雄 八木山ジュニアバレーボールクラブ 長　野　春　美

太白サッカー 吉　田　秀　明 ＜空　手　道＞

仙台向山フットボールクラブ 遠　藤　　　仁 中田空手道 宍　戸　正　明

四郎丸サッカー 青　砥　吉　夫 武真会 櫻　田　典　之

東四郎丸サッカークラブ 茂　木　一　博 ＜剣　　　道＞

鹿野 FC 鴇　田　誠　也 茂庭台少年剣道 引　地　貞　利

八木山南 FC 小野寺　康　一 養志館 音　羽　　　裕

FC Enable（エナブル） 碓　井　貞　治 ＜柔　　　道＞

アパヴォラール FC 阿　部　憲　俊 八木山柔道 藤　嶋　微　朝

＜バスケットボール＞ 仙台柔友会 工　藤　健　人

八本松 今　野　　　真 太陽塾 小　幡　太　一

中田 夏　谷　　　繁 ＜複　　　合＞

長町南小ミニバスケットボール 阿　部　富　夫 八本松 今　野　　　真

西多賀ミニバスケット 川　田　　　智 中田 夏　谷　　　繁

鹿野ミニバスケットボール愛好会 大　内　奈　々 ＜ラ グ ビ ー＞

袋原スポーツ育成会バスケットボール部 平　　　幸一郎 仙台ラグビースクール 小笠原　　　浩

金剛沢ミニバスケットボール同好会 早　坂　信　彦 S.R.C.Jr 板　垣　幸　夫

八木山バスケット 北　川　美　雪 ＜卓　　　球＞

郡山グラスホッパーズ 鈴　木　正　守 中田 夏　谷　　　繁

富沢バスケット 仙　台　敬　之
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平成27年度仙台市スポーツ少年団登録一覧（5/6）
［泉　　区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜野　　　球＞ ＜サ ッ カ ー＞

八乙女小少年野球クラブ 千　葉　光　浩 向陽台青空 佐　藤　一　彦

南光台少年野球クラブ 市　村　　　毅 ＜バスケットボール＞

鶴が森少年野球クラブ 佐　藤　芳　博 南光台東バスケット 筒　井　久美子

南光台東小野球愛好会 門　田　　　洋 南光台ミニバスケットボール 渥　美　五　月

いずみスカイヤーズ 山　田　　　聡 寺岡男子ミニバス 板　橋　幸　雄

寺岡ブラザーズ 林　　　　　司 レインボースターズ 田　原　龍　子

将監ビクトリー 広　田　常　雄 加茂ミニバスケットボール愛好会 山　田　友香理

泉ヶ丘ヤングイーグルス 熊　谷　純　宏 北中山フレンズ 針　生　栄　二

黒松少年野球クラブ 小　堺　久　男 将監バスケットボール 小　松　允　秋

長命ヶ丘スカイヤーズ 今　村　忠　夫 高森東ミニバスケットボール 長　島　恭　子

加茂ヤングスターズ 木　村　光　男 泉中山フィリーズ 島　　　幸　枝

福岡リトルモンスターズ 早　坂　征　和 泉中央バスケットボール教室 志　村　　　都

野村ジュニアドラゴンズ 伊　藤　昌　禎 寺岡ミニバスケットボール同好会 大黒谷　義　彦

市名坂クラブ 小　野　秀　明 向陽台ミニバスケットボール 赤　間　理　絵

高森ブラザーズ 菊　田　康　弘 鶴が丘ミニバスケットボール同好会 菅　澤　克　己

泉ケ岳エンゼルス 加　藤　高　広 松陵ドリーム 佐　藤　勝　男

泉パークタウンスプリングス 村　谷　至　徳 住吉台ミニバスケットボール 大　澤　きよみ

高森中学校野球 伊　藤　英　雄 松森ミニバスケットボール同好会 尾　上　寿　昭

＜サ ッ カ ー＞ 寺岡バスケットボール 平　塚　和　明

住吉台 SFC 樋　口　義　典 寺岡男子バスケット同好会 千　葉　光　代

南光台サッカー 太　田　和　夫 将監バスケットボール愛好会 山　口　敬　宏

ロングライフ FC 太　田　明　子 ＜バレーボール＞

館キッカーズ 佐　藤　　　久 南光台リリーズ 船　山　雅　和

デュオパーク FC ジュニア 山　口　勝　成 住吉台ミラクルレモンズ 茂　木　広　喜

FC　アルコ 中　野　謙　一 高森シスターズ 十二村　英　丈

松陵サッカー 鈴　木　繁　則 長命ヶ丘ミッキーズ 鈴　木　竜　大

黒松パル FC 片　山　晴　男 松森レインボー 柳　川　富二雄

FC.KAMURI 伊　藤　俊　英 泉クラブ 北　林　伸　一

泉向陽台サッカー 菅　原　　　昇 向陽台たんぽぽ 山　岸　勝　彦

将監サッカー 嶺　岸　隆　雄 黒松アイリスバレーボールクラブ 有　住　伸　孝

北中山サッカー 木　村　和　夫 桂アップル 髙　鷹　　　厚

加茂 FC サッカー 村　山　広　明 泉 F クラブ 柳　川　奈美子

FC. セレスタ 内　島　洋一郎 TEAM Unity 有　住　　　祐

ベガルタ仙台ジュニア 渡　辺　篤　史 Gold Wing 千　石　敏　之

寺岡サッカー（寺岡 GALLANTS） 村　上　　　宏 ＜空　手　道＞

AC ジュニオールサッカー 内　田　桂太郎 向陽台空手道クラブ 佐　藤　　　剛

RED EAST 安　田　将　人 日本総合空手道クラブ 鈴　木　明　英
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平成27年度仙台市スポーツ少年団登録一覧（6/6）
［泉　　区］

団　　　名 団代表者氏名 団　　　名 団代表者氏名

＜空　手　道＞ ＜バドミントン＞

桂空手道クラブ 西　山　和　人 松陵シャトルズ 千　崎　　　淳

安住空手道クラブ玄幸館 安　住　幸　代 ＜複　　　合＞

＜剣　　　道＞ 向陽台青空 佐　藤　一　彦

高森剣道クラブ 千　葉　克　彦 ＜スノーボード＞

将監少年剣友会 田　代　照　雄 仙台スノーボード 中　里　孝　行

＜柔　　　道＞ ＜トランポリン＞

泉柔道 加　瀬　道　雄 仙台ジュニア泉トランポリン 松　浦　文　子
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　（名　称）

第 1 条　 本 団 は， 仙 台 市 ス ポ ー ツ 少 年 団（SENDAI. JUNIOR. SPORTS. CLUB. 
ASSOCIATION  略称 S. J. S. A 以下「本団」という。）と称する。

　（事務局）

第 2 条　本団の事務処理をするため，仙台市青葉区錦町 1 － 3 － 9（仙台市役所錦町庁舎内）

公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団に事務局を置く。

2　事務局に必要な規程は，仙台市体育協会事務局規程に準ずる。

　（目　的）

第 3 条　本団は，スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化をはかり，スポーツを通

して青少年の健全育成に資することを目的とする。

　（事　業） 
第 4 条　本団は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。

（1）　団結成促進と育成支援

（2）　指導者及びリーダーの育成と活用

（3）　体力テストの実施を含む活動の普及指導

（4）　交流事業の実施

（5）　広報活動

（6）　青少年スポーツに関する調査研究

（7）　特に功績のあった個人及び団体の表彰

（8）　関係団体との連携

（9）　その他目的達成に必要な事業

　（構　成）

第 5 条　本団は，本団に登録されたスポーツ少年団（以下「単位団」という。）によって

構成された組織とする。

2　各区に区スポーツ少年団を置く。

3　区スポーツ少年団に関することは，別に定める。

4　登録に関しては，日本スポーツ少年団登録規程及び同規程施行細則を準用する。

　（役　員）

第 6 条　本団に次の役員を置く。

（1）　本　部　長　　　　　1 名

（2）　副 本 部 長　　　　　5 名

（3）　常任委員長　　　　　1 名

（4）　常 任 委 員　　　  若干名

（5）　監　　　事　　　　　2 名

　（役員選出方法）

第 7 条　役員の選出方法については，次の通りとする。なお，本部長，副本部長，　常任

委員長の選出については，就任時 70 歳未満とする。

仙台市スポーツ少年団規約
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（1）　本部長は，各区スポーツ少年団本部長の互選により選出し常任委員会の推薦を受

け委員総会で承認を得る。

（2）　副本部長は，各区スポーツ少年団本部長があたる。本部長を選出した区は，それ

ぞれの選出方法に準じて副本部長を補充する。

（3）　常任委員長は，常任委員の互選により選出される。また常任副委員長を必要に応じ，

常任委員会の承認を経て置くことができる。

（4）　常任委員は，第 8 条により選出される。

（5）　監事は，委員総会において選出される。

　（常任委員）

第 8 条　常任委員は，次の各号から 推薦された者があたる。

（1）　種目別部会 　　　       　　各部より 1 名

（2）　指導者協議会     各区より 1 名

（3）　区スポーツ少年団選出　     各区より 1 名

（4）　リーダー会　　　　　　　 1 名

（5）　本部長推薦                              若干名

　（役員の任務）

第 9 条　本団の役員の任務は次の通りとする。

（1）　本部長は本団を代表し，団務を統括する。

（2）　副本部長は本部長を補佐し，本部長に事故があるときまたは欠けたときは，本部

長があらかじめ順番を指定した副本部長がその職務を代行する。但し，本部長が所

属している区選出の副本部長は除く。

（3）　常任委員長は，本団の団務を掌理する。

（4）　常任委員は，専門委員会に属し本団の事業の企画運営に参画し団務を分担執行す

る。

（5）　監事は，本団の団務及び会計を監査する。

　（役員の任期）

第 10 条　役員の任期は 2 年とする。ただし，再任を妨げない。

　（役員の解任）

第 11 条　役員が次の各号のひとつに該当するときは，常任委員会において審議し，これ

を解任することが出来る。

（1）　心身の故障のため任務の遂行に堪えないとき。

（2）　職務上の義務違反その他，役員たるにふさわしくない行為があると認められたと

き。

2　前項の規程により役員を解任しようとするときは，該当役員にあらかじめ通知し，弁

明の機会を与えなければならない。

　（委　員）

第 12 条　本団の委員は，単位団の代表者があたる。

　（顧　問）

第　13　条　本団に顧問を置くことができる。

2　顧問は，常任委員会の推挙に基づき，本部長が委嘱する。
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3　顧問は，常任委員会の諮問に応ずる。

　（委員総会）

第 14 条　委員総会は，本団の最高議決機関であり，役員及び委員をもって構成し，本団

事業計画，予算，事業報告，決算，役員人事，規約の改廃その他業務に関する重要事項

を決議する。

ただし，緊急事項については常任委員会に委任することができる。

2　委員総会は毎年 1 回開催し，本部長が招集し出席した委員の中から議長を選出する。

3　前項のほか，常任委員会が必要と認めたとき，または 3 分の 1 以上の委員から会議の

目的事項を示して請求があったときには，本部長は 2 週間以内に臨時委員総会を招集し

なければならない。

4　委員総会の議事は，出席した構成員の過半数をもって決め，可否同数の時は，議長が

これを決める。

　（常任委員会）

第 15 条　常任委員会は，委員総会に次ぐ議決・執行機関であり，役員をもって構成し，

緊急事項及び団務遂行に関する事項の審議を行う。会議は必要に応じ本部長がこれを招

集し，常任委員長が議長になる。

　（三役・委員長会議）

第 16 条　三役・委員長会議は本部長，副本部長，常任委員長，指導者協議会会長，各専

門委員長をもって構成し，常任委員会提案事項等の協議検討を行う。会議は必要に応じ

本部長がこれを招集し議長になる。

　（専門委員会）

第 17 条　本団に次の専門委員会を置く。

　（1）　総務企画広報委員会 
　（2）　組織強化交流事業委員会

　（3）　指導者・リーダー育成委員会

2　前項のほか常任委員会の議決を経て，必要な専門委員会を設けることができる。

3　専門委員会は，常任委員により構成され，委員長は常任委員の互選によって選出される。

4　専門委員会についての必要な事項は，常任委員会の議決を経て別に決める。

　（種目別部会）

第 18 条　本団に種目別部会を置く。

2　各部会に部会長，その他必要な役員を置く。

3　その他部会に関しては常任委員会の議決を経て別に定める。

　（指導者協議会）

第 19 条　本団に指導者の資質，指導力の向上のため，指導者協議会を置く。

2　指導者協議会については，常任委員会の議決を経て別に定める。

　（リーダー会）

第 20 条　本団にジュニアリーダーの育成，資質の向上のため，リーダー会を置く。

2　リーダー会については，常任委員会の議決を経て別に定める。

　（会　計）

第 21 条　本団の経費は，登録料，補助金，寄付金及びその他の収入をもって充てる。
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2　会計年度は 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終える。

附　　則

　この規約は，平成 2 年 4 月 28 日から施行する。

（1）　平成  9 年  4 月 25 日一部改正

（2）　平成 11 年 2 月 20 日一部改正

（3）　平成 13 年 4 月 24 日一部改正

（4）　平成 15 年 4 月 23 日一部改正

（5）　平成 17 年 4 月 23 日一部改正

（6）　平成 18 年 4 月 22 日一部改正

（7）　平成 19 年 4 月 21 日一部改正

（8）　平成 23 年 6 月   3 日一部改正

（9）　平成 25 年 4 月   1 日一部改正
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　（総　則）

第 1 条　この規程は、仙台市スポーツ少年団規約第 19 条に規定された指導者協議会（以

下「指導協」という）に関することを定める。

　（目　的）

第 2 条　指導協は、仙台市スポーツ少年団登録指導者（以下「指導者」という）相互の連

携と資質・指導力の向上ならびに各区指導協の活動の促進・方策について協議、研鑚す

ることを目的とする。

　（事　業）

第 3 条　指導協は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

　（1）　指導者の研修（運動適性テスト実施方法等も含む）

　（2）　指導者の交流および情報交換（認定育成員部会の運営）

　（3）　指導者（認定員・団役員）の指導・育成

　（4）　リーダー（ジュニア・シニア）の育成

　（5）　本部と各区との諸調整・体育協会等の他団体との連携

　（6）　その他、目的達成に必要な事項

　（組　織）

第 4 条　指導協は、仙台市スポーツ少年団登録指導者で組織する。

　（構　成）

第 5 条　指導協は、青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区の指導者協議会（以下「区

指導協」という）で構成する。

2   区指導協は、目的達成のため、独自に活動ができる。

3   区指導協は、選出した代表 3 名を委員として指導協に派遣する。

　（総　会）

第 6 条　指導協は、年 1 回本部の委員総会時に同時に総会を開催する。

2　総会は、会長、副会長、委員、監事、本部委員で構成し次の事項を審議する。

　   イ）事業および決算報告　ロ）事業計画と予算　ハ）役員の選出　 ニ）規程の改廃

       ホ）その他重要事項

3　総会の議事は、出席した委員の過半数の合意で決議する。

　（役　員）

第 7 条　指導協に次の役員を置く。

　（1）　会　長 1 名

　（2）　副会長 2 名

仙台市スポーツ少年団指導者協議会規程
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　（3）　委　員 5 名

　（4）　監　事 2 名

　（役員会）

第 8 条　役員会は、前条の役員で構成し、会長が議長となる。

2　役員会は、随時開催し、事業および総会についての企画立案すると共に、区指導協の

運営に助言・援助する。

　（役員の選出）

第 9 条　指導協の会長および副会長は、役員の互選できめる。

2　県指導者協議会に 1 名を選出し派遣する。

第 10 条　指導協の監事は役員会で選出し、会務および会計を監査する。

　（任　期）

第 11 条　指導協役員の任期は 2 年とする。但し再選は妨げない。

　（会　計）

第 12 条　指導協の会計は、市本部の一般会計からの補助金、その他の収入を以って充てる。

2　指導協の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

　（事務局）

第 13 条　指導協の事務処理をするため、事務局を置く。

　（補　則）

第 14 条　区指導協の規程は、指導協規程に準ずる。但し、各区の役員に係わる事項は区

　指導協に委ねる。

2　その他必要な事項は、役員会にて審議決定する。

附　　則

　この規程は、平成 11 年 2 月 20 日から施行する。

　この規程は、平成 11 年 2 月 21 日から適用する。

　この規程は、平成 24 年 4 月 10 日一部改正する。
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役　　職 氏　　名 所　　属　　団 選出区分 専門部会

本　部　長 吉　田　　　尚 栗生 青　葉　区

副 本 部 長 奥　山　高　博 国見リトルベアーズ 青　葉　区 総務企画広報

〃 椎　名　二　男 宮城野チームダンク B･B 宮 城 野 区 総務企画広報

〃 岩　本　多賀夫 蒲町バスケットボール 若　林　区 組織強化交流事業

〃 引　地　貞　利 茂庭台少年剣道 太　白　区 組織強化交流事業

〃 加　瀬　道　雄 泉柔道 泉　　　区 指導者・リーダー育成

常任委員長 紺　野　幸　雄 茂庭台ライオンズ 野　　　球

常任副委員長 西　山　和　人 桂空手道クラブ 空　　　 手 指導者・リーダー育成

〃 三　原　芳　樹 ベアーズクラブ 青　葉　区 総務企画広報

常 任 委 員 渋　谷　光　保 仙台市体育協会 本部長推薦

〃 畠　山　金　男 枡江バレーボール 宮 城 野 区 総務企画広報

〃 大　内　　　陵 S・K（七郷・蒲町）サッカー 若　林　区 総務企画広報

〃 阿　部　和　美 長町南小ミニバスケットボール 太　白　区 総務企画広報

〃 斉　藤　　　真 泉ヶ丘ヤングイーグルス 泉　　　区 指導者・リーダー育成

〃 宍　戸　幸　雄 立町少年野球クラブ 指導協（青） 総務企画広報

〃 庄　司　　　淳 燕沢少年野球クラブ 指導協（宮） 総務企画広報

〃 箭　内　 真　人 蒲町野球 指導協（若） 総務企画広報

〃 音　羽　　　裕 養志館 指導協（太） 組織強化交流事業

〃 田　原　龍　子 レインボースターズ 指導協（泉） 指導者・リーダー育成

〃 岩　井　二　朗 金剛沢サッカー サ ッ カ ー 組織強化交流事業

〃 常　盤　　　節 つばめ沢 バ　レ　ー 組織強化交流事業

〃 村　上　文　江 長町ミニバスケットボール同好会 バスケット 総務企画広報

〃 大　宮　正　道 泉柔道 柔　　　道 組織強化交流事業

〃 加　藤　　　宏 燕沢ジュニアバドミントンクラブ バドミントン 組織強化交流事業

〃 瀬　戸　信　浩 古城剣修館 剣　　 　道 組織強化交流事業

〃 村　山　勝　博 仙台ラグビースクール ラ グ ビ ー 組織強化交流事業

〃 松　浦　ひとみ 仙台ジュニア泉トランポリン トランポリン 指導者・リーダー育成

〃 中　里　孝　行 仙台スノーボード スノーボード 指導者・リーダー育成

〃 中　嶋　 　  勉 ジュニアダンススポーツクラブせんだい ダンススポーツ 組織強化交流事業

〃 境　　　健一郎 青葉空手道 リーダー会 指導者・リーダー育成

〃 渡　邊　義　孝 事務局長 本部長推薦

監　　　事 大　沼　良　雄 東仙台剣道 宮 城 野 区

〃 宮　本　　　治 南小泉バスケットボール 若　林　区

平成 27・28 年度仙台市スポーツ少年団役員名簿
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スポーツ少年団の歌



36

仙台市スポーツ少年団　創設 50 周年記念誌への御協力

ありがとうございました。

実 行 委 員 長 吉　田　　　尚

統 括 責 任 者 紺　野　幸　雄

担当副本部長 奥　山　高　博

〃 椎　名　二　男

編　集　委　員 三　原　芳　樹

〃 村　上　文　江

印　　刷 有限会社　明倫社

〒 983-0842　仙台市宮城野区五輪 2-9-5　五輪ビル

TEL（022）295-8211　FAX（022）295-8213




