
1 

 

平成 25年度事業報告 

 

I. 会議の開催 

(1). 役員会・総会合同会議 

  日時：平成 25年 4月 7日（日）12：00 

  会場：アップルパレス青森 

  内容： 新会長 岡村 良久 

  事務局移転 弘前大学整形外科学講座内 

  平成 24年度事業報告 

  平成 25年度事業計画 

  平成 24年度収支決算 

  平成 25年度収支予算 

  国体など帯同支援、競技団体医事委員会設立に向けて 

  日体協公認スポーツデンティスト養成講習会 

 

II. 研修・研究事業 

① スポーツ科学センター管理運営事業の後援 

② 青森県スポーツ医学研究会後援・助成 

③ 平成 25年度日体協公認スポーツ指導者等表彰 

 スポーツドクター  岡村 良久 

④ 第 21回青森県障害者（ユニバーサル）スポーツ大会後援 

⑤ 平成 25年度トップアスリート育成支援事業 

⑥ 平成 25年度北海道・北東北スポーツ科学サミット 

⑦ 高校野球、ラグビー、ボクシング、陸上競技大会プログラム広告 

⑧ 陸上競技大会プログラム・メディカルコラム掲載 

⑨ 東京国民体育大会ドクターズ・ミーティング 

⑩ 平成 25年度日体協加盟団体スポーツドクター代表者会議 

 日体協公認 ATの増員要望 

 県独自の公認 AT（16県） 

⑪ 青森県体育協会理事会 

⑫ 青森県選手強化戦略会議 

⑬ スポルト青い森グループ管理運営委員会 

⑭ 高野連メディカルチェック（青森市、八戸市、弘前市、五所川原市） 

   佐藤 英樹・原田 英也・三浦 和知・前田 周吾 

   吉川 孔明・佐々木 静・佐々木英嗣・原田 義史 

⑮ BJリーグ「青森ワッツ」メディカルサポート 
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 ホームゲームドクター   津田 英一・平賀 康晴 

     山本 祐司・前田 周吾 

 支援病院  弘前大学病院、あすなろ療育福祉センター 

   青森慈恵会病院、青森労災病院、十和田中央病院 

 

III. 各種大会帯同・支援 

1. 2013スポルト青い森桜まつり健康マラソン大会 

青森市    4月 21日（日）  吉川 孔明 

2. 2013青森県ユニバーサルスポーツ大会 

青森市  5月 12日（日）  塚田 晴彦 

3. 平成 25年度スポーツ医学講習会 

五所川原市 6月 28日（金）  秋元 博之 

4. 第 22回 AOMORIマラソン大会 

青森市  7月 7日（日）  秋元 博之・坪  健司 

5. 青森県アスレティックトレーナーの会研修会 

青森市  7月 28日（日）  佐藤 英樹 

6. 2013スポルト青い森ジュニアトライアスロン大会 

青森市  8月 8日（木）  岡村 良久 

7. 第 40回東北総合体育大会 

山形県  8月 23日～25日  富田  卓・津田 英一 

     山本 祐司・和田 誠之 

8. 2013ママチャリ 6時間耐久レース in AOMORI 

青森市  8月 25日（日）  吉川 孔明 

9. 第 21回青森県民駅伝競走大会 

青森市  9月 1日（日）  円山 宏洋・三上 泰徳 

     吉川 孔明 

10. 総合格闘技プロフェッショナル修斗 

弘前市  9月 22日（日）  三戸 明夫 

11. 第 68回夏秋季国体 

東京都  9月 28日～10月 14日 岡村 良久・津田 英一 

     富田  卓・三浦 和知 

12. 関東協会・東北地区ミニラグビー指導者講習会 

青森市  11月 2日～3日  富田  卓 

13. 青森県ソフトボール協会指導者講習会 

青森市  11月 10日（日）    塚田 晴彦 

14. サントリーカップ全国小学生タグラグビー青森県予選 
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青森市  11月 23日（土）    富田  卓 

15. 青森県高野連指導者研修会 

青森市  12月 6日（金）  前田 周吾 

16. サントリーカップ全国小学生タグラグビー東北ブロック予選 

青森市  1月 5日（日）  富田  卓 

17. 第 69回冬季国体スケート・アイスホッケー競技会 

栃木県  1月 28日~2月 2日   佐藤 英樹・前田 周吾 

18. 第 69回冬季国体スキー競技会 

山形県  2月 21日~24日  田澤 浩司 

19. 2014ジュニア室内陸上大会 

青森市  3月 1日（土）     三浦 和知 

20. 青森県アスレティックトレーナーの会研修会 

青森市  3月 3日（日）  斉藤 兄治 

21. スポーツ指導者のためのスポーツ医学研修会 

青森市  3月 3日（日）  富田  卓 

 

IV. 日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会派遣 

(1). 平成 25年度認定者 

  大鹿 周佐 弘前大学整形外科 

  前田 周吾 弘前大学整形外科 

  西村 慎一 八戸赤十字病院整形外科 

(2). 平成 25年度終了者 

  樋熊 拓未 弘前大学循環器内科 

  吉川 孔明 あすなろ療育福祉センター 

 千葉 大輔 弘前大学整形外科 

  佐々木 静 八戸市民病院整形外科 

(3). 平成 25-26年度受講者 

 佐々木 亮 弘前大学耳鼻咽喉科 

 大石 裕誉 八戸市民病院整形外科 

 岸谷 正樹 青森県立中央病院整形外科 

 佐々木英嗣 つがる総合病院整形外科 

 原田 義史 市立函館病院整形外科 

  

  

 


