
U15 海外遠征寄付の御礼 

 

 平素より（公財）日本バレーボール協会ならびに、（公財）日本中学校体育連盟バレーボ

ール競技部の事業に、格別のご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 

また、2月のタイ王国遠征の際には多大なるご寄付をいただき、まことにありがとうござい

ました。皆様のおかげでタイ遠征は別紙の通り男女とも 3戦全勝で終えることができました。

これもひとえに皆様方からのご支援のおかげと心から感謝しております。 

 この遠征を経験した選手達が新たなステージで、オリンピックをはじめとする世界大

会を目指すアスリートとしてのあり方を追求し、将来日本を代表する選手として活躍し

ていくことを期待しております。 

 今後とも引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒、よろしくお願いいたします。 

 

 

10 万円以上のご寄付をいただいた方々 

オガールベース ¥1,000,000
ネモトゾウエン ¥500,000
全日本中学選抜 台湾・韓国遠征メンバー

南部 正司・大林 素子・鬼頭（旧姓：高橋）有紀子
山田 芳樹・山田 博文・酒井 淳・吉田 康伸
上村 裕昭・西田 和弘・細川（小松） 弘子・人見（関口）
裕美・吉川（室橋） 一美・大畑（高城） 薫・兒玉 恵
館合（茂木） 優子・峯村 沙紀・二見 梓・安藤 祐枝

¥300,000

長野県中体連バレーボール競技部　 ¥200,000
鹿児島県中体連バレーボール競技部 ¥110,136
富山県中体連バレーボール競技部 ¥102,000  

 

10 万円未満～5 万円のご寄付をいただいた方々 

ジェイテクト ¥80,000
北海道Jrキャンプ指導者一同 ¥66,000
勝見　俊也 ¥50,000
滋賀県中学校バレーボール連盟 ¥50,000
門川　公雄 ¥50,000
岩手県選抜スタッフ有志 ¥50,000
機山館 ¥50,000
北信越ブロック ¥50,000
ミクスネツトワーク ¥50,000
日本中体連バレーボール競技部ＯＢ会（啓明会） ¥50,000
茨城県中体連バレーボール競技部 ¥50,000
ファーストコーポレーション ¥50,000
淑徳大学 ¥50,000
群馬県中体連バレーボール競技部 ¥50,000  



5 万円未満のご寄付をいただいた方々 

 

第1回さわやか杯卒業生有志一同 ¥45,000
高知県中体連バレーボール競技部 ¥36,000
宮崎県中体連バレーボール競技部 ¥33,000
東京都中体連バレーボール部強化委員会 ¥32,000
栃木県中体連バレーボール競技部 ¥30,000
西野衆文（トモフミ） ¥30,000
大阪フォトサービス ¥30,000
神奈川県中体連バレーボール競技部 ¥30,000
トウブトップツアー ¥30,000
山梨県中体連バレーボール競技部 ¥30,000
平手　陽 ¥30,000
福井県中体連バレーボール競技部 ¥30,000
妹尾　真人 ¥30,000
神山信次郎 ¥30,000
兵庫県中体連バレーボール競技部 ¥30,000
大阪国際大和田 ¥26,000
三上　和男 ¥26,000
長野　悟 ¥20,000
荒木田　裕子 ¥20,000
緒方　良 ¥20,000
埼玉県中体連バレーボール競技部 ¥20,000
菅公学生服株式会社 ¥20,000
広島県中体連バレーボール競技部 ¥20,000
山腰　康泰 ¥20,000
堀江　朋一 ¥20,000
太田武雄 ¥20,000
福島県中体連バレーボール競技部 ¥20,000
東京都小学生バレーボール連盟 ¥20,000
愛媛県中体連バレーボール競技部 ¥20,000
東京都中体連バレーボール競技部第9ブロック ¥17,712
東京都中体連バレーボール競技部11ブロック役員 ¥16,000
勝部 景明 ¥10,000
杉田　一弘 ¥10,000
小野沢　一宏 ¥10,000
宮田　隆二 ¥10,000
大塚　洋一 ¥10,000
大村　暢彦 ¥10,000
新潟県バレーボール協会　中学部 ¥10,000
中西　康己 ¥10,000
財間常文 ¥10,000
清田　均 ¥10,000  

 

 

 



服部　篤史 ¥10,000
篠原　政一 ¥10,000
南部　泰秀 ¥10,000
早瀬　潤一 ¥10,000
羽賀　司 ¥10,000
大淵　峰夫 ¥10,000
櫻井由香 ¥10,000
林　正文 ¥10,000
上野　浩孝 ¥10,000
菅原　清 ¥10,000
JOC杯島根県選抜女子チーム ¥10,000
高世　勲 ¥10,000
大西　浩幸 ¥10,000
ビーチバレーボール ¥10,000
シミズ　シゲオ ¥10,000
小田　勝美 ¥10,000
渡真利　善 ¥10,000
マツダアキヒコ ¥10,000
パンサーズジュニア ¥10,000
東京都中体連バレーボール競技部指導普及委員会 ¥10,000
嶋守　正義 ¥10,000
スギ　トシオ ¥10,000
ナラ　ヤスオ ¥10,000
鈴木榮夫 ¥10,000
和歌山県中体連バレーボール競技部 ¥10,000
髙橋　裕史 ¥10,000
山田　忠志 ¥10,000
グンマ　ナカムラ ¥10,000
トヤマケン　シヤホクッチユ ¥10,000
福岡大学女子バレー部 ¥10,000
古川学園女子バレー部 ¥10,000
菅公学生服株式会社大阪営業所 ¥10,000
ミヤザキ　サトミ ¥10,000
島根県中体連バレーボール競技部 ¥10,000
JOC島根県男子 ¥10,000
金子タカヒロ ¥10,000
JOC大阪北選抜2015 ¥10,000
加賀　博紀 ¥10,000
株式会社コントリビュート ¥10,000
東京都中体連バレーボール競技部第6ブロック ¥10,000
東京都中体連バレーボール競技部第5ブロック ¥10,000
長野県　木下 ¥10,000
静岡県中体連バレーボール競技部 ¥10,000
熊本県中体連バレーボール競技部 ¥10,000
阿部　修治 ¥10,000
安部　大介 ¥10,000  



宮城県中体連バレーボール競技部 ¥8,000
小林　昌史 ¥6,000
今川　功 ¥6,000
渡辺　政義 ¥5,000
藤沼　庄平 ¥5,000
アベヒフク ¥4,000
山岡　航太郎 ¥4,000
坂田　健二　文大杉並 ¥4,000
関根　健一 ¥4,000
サイトウセイゾウ ¥3,000
玉置　研一 ¥2,000
村岡　秀俊 ¥2,000
有限会社　マルミスポーツ　三幣 ¥2,000
藤本　伸一郎 ¥2,000
中嶋　宣雅 ¥2,000
佐見　洋治 ¥2,000
サトウシゲハル ¥2,000
葦名　靖治 ¥2,000
菊池良光 ¥2,000
田中　昭彦 ¥2,000
矢寺　重敏 ¥2,000
飯田　敏 ¥2,000
塩沢　翼 ¥2,000
塩沢　翔 ¥2,000  

 


