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みんなのフェアプレイ・ストーリーみんなのフェアプレイ・ストーリー
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体協フェアプレイニュース
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フェアプレイストーリーに登場した日本チームの荻村
伊智朗選手は、この出来事をきっかけに卓球で世界を
つなぐ活動を行うようになり、その後、国際卓球連盟
の会長も務めました。その大きな功績をたたえ、国際
大会のひとつが「荻村杯」と名付けられたのです。

卓球に、日本人の名前の
国際大会がある

フェアプレイニュースとスポーツニュースの紙面が日本体育協会のキャンペーンホームページでみられます。

フェアプレイキャンペーンTOPページ ▶ フェアプレイニュース＆スポーツニュース  で見たいニュースをみつけてね。

野球よりも大きなボールをピッチャーが

下から投げるソフトボール。その球速は驚く

ほど。それに対してバッターも鋭いスウィン

グで対抗。一球一球が真剣勝負で、見ている

方にもその気迫が伝わってきます。2008年

北京オリンピックで日本が金メダルを獲得した

ソフトボール。現在は、オリンピック競技から

はずれていますが、2020年の

東京オリンピックで復活

する可能性もあります。

みんなの中から

活躍する子が

登場するか

もしれま

せんね。

みんなでスポーツを！

スポーツ振興くじ助成事業

公益財団法人 日本体育協会

http://www.japan-sports.or.jp/
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パソコンで フェアプレイ 検 索

フェアプレイの
ホームページもあるよ！〒150- 8050　東京都渋谷区神南 1丁目1番1号 岸記念体育会館内　

国民
体育大会
に行こう！

今年の秋、長崎県で開催するよ！
平成26年10月12日（日）～22日（水）

がんばくん らんばちゃん

を

正 （々セイセイ）くん正 （々セイセイ）くん 堂 （々ドウドウ）ちゃん堂 （々ドウドウ）ちゃん

下から投げても

           速い!▶

下から投げても

           速い!▶

▲固い守備が

　チームを支える。

▲固い守備が
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▲ナイスバッティング!▲ナイスバッティング!
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日本フェアプレイ大賞または
応募方法は学校の先生に聞くか、

検 索

試合で相手を
助けたこととか、

チームでフェアプレイに
取り組んでいること

とか…

みんなの
フェアプレイを
教えてね。

荻
村
伊
智
朗

                                                                              とう じょう　　　　　  に   ほん　　　                      おぎ  むら

  い    ち    ろう  せん  しゅ　　　　　              で    き   ごと　　　　                               たっ きゅう　　　 せ   かい

　　　　　         かつ  どう　　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご　　   こく  さい   たっ きゅう れん  めい

       かい ちょう　　　つと　　　　                                     おお　　　   　　こう  せき　　　                          こく  さい  

たい  かい　　　　                              おぎ  むら  はい　　　      な    づ

      し  あい　　 あい て

  たす

と　　  く

おう　 ぼ   ほう  ほう　　    がっ  こう　　    せん  せい　　     き

おし

たっ  きゅう　　               に     ほん     じん　　          な     まえ

                 こく     さい    たい    かい

   や   きゅう　　               おお

  した　             な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きゅう そく　    おどろ

　　               　　　　　       たい                                              するど

               たい  こう　　いっ きゅう いっ きゅう　　   しん  けん しょう ぶ           　  み　                 　　

  ほう                                き    はく　　　 つた　　　                                                           ねん

   ぺ    きん　　　　　                                  に   ほん　　　 きん　　　　                  かく  とく

                                                げん  ざい　　　　　                                       きょう  ぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう きょう　　　                                         ふっ  かつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  か    のう  せい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       なか　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かつ  やく　　              こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とう じょう

                     

           こく      みん

たい      いく      たい      かい

           い

 こ      とし　         あき　           なが    さき   けん　         かい    さい

なが     さき      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こく　　 たい

へい  せい　　         ねん　　         がつ　　         にち       にち　                　　  にち      すい

お
ぎ
む
ら 

い  

ち 

ろ
う


