










023-642-8321 電話受付時間　午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く。）

〒990-2412 山形市松山2-11-30山形県支部
〈（公財）山形県スポーツ協会内〉

小さな掛金、大きな補償

2019年12月作成　19-TC05719

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和2年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン日本興亜
大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

TEL 03-3515-4346（平日9：00～17：00）

※事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺障害、入院、手術、
通院が対象となります。
※上記に加え、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険も付帯されています。

この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ
安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は保険約款および特約
書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保
険（株）までお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険
保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。
※インターネットからも加入受付をおこなっております。

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

全年齢

大人
（高校生
以上）

※特別支援学
校高等部の
生徒を含む 上記団体活動に加え、個人活動も対象

死亡保険金 ： 2,000万円
後遺障害保険金 ： 3,000万円（最高額）
入院保険金 ： 4,000円 /1日
通院保険金 ： 1,500円 /1日（30日限度）

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

※スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

※A2区分で対象となる活動も補償されます。

※右記年齢の判断は、｢令和2年4月1日｣と｢掛金
の支払い手続きを行う日｣のいずれか遅い日の
年齢を基準とします。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

AW

A2

D

800円

1,450円

1,850円

1,200円

800円

11,000円

C
64歳以下

B
65歳以上

対象となる事故

保険期間

団体・グループ活動中の事故 / 往復中の事故

令和2年4月1日午前0時から
令和3年3月31日午後12時まで

補償内容は、加入区分によって異なります。
詳しくは、ホームページなどをご覧ください。

補償内容

加入区分

A1、C、A2区分
の場合

例 傷
害
保
険

 4 名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

 4 名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。
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順位 競技名 種　別 種　目 選手名 所　属

１位 スケート（スピード） 少年女子 2000 ｍＲ 古川　幸希・高橋　侑花
真野　美咲・小坂　　凛 山形中央高校

スケート（スピード） 少年男子 1500 ｍ 櫻　井　俊太朗 山形中央高校３年

２位

スケート（スピード） 少年女子 500 ｍ 古　川　幸　希 山形中央高校２年
スケート（スピード） 少年女子 1000 ｍ 高　橋　侑　花 山形中央高校２年
スケート（スピード） 少年男子 5000 ｍ　 森　野　太　陽 山形中央高校３年
スケート（スピード） 少年男子 10000 ｍ　 森　野　太　陽 山形中央高校３年
スケート（スピード） 成年女子 3000 ｍ ウイリアムソン レミ 大東文化大学２年
スキー 少年男子 クロスカントリー 菊　地　　　哲 九里学園高校３年

３位

スケート（スピード） 少年女子 1500 ｍ 高　橋　侑　花 山形中央高校２年

スケート（スピード） 少年男子 2000 ｍＲ 小谷駿太朗・福田　　響
森野　太陽・櫻井俊太朗 山形中央高校

スケート（スピード） 成年男子 2000 ｍＲ 椿　　尚大・由井　直樹
佐竹　柊真・森重　　航

日本大学・早稲田大学
帯広大谷短大・専修大学

４位

スケート（スピード） 少年女子 500 ｍ 真　野　美　咲 山形中央高校１年
スケート（スピード） 少年女子 1000 ｍ 真　野　美　咲 山形中央高校１年
スケート（スピード） 少年女子 3000 ｍ 小　坂　　　凛 山形中央高校３年
スケート（スピード） 少年男子 1500 ｍ 福　田　　　響 山形中央高校２年
スケート（スピード） 少年男子 1000 ｍ 櫻　井　俊太朗 山形中央高校３年

スキー 少年男子 クロスカントリーリレー 落合　優真・菊地　　哲
船山　大陸・阿部　一瑳

北村山高校・九里学園高校
九里学園高校・北村山高校

５位

スケート（スピード） 少年女子 3000 ｍ 福　田　琴　音 山形中央高校３年
スケート（スピード） 少年男子 10000 ｍ 關　口　佳　弘 山形中央高校３年
スケート（スピード） 少年男子 1000 ｍ 福　田　　　響 山形中央高校２年
スケート（スピード） 成年女子 1500 ｍ ウイリアムソン レミ 大東文化大学２年

スケート（スピード） 成年女子 2000 ｍＲ 山口　亜実・秋田　玲菜
古川　智洋・鈴木　杏菜

大東文化大学・高崎健康福祉大学
高崎健康福祉大学・大東文化大学

スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー 青　木　富美子 真室川レーシング

６位 スケート（スピード） 少年女子 1500 ｍ 小　坂　　　凛 山形中央高校３年
スケート（スピード） 成年女子 3000 ｍ 鈴　木　杏　菜 信州大学２年

７位

スケート（スピード） 少年男子 5000 ｍ 關　口　佳　弘 山形中央高校３年
スキー 成年女子Ｂ ジャイアントスラローム 越　後　英美華 法政大学
スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 中　山　美　咲 日大山形高校１年

スキー 成年男子 クロスカントリーリレー 鈴木　貴弘・齋藤　拓斗
片倉　将也・三浦　壱成

米沢スキークラブ・日体大
神町自衛隊 SC・近畿大

８位

スケート（スピード） 成年男子 1000 ｍ 椿　　　尚　大 日本大学１年
スキー 少年女子 クロスカントリー 高　橋　佳奈子 新庄南高校金山校３年

スキー 女子 クロスカントリーリレー 大場　友咲・高橋佳奈子
五十嵐　萌・青木富美子

新庄北高校・新庄南高校金山校
日本体育大学・真室川レーシング


