
別紙　頂いた支援一覧　（平成２７年６月１日現在）

日付 内容 支援元 支援先

1 平成２３年 3月29日 ウォーマー，トレーナー，ソックスを多数頂いた。 日本卓球株式会社 登米市災害対策本部

2 4月7日 シューズ，Ｔシャツ，ソックスを多数頂いた。 日本卓球株式会社 気仙沼卓球協会

3 4月8日 ウォーマー，ソックス，シューズ，Ｔシャツを多数頂いた。 日本卓球株式会社 塩釜市卓球協会

4 4月18日 ボール，ラケット，ラバー，接着剤を多数いただいた。 日本卓球株式会社 気仙沼市向陽高校

5 4月20日 ラバー，ラケットを多数いただいた。 日本卓球株式会社 宮城県内中学校高校６校

6 4,5月 ラケット，Tシャツ，タオルなど，卓球用品６箱分を頂いた。 明徳義塾中高等学校監督・保護者一同 宮城県卓球協会

7 5月26日 ボール，ソックス，Ｔシャツ（被災者支援練習会協力品）を多数いただいた。 日本卓球株式会社 志波姫卓球協会

8 5月26日 サポート＆ネット，ボール，Ｔシャツ，ラケット，ラバー，ケースを多数いただいた。 日本卓球株式会社 宮城県内中学校１校

9 5,6月 ラケット約３００本を頂いた。 日本卓球株式会社 宮城県内中学校２７校

10 5,6月 ユニフォーム約２００着，シューズ約４０足を頂いた。 株式会社タマス 宮城県内中学校２１校

11 5,6月 ラケットを頂いた。 卓球のタマチ 宮城県内中学校

12 5,6月 ラケットを頂いた。 仙台卓球センター 宮城県内中学校

13 6月5日 「青空卓球イベント」開催　コニヨール社屋外卓球台を頂いた 日本卓球協会，協和発酵キリン卓球部 宮城県内卓球愛好者

14 6月8日 ラケット＆ラバー，接着剤を多数頂いた。 日本卓球株式会社 宮城県内中学校１校

15 6月25日 義援金を頂いた。 岡山県　県境研修大会 宮城県中体連卓球専門部

16 7月 県総体に向けて，応援旗と応援メッセージDVDを頂いた。 岡山県　県境研修大会 宮城県中体連卓球専門部

17 8月17～20日 東日本大震災復興支援全国中学校卓球大会開催　和歌山県 日本中体連，日本卓球協会 被災各県

18 10～12月 ボールを頂いた。 全国教職員卓球連盟，日本卓球株式会社 宮城県内中学校約４０校

19 10月3日 シューズ，Ｔシャツ，ソックス 日本卓球株式会社 宮城県内高校１校

20 10月10日 「福原愛選手卓球イベント」開催 仙台市卓球協会

21 10月28日 指導者講習会招待の御案内を頂いた。 岡山県　県境研修大会 宮城県中体連卓球専門部

22 11月 コニヨール社屋外卓球台を６台頂いた。 ガシアン，コニヨール社 宮城県内中学校２校

23 11月 宮城県卓球協会への義援金より，ボール１２００ダースを支援した。 日本卓球協会，他全国各地 宮城県内中学校約６０校

24 12月13日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県気仙沼市 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 気仙沼市卓球協会

25 12月18日 「水谷隼選手被災地支援卓球交流会」開催　仙台市　選手：水谷隼，神巧也 日本製粉株式会社，株式会社タマス 宮城県内中学生約９００人

26 不明 卓球台，ネット，サポートを頂いた。 協和発酵キリン株式会社 宮城県内小学校１校

27 平成２４年 1月 パスタ，フライパン等を頂いた。 日本製粉株式会社 水谷選手イベント参加の中学生

28 1月23日 複興大会支援品（ボール，ケース，タオル他）を頂いた。 日本卓球株式会社 南三陸町卓球協会



別紙　頂いた支援一覧　（平成２７年６月１日現在）
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29 1月29日 「水谷隼選手被災地支援卓球交流会」開催　埼玉県大宮市 日本製粉株式会社，株式会社タマス 宮城県内中学生

30 1月29日 版画家大野隆司様作「復興支援版画」を頂いた。 埼玉県中体連卓球専門部 宮城県中体連卓球専門部

31 2月1日 ボール，ウォーマー，シューズを多数いただいた。 日本卓球株式会社 名取市卓球協会

32 2月1日 ボール，ウォーマー，シューズを多数いただいた。 日本卓球株式会社 南三陸町卓球協会

33 2月2日 大会招待の御案内を頂いた。 埼玉県中体連卓球専門部 宮城県中体連卓球専門部

34 2月8日 ウォーマー，Ｔシャツを多数いただいた。 日本卓球株式会社 宮城県内中学校１校

35 2月9日 複興大会支援品（ボール，ケース，タオル他）を頂いた 日本卓球株式会社 気仙沼卓球協会

36 2月12日 宮城県卓球協会会長杯争奪卓球大会を国際卓球連盟連帯大会として開催 国際卓球連盟 宮城県卓球協会

37 2月21日 ウォーマー，Ｔシャツ，シューズを多数いただいた。 日本卓球株式会社 気仙沼卓球協会

38 2月22日 被災者支援大会支援品（ボール，ケース，タオル他）を頂いた 日本卓球株式会社 若柳卓球協会

39 3月5日 宮城スプリングカップ卓球大会を国際卓球連盟連帯大会として開催 国際卓球連盟 宮城県卓球協会

40 3月 宮城県卓球協会への義援金より，全国大会参加費用，ユニフォームを支援した。 日本卓球協会，他全国各地 全国中学校選抜卓球大会参加校

41 3月9日 複興大会支援品（ボール，ケース，タオル他）を頂いた。 日本卓球株式会社 登米市卓球協会

42 3月15日 複興大会支援品（ボール，ケース，タオル他）を頂いた。 日本卓球株式会社 名取市卓球協会

43 3月27,28日 宮城で開催予定の「全国中学校選抜卓球大会」を福井県で開催。 福井県卓球協会，福井県中体連卓球専門部 宮城県卓球協会，大会参加校

44 3月31日 「バタフライ・ジャパンツアー in 登米」開催　 株式会社タマス 宮城県登米市卓球協会

45 4月1日 「バタフライ・ジャパンツアー in 石巻」開催　 株式会社タマス
宮城県高体連石巻市部
石巻市中体連卓球専門部

46 4月22日 専修大学ＯＢ，現役選手合同チーム被災地支援卓球講習交流会開催 日本卓球株式会社 宮城県内小，中，高生約８０名

47 5月 ロンドンオリンピック観戦招待の御案内を頂いた。 IOC，JOC 被災県の中学生

48 6月 「バタフライ・ジャパンツアー in 栗原」開催　選手：コルベル 株式会社タマス 宮城県栗原市中体連卓球専門部

49 7月 卓球台１台を頂いた。 株式会社タマス 宮城県内中学校１校

50 7月20日 複興大会支援品（ボール，ケース，タオル他）を頂いた。 日本卓球株式会社 石巻卓球協会

51 7月27日 ラケット＆ラバー，シューズ他を多数いただいた。 日本卓球株式会社 石巻卓球協会

52 7月29日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県亘理町 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県亘理郡中体連卓球専門部

53 7,8月 卓球台11台を頂いた。 株式会社タマス 宮城県内中学校１１校

54 8月20～23日 東日本大震災復興支援全国中学校卓球大会開催　神奈川県 日本中体連，日本卓球協会 被災各県

55 8月30日 卓球台，備品，ボール（市内各地被災施設へ）を多数いただいた。 日本卓球株式会社 石巻卓球協会

56 9月8,9日 「協和発酵キリン杯・復興応援WASURENAI 3.11 ４県<絆>卓球交流大会」開催 協和発酵キリン株式会社 岩手・宮城・福島・茨城の小中高生
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57 9月23日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県気仙沼市 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県気仙沼地区中体連卓球専門部

58 9月25,26日 卓球台３台を頂いた。 株式会社三英 宮城県内中学校３校

59 10月22日 岸川聖也選手が学校部活動を指導 橋津文彦 宮城県塩竈市中体連卓球専門部

60 10月27日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県七ヶ浜町 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県宮城郡中体連卓球専門部

61 11月3日 日本学生卓球連盟選抜チーム被災地支援卓球講習交流会開催 日本卓球株式会社 宮城県内中，高生約８０名

62 11月4日 日本学生卓球連盟選抜チーム被災地支援卓球講習交流会開催 日本卓球株式会社 宮城県内中学生約１３０名

63 11月23日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県石巻市 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県石巻市中体連卓球専門部

64 12月1日 「復興応援 絆ボール」を頂いた。 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県中体連卓球専門部

65 平成２５年 3月3日 「バタフライ・ジャパンツアー in 塩竈」開催　選手：荘智淵，吉田海偉 株式会社タマス
宮城県塩竈市卓球協会
塩竈市中体連卓球専門部

66 4月27,28日 「協和発酵キリン杯・復興応援WASURENAI 3.11 ４県<絆>卓球交流大会」開催 協和発酵キリン株式会社 岩手・宮城・福島・茨城の小中高生

67 6月23日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県名取市 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県名取市卓球協会

68 7月12日 石川佳純被災地支援講習交流会開催 日本卓球株式会社 宮城県内小，中，高生約１５０名

69 8月9日 日本学生卓球連盟選抜チーム被災地支援卓球講習交流会開催 日本卓球株式会社 宮城県内中学生約２０名

70 8月19日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県塩竈市 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県塩竈市卓球協会

71 8月17～20日 東日本大震災復興支援全国中学校卓球大会開催　岐阜県 日本中体連，日本卓球協会 被災各県

72 10月 卓球台11台を頂いた。 株式会社タマス 宮城県内中学校４校

73 10月 大会出場の際にユニフォームを作成して頂いた。 日本卓球株式会社 宮城県内卓球チーム

74 10月6日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県南三陸町 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県南三陸町卓球協会

75 11月17日 福澤朗アナウンサー率いる『純福会』の皆様によるイベント開催 純福会 宮城県気仙沼地区中体連卓球専門部

76 平成２６年 １月 宮城県卓球協会への義援金より，フェンス，集球フェンス等を支援した。 日本卓球協会，他全国各地 宮城県内中学校５校

77 4月18日 卓球台３台，ネットアッセンブリ―２組，ラケット５本，ボール５ダースを頂いた。
電源開発株式会社磯子火力発電所
コスモ株式会社

宮城県内中学校１校

78 4月26,27日 「協和発酵キリン杯・復興応援WASURENAI 3.11 ４県<絆>卓球交流大会」開催 協和発酵キリン株式会社 岩手・宮城・福島・茨城の小中高生

79 5月 卓球台８台を頂いた。 株式会社タマス 宮城県内中学校２校

80 5月4～5日 JA全農2014世界卓球団体選手権東京大会復興支援プログラム開催 (一財)2014世界卓球選手権東京大会組織委員会 宮城県内中学生１３名

81 5月25日 「復興応援キリン絆プロジェクト　協和発酵キリン卓球教室」開催　宮城県仙台市 協和発酵キリン株式会社，ヤマト卓球株式会社 宮城県仙台市中体連卓球専門部

82 8月22～25日 東日本大震災復興支援全国中学校卓球大会開催　徳島県 日本中体連，日本卓球協会 被災各県

83 8月27～31日 2014ジュニアスポーツアジア交流大会　招待参加 東京都，東京都卓球連盟 宮城県内中学生６名

84 11月9日 日本学生卓球連盟選抜チーム被災地支援卓球講習交流会開催 日本卓球株式会社 宮城県内小，中，高生約１５０名
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