報道各社による「岩見沢スターキッズサッカースクール」の紹介
開設：平成１８年 ２月 ～ 平成２７年 １月現在

１．新聞関係（５４件）
（１）「北海道新聞」（７件）
ア．期 日：平成１８年 １月２７日（金） ＊朝 刊「空知版」
標 題：「サッカー元プロが教えます ブラジルで活躍浜本さん 三笠出身」
イ．期 日：平成１９年 １月２３日（火） ＊朝 刊「南空知版」
標 題：「開校１年でブラジル流に生徒続々」
ウ．期 日：平成１９年 １月２９日（月） ＊朝 刊「札幌圏版」
標 題：「ブラジルでの経験伝えたい」
ヱ．期 日：平成２２年 3 月 5 日（金） ＊朝 刊「空知ワイド版」
標 題：「ここからＪリーガーを」
オ．期 日：平成２２年 ６月１２日（土） ＊朝 刊「空知ワイド版」
標 題：Ｗ杯開幕そらねっと２４「厳しいけどあきらめるな」
カ．期 日：平成２６年 １月１０日（金） ＊朝 刊「空知版」
標 題：「プロサッカー選手中川さん独で飛躍期す」
キ．期 日：平成２６年 ５月２７日（火） ＊朝 刊「空知ワイド版」
標 題：「ひと 空知：念願のプロに 〝王国での努力を糧に〝」

（２）「毎日新聞」（３件）
ア．期 日：平成１８年 ２月 ７日（火） ＊朝 刊「全道版」
標 題：「サッカースクールを開校した元プロ選手 本場の指導を子供たちに」
イ．期 日：平成１８年 ６月２２日（木） ＊朝 刊「全道版」
標 題：サッカーワールドカップ
「代表濱本のサッカー経歴と日本対ブラジル戦の分析」
ウ．期 日：平成１８年 ６月２３日（金） ＊夕 刊「全道版」
標 題：サッカーワールドカップ「日本対ブラジル対戦結果の分析」

（３）「岩見沢新聞」（３件）
ア．期 日：平成１８年 １月２１日（土）
標 題：「サッカースクール開設 ブラジルで元プロ濱本さんら指導」
イ．期 日：平成１８年 ２月１６日（木）
標 題：「岩見沢スターキッズサッカースクールを開設した濱本義孝さん」

ウ．期 日：平成２1 年 3 月１６日（月）
標 題：「サッカーで体力づくりを！スターキッズスクール 29 日に無料体験会」

（４）「プレス空知」（１３件）
ア．期 日：平成２２年 １月 1 日（金）
標 題：「15 歳で単身ブラジルへ留学 念願のプロサッカー選手に」
イ．期 日：平成２２年 ３月１０日（水）
標 題：「コンサドーレ札幌Ｕ－12 に合格 スターキッズから 4 人目
8 歳のサッカー少年 幌向小２年中野歩夢くん」
ウ．期 日：平成２２年 ３月１０日（水）
標 題：「おいでください ブラジルサッカー体験会開催」
ヱ．期 日：平成２２年 ６月１６日（水）
標 題：サッカー大好き少年団紹介「岩見沢スターキッズ美唄校指導力の高さで実績」
オ．期 日：平成２２年 ６月２３日（水）
標 題：指導者は今こう考える「 基礎の習得が何より大事 ハングリー精神も」
カ．期 日：平成２２年１２月 ８日（水）
標 題：「岩見沢スターキッズ コンサ入団テストに３人合格」
キ．期 日：平成２３年 １月１２日（水）
標 題：「岩見沢スターキッズサッカースクール２３日に体験会開催」
ク．期 日：平成２４年 ６月１６日（土）
標 題：「サッカーＵ‐１４の日本代表選手 三笠中２年の住永翔君 道内でただ１人
１９日から東アジア各国と試合」
ケ．期 日：平成２４年 ７月２１日（土）
標 題：「美唄東小学校に防犯シャッター寄贈サッカースクールに感謝状（美唄市長）」
コ．期 日：平成２５年 ６月 ８日（土）
標 題：「サッカー日本代表ブラジルへ！喜びも格別：諦めない姿勢でとエール送る」
サ．期 日：平成２６年 １月 ８日（水）
標 題：「スターキッズサッカースクール ドイツで活躍の中川雄貴さん招き初練習」
シ．期 日：平成２６年 ６月１１日（水）
標 題：「元プロから見たサッカーワールドカップ」
（元コンサドーレ札幌・道教大岩見沢校講師 曽田雄志氏と同列に掲載）
ス．期 日：平成２６年 ７月 ２日（火）
標 題：「ワールドカップサッカー日本の戦いプロフェッショナルに聞く」

（５）「親子ふれあいサッカーデーレクリエーショ」の開催（１２件）
（１）平成２０年 ８月１４日（木）⇒ 「岩見沢新聞」
（２）平成２０年 ８月１９日（火）⇒ 「北海道新聞」＊夕刊：空知版
（３）平成２０年 ８月２０日（水）⇒ 「岩見沢新聞」
（４）平成２1 年 ８月１９日（水）⇒ 「北海道新聞」＊夕刊：空知版
（５）平成２1 年 8 月 1９日（水）⇒ 「岩見沢新聞」
（６）平成２５年 １月 ９日（水）⇒ 「プレス空知」
（７）平成２７年 １月 ７日（水）⇒ 「プレス空知」
●開校１周年記念感謝デー
（１）平成２０年 １月 ７日（月）⇒ 「北海道新聞」＊夕刊：空知版
（２）平成２０年 １月 ９日（水）⇒ 「岩見沢新聞」
（３）平成２０年 １月１０日（木）⇒ 「読売新聞」＊朝刊：空知版
（４）平成２０年 １月１１日（金）⇒ 「道新スポーツ」＊朝刊：全道版
●開校５周年記念感謝デー
（１）平成２２年１２月３１日（金）⇒「北海道新聞」＊朝 刊：空知ワイド版

（６）サッカースクール初練習（９件）
（１）平成２０年 １月 ８日（火）⇒ 「毎日新聞」＊朝刊：空知版
（２）平成２０年 １月 ９日（水）⇒ 「朝日新聞」＊朝刊：全道版
（３）平成２１年 1 月

8 日（木）⇒ 「北海道新聞」＊夕刊：空知版

（４）平成２１年 1 月 8 日（木）⇒ 「朝日新聞」＊朝刊：道内版
（５）平成２１年 1 月 8 日（木）⇒ 「毎日新聞」＊朝刊：空知版
（６）平成２１年 1 月 ９日（金）⇒ 「岩見沢新聞」
（７）平成２２年 １月 ７日（木）⇒ 「北海道新聞」＊朝刊：南空知版
（８）平成２２年 １月 ８日（金）⇒ 「読売新聞」＊朝刊：空知版
（９）平成２２年 １月 ９日（土）⇒ 「プレス空知」

（７）当スクール生「コンサドーレ札幌Ｕ－12」入団試験合格（７件）
●岩見沢校：河合悠人君／美唄校：古庄祐輔君／三笠校：音羽純君（３名）
（１）平成２１年１１月２６日（木）⇒ 「北海道新聞」＊朝刊：南空知版
（２）平成２１年１１月２７日（金）⇒ 「毎日新聞」＊朝刊：道東北版
（３）平成２１年１１月２８日（土）⇒ 「プレス空知」
（４）平成２１年１１月３０日（月）⇒ 「朝日新聞」＊朝刊：道内版
（５）平成２２年 １月 ９日（土）⇒ 「プレス空知」＊河合悠人君

●岩見沢校：小山田凌君・宮下黒皓旭君／三笠校：住永翔君（３名）
（１）平成２２年１２月 ８日（水）⇒ 「北海道新聞」 ＊朝 刊「南空知版」
（２）平成２２年１２月１６日（木）⇒ 「読売新聞」＊朝刊 「空知版」

２．テレビ関係（３件）
（１）ＮＨＫ総合テレビ「ほくほくテレビニュース」〔全道版〕（２件）
ア．期 日：平成１８年 ５月３０日（火）
標 題：サッカーワールドカップ企画「ブラジルでの経験を活かして」
イ．期 日：平成２０年 ２月１５日（金）（昼・夜）
標 題：「保育園児に本場のサッカー指導」

（２）ＨＢＣテレビ「Ｈａｎａテレビ」〔全道版〕（１件）
ア．期 日：平成１８年 ６月２２日（木） ＊出演 濱本 義孝
標 題：サッカーワールドカップ「代表濱本のサッカー経歴と日本対ブラジル戦
の分析」

３．ラジオ関係（５件）
岩見沢「エフエムはまなす」ラジオ放送（ＦＭ７６．１ＭＨｚ）（５件）
（１）期 日：平成１８年 ３月１３日（月）～１９日（日）＊２０分間：計１１回
「素敵にハッピーライフ スポーツ・文化・文学」＊出演 濱本 義孝
標 題：「本場ブラジルサッカーの経験とサッカースクール開設の思い」
（２）期 日：平成１８年 ７月２４日（月）～３０日（日）＊２０分間：計１１回
「素敵にハッピーライフ スポーツ・文化・文学」
標 題： 「サッカースクール子ども達の練習現場から」
（３）期 日：平成２０年 １月２１日（月）～２７日（日）＊１５分間：計７回
「素敵にハッピーライフ スポーツ・文化」＊出演 濱本 義孝
標 題 「ブラジルプロの経験通して子ども達に伝えたい思い」
（４）期 日：平成２１年１２月１１日（金）～２４日（木）＊２０分間：計１４回
「そこが知りたあーい！」＊出演 古庄君・音羽君・代表濱本（河合君欠席）
標 題： 「コンサドーレ札幌Ｕ－12 試験合格」
（５）期 日：平成２２年 ３月１０日（水）～１１日（木） 計７回
「そこが知りたあーい！」＊出演 中野君・お母さん・代表濱本
標 題： 「コンサドーレ札幌Ｕ－12 試験合格」

４．雑誌等関係（４件）
（１）「財界さっぽろ」〔全道版〕（１件）
ア．期 日：平成１８年 ４月号
標 題：「本場ブラジルのサッカーを子どもたちに」

（２）空知信用金庫「まちかど短信」〔空知版〕（１件）
ア．期 日：平成１８年 ９月号
標 題：第１回街を元気に「サッカー事業を通して
スポーツのまちづくりに貢献」

（３）美唄市広報（２件）
ア．期 日：平成２２年 １月号
標 題：「古庄祐輔君（小学３年生）コンサドーレ札幌Ｕ－12 試験合格」
イ．期 日：平成２４年 ８月号
標 題：「岩見沢スターキッズサッカースクール美唄校に市長から感謝状贈呈」

