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びわこ国体 1981

滋賀ホッケーの歴史は、昭和56年「びわ湖国体」で米原市がホッケー競技の会場となったことを契機に、
認知度の低かったホッケーを盛り上げようと地域住民が一丸となって継続した普及活動や技術力向上に努
めてきたことから始まります。以降、各年代の選手たちは全国レベルの各種大会で好成績を残し、滋賀は
ホッケー強豪県としてこれまでに数多くの日本代表やオリンピック選手のほか、コーチングスタッフを輩
出しています。ホッケーは米原市、彦根市、長浜市を中心に、スポーツ少年団をはじめ中学・高校・大学、
そして社会人に至るまで幅広い世代に地域密着型の競技スポーツとして根付いていきました。

しかしながら現在、時代の変化とともに（スポーツの多様化、人口減少、少子化）、ホッケーの競技人口
減少が進行しています。日本のホッケー競技全体としては、❶ 知名度の低さ（マイナースポーツ） ❷ 国際
大会での実績不足など、多くの要因が考えられます。一方で、ホッケーが根付いていた滋賀県にフォーカ
スすると、要因の１つは、日本ホッケーの最高峰リーグで活躍する “トップチーム” が県内に存在しない
ことが考察されます。大学までホッケーをし高いスキルを身につけた選手が、滋賀県での競技生活を断念
し、他府県のチームに所属したり、ホッケーの第一線から身を引く結果となっています。その結果、滋賀
県の子どもたちがホッケーの楽しさや感動に触れる機会を著しく失っており、競技の普及にとって大きな
マイナスになっています。

このような現状を鑑み、滋賀ホッケーの復権をかけて、
全く新しいクラブチームを設立しました。

その名は「BlueSticks」。
日本一のクラブチームを目指して。

【 滋賀ホッケーの歩み 】

INTRODUCTION
はじめに

【 滋賀ホッケーの復権 】

進学してさらに技術を磨く

卓越した技術力に磨きをかけ
日本代表に選出される。

子ども達の憧れの選手に！

子どもの頃から

ホッケーに親しむ

日本最高峰リーグで
活躍できるチームがない‥

びわこ国体以降
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CORRECT CIRCLE

SUPPORTER

SUPPORT
COMPANY

永続するカタチ

■ 選手／チームマネジメント

■ 応援／資金サポート

■ 資金サポート／就職

連携

地域活性

連携



BlueSticks は、日本最高峰の HJL（ホッケー日本リーグ）で頂点をめざすクラブチーム。卓越
したテクニックとスピードで、日本のホッケー界に旋風を巻き起こします。また、チームの勝利だけで
はなく、地元やファンに愛されるチーム（人気）づくり、選手がホッケーに集中できる仕組みづく
り（マネジメント）に心を砕き、永続するクラブチームづくりを進めていきます。

実力 No1を獲る。POINT 01.

人気 No1を獲る。POINT 02.

マネジメント No1を獲る。POINT 03.

OUR GOAL
最終目標



H1

H2

JAPAN

オリンピックの正式競技

日本代表

2023年H1昇格

2024年H1優勝
2026年～代表候補選手2名輩出

2028年 LAオリンピック出場

2020年チーム結成

MILESTONE
チームマイルストーン



SYMBOL

【 LOGO 】

【 EMBLEM 】

“Blue” は、びわ湖に山々の深い緑がとけこむ「蒼」を指し、滋賀を象徴する（滋賀ブルー）。
“Sticks” は、選手たちの卓越したホッケーテクニックを象徴する。滋賀から日本の頂点を目指す
ホッケークラブチームという想いを込めて「BluSticks」と命名しました。

ロゴマーク は、蒼（滋賀ブルー）をメインカラーとし、モチーフはイヌワシとスティック。国内
でも希少なイヌワシは、滋賀県最高峰の伊吹山に生息し猛禽類の中でも、その強さ、気高さで、古
来より人々の敬意と憧れの対象であった。そのイヌワシがホッケースティックを持ち飛翔する様は、
まさにBlueSticks の選手達がスティックを巧みに操りピッチを疾走するイメージそのもの。

ユニフォームの胸にプリントしているチームエンブレムは、
枠の上部に、イヌワシが生息する伊吹山を中心とする滋賀
の山々を表現し、下部に曲線（波線）でびわ湖を表現して
いる。滋賀の誇りを胸に堂々と選手たちに戦ってもらいた
いという願いを込めている。

チーム名／ロゴ／エンブレム



SLOGAN

Blue 
Imagination

圧倒的なテクニックとインスピレーションは、
相手を翻弄し、見る者の心を動かし、会場に熱気を巻き起こす。

蒼き疾風のパフォーマンスを刮目せよ。

蒼像力

地域貢献
滋賀の象徴的存在として誇りと自覚を持ち、ホッケー競技を通して地域に夢と希望を与える。

人材育成
社会人としての自覚をもち、何事にも向上心をもって社会で活躍できる人となるように努め
るとともに、世界で活躍できる人材を輩出できるような社会的取り組みを推進していく。

チームスローガン

DUTY
社会的役割



PICKUP PLAYERS

瀧上 諒大
RYOTA TAKIGAMI

KOKI MATOBA

（タキガミ リョウタ）

的塲 洸希 （マトバ コウキ）

ATSUSHI SUGIYAMA

杉山 惇士 （スギヤマ アツシ）

SHOJI ISEKI

井関 渉二 （イセキ ショウジ）

天理大学
伊吹高校
伊吹山中学校
春照小学校

■ 2019年間MVP

注目選手



ご支援のお願い

　スポーツ文化の振興及び発展に寄与し、地域社会における交流や親善に貢献する中で、継続した
ホッケー競技の普及活動や技術力の向上ならびに後進の指導・育成を目的として『一般社団法人ホッ
ケーアカデミー滋賀』を設立すると共に、卓越した技術力を有する選手たちが日本の最高峰リーグ
で躍動する新チーム「BlueSticks SHIGA」を設立致しました。

　つきましては、未来ある選手たちが優れた環境で継続して活躍できることを目指し、地域社会に
対し充実した活動を行う為に、地域でご活躍をされております多くの企業の皆さまにサポートカン
パニーとしてのご支援の程をお願い申し上げております。

　滋賀が誇れる新チームの活躍は、地域社会で育まれる青少年たちの輝かしい未来への道標となる
だけでなく、地域に一体感を生み出し、地域社会や企業の新たな活力に繋がることと確信しており
ますので、何卒趣旨をご理解いただき、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

(※支援金の要綱は別紙参照願います。)

BlueSticks
SHIGA



SUPPORT PLAN

メインサポートカンパニー
MAIN

¥1,000,000／年

＜広告宣伝＞
■ユニフォームへの協賛掲示
■ウェブサイトへの協賛掲示／大（＋SNS#タグ付）
■ポスターへの協賛掲示
■イベントパネルへの協賛掲示

＜リターン＞
■年間チームミーティングへの招待（年1回）
■年間活動報告パンフレット10部（年1回）
■ユニフォーム2着
■観戦チケット20枚
■応援グッズ5セット

¥500,000／年

＜広告宣伝＞
■ウェブサイトへの協賛掲示
■ポスターへの協賛掲示
■イベントパネルへの協賛掲示

＜リターン＞
■年間チームミーティングへの招待（年1回）
■年間活動報告パンフレット5部（年1回）
■観戦チケット10枚
■応援グッズ3セット

50SUPPORT
COMPANY

¥300,000／年

＜広告宣伝＞
■ウェブサイトへの協賛掲示

＜リターン＞
■年間チームミーティングへの招待（年1回）
■年間活動報告パンフレット3部（年1回）
■観戦チケット6枚
■応援グッズ2セット

30SUPPORT
COMPANY

¥200,000／年

＜広告宣伝＞
■ウェブサイトへの協賛掲示

＜リターン＞
■年間チームミーティングへの招待（年1回）
■年間活動報告パンフレット2部（年1回）
■観戦チケット4枚
■応援グッズ2セット

20SUPPORT
COMPANY

¥100,000／年

＜広告宣伝＞
■ウェブサイトへの協賛掲示

＜リターン＞
■年間チームミーティングへの招待（年1回）
■年間活動報告パンフレット1部（年1回）
■観戦チケット2枚
■応援グッズ1セット

10SUPPORT
COMPANY

サポートプラン



HOW TO USE 

1. 練習環境の整備
◎練習会場の使用料
◎ナイター照明の使用料
◎トレーニングルームの使用料

2. トレーニング機具の購入
◎ホッケーボール
◎練習着
◎ビブスなど

3. 大会遠征費 ◎バス移動費
◎宿泊費

4. 大会参加費 ◎高円宮牌ホッケー日本リーグ参加費

5. 広報費
◎WEB／ SNSの運営費
◎動画制作費
◎印刷物制作費

ご支援金の使い道



BANK ACCOUNT

支援金のお振込先

支援金に関しましては、下記 2 つの金融機関のどちらかへお振込いただきますよう、何卒よろし
くお願い申し上げます。また、お振込の際必要になります手数料に関しましても、御社のご負担で
お願い致します。

金融機関名： 滋賀銀行
支店名： 米原支店（店番847）
口座種別： 普通口座
口座番号： 67718
名義人： 一般社団法人　ホッケーアカデミー滋賀
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金融機関名： 長浜信用金庫
支店名： 米原支店（店番006）
口座番号： 0214701
名義人： 一般社団法人　ホッケーアカデミー滋賀

02

ご入金口座情報


