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 3‐5 プレスリリース、新聞記事等 

（１）日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会との連携協力協定締結に関する内容 

 ・順天堂大学プレスリリース（2018 年 1 月 26 日） 
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  ・ネットニュース記事掲載 

  

キーワード 日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会との連携協力協定締結

No 取得日 サイトジャンル サイト名 媒体社名 記事掲載カテゴリ 記事タイトル

1 2018/01/29 教育・指導研究 リセマム 株式会社イード 生活・健康 順天堂大学、日本ゴールボール協会、日本ボッチャ協会が協定締結

2 2018/01/27 ポータル・プロバイダ ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ スポーツ 順天堂大学、日本ゴールボール協会、日本ボッチャ協会が協定締結

3 2018/01/27 ポータル・プロバイダ Infoseekニュース 楽天株式会社 スポーツ 順天堂大学、日本ゴールボール協会、日本ボッチャ協会が協定締結

4 2018/01/27 ニュース／スポーツ・エンタメ cyclestyle.net（CYCLE サイクル） 株式会社イード スポーツ 順天堂大学、日本ゴールボール協会、日本ボッチャ協会が協定締結

5 2018/01/26 ポータル・プロバイダ フレッシュアイ 株式会社スカラコミュニケーションズ 新着記事 学校法人 順天堂順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

6 2018/01/26 ビジネス／業界 MarkeZine（マーケジン） 株式会社翔泳社 プレスリリース一覧 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

7 2018/01/26 ニュース／総合 産経ニュース 株式会社産経デジタル プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

8 2018/01/26 ニュース／スポーツ・エンタメ iza（イザ！） 株式会社産経デジタル プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

9 2018/01/26 ポータル・プロバイダ マピオンニュース 株式会社マピオン リリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

10 2018/01/26 ビジネス／業界 SEOTOOLS ブラストホールディングス株式会社 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

11 2018/01/26 ポータル・プロバイダ エキサイトニュース エキサイト株式会社 プレスリリース一覧 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

12 2018/01/26 スポーツ／その他 Number Web 株式会社文藝春秋 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

13 2018/01/26 マネー・金融 とれまが 株式会社サイトスコープ PRTimesのニュース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

14 2018/01/26 マネー・金融 とれまが 株式会社サイトスコープ 新着記事 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

15 2018/01/26 情報サイト／その他 OKWAVE Guide 株式会社オウケイウェイヴ PR TIMES の記事一覧 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

16 2018/01/26 ポータル・プロバイダ Cubeニュース 株式会社キューブ・ソフト プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

17 2018/01/26 エンターテイメント ORICON NEWS オリコン株式会社 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

18 2018/01/26 ライフスタイル／総合 @DIME アットダイム 株式会社小学館 企業ニュース一覧 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結（01.26）

19 2018/01/26 ニュース／総合 ジョルダンニュース！ ジョルダン株式会社 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

20 2018/01/26 教育・指導研究 リセマム 株式会社イード プレスリリース(PR TIMES) 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

21 2018/01/26 ライフスタイル／総合 おたくま経済新聞 C.S.T Entertainment,Inc. リリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

22 2018/01/26 ビジネス／総合 東洋経済オンライン 株式会社東洋経済新報社 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

23 2018/01/26 ビジネス／総合 PRESIDENT Online 株式会社プレジデント社 プレスリリース [学校法人 順天堂]順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

24 2018/01/26 ライフスタイル／総合 STRAIGHT PRESS 株式会社マッシュメディア 企業ニュース一覧 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

25 2018/01/26 ビジネス／総合 JBpress（日本ビジネスプレス） 株式会社日本ビジネスプレス プレスリリース情報一覧 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

26 2018/01/26 ニュース／総合 読売新聞（YOMIURI ONLINE）（ニュースリリース） 株式会社読売新聞社 ニュースリリース 学校法人 順天堂順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

27 2018/01/26 ニュース／総合 財経新聞 株式会社財経新聞社 最新プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

28 2018/01/26 ビジネス／総合 現代ビジネス 株式会社講談社 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

29 2018/01/26 ビジネス／総合 ダイヤモンド・オンライン（Diamond Online） 株式会社ダイヤモンド社 プレスリリース [ 学校法人 順天堂 ]順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

30 2018/01/26 ビジネス／総合 @niftyビジネス ニフティ株式会社 PR TIMES 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

31 2018/01/26 ニュース／総合 時事ドットコム 株式会社時事通信社 PRTIMES 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

32 2018/01/26 ポータル・プロバイダ NewsCafe 株式会社イード プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

33 2018/01/26 ライフスタイル／男性 朝日新聞デジタル＆M 株式会社朝日新聞社 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

34 2018/01/26 ポータル・プロバイダ Infoseekニュース 楽天株式会社 プレスリリース（経済） 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

35 2018/01/26 ポータル・プロバイダ BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 リリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

36 2018/01/26 スポーツ／その他 funDOrful（ファンダフル） ぴあ株式会社 プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

37 2018/01/26 ライフスタイル／総合 BEST TIMES（ベストタイムズ） 株式会社ベストセラーズ プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

38 2018/01/26 情報サイト／その他 PR TIMES 株式会社PR TIMES 新着プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

39 2018/01/26 ポータル・プロバイダ ニコニコニュース 株式会社ドワンゴ プレスリリース 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

40 2018/01/26 教育・指導研究 教育支援サイトes.jiji.com 株式会社時事通信社 新着記事 順天堂大学と日本ゴールボール協会及び日本ボッチャ協会が連携協力協定を締結

41 2018/01/26 ニュース／総合 毎日新聞WEB 株式会社毎日新聞社 教育 毎日新聞ゴールボールとボッチャの普及や強化指導で連携両協会と協定締結

42 2018/01/26 ニュース／スポーツ・エンタメ Sponichi Annex 株式会社スポーツニッポン新聞社 スポーツ 順大　ゴールボール、ボッチャ協会と連携　普及活動など展開

43 2018/01/26 ニュース／ローカル 千葉日報オンライン 株式会社千葉日報社 千葉県内ニュース 2018年01月26日（金）順大、強化支援で初協定　東京パラ向け指導者育成　ゴールボール、ボッチャ

44 2018/01/25 ニュース／ローカル 北海道新聞 株式会社北海道新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

45 2018/01/25 ニュース／ローカル 琉球新報 株式会社琉球新報社 新着記事 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

46 2018/01/25 ニュース／ローカル 大分合同新聞 株式会社大分合同新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力

47 2018/01/25 ニュース／ローカル 北海道新聞 株式会社北海道新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

48 2018/01/25 ニュース／ローカル 岩手日報 Web News 株式会社岩手日報社 スポーツ 順大が２協会と連携協力パラのゴールボールなど

49 2018/01/25 ニュース／ローカル 神戸新聞NEXT 株式会社神戸新聞社 新着記事 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

50 2018/01/25 ニュース／ローカル カナロコ 株式会社神奈川新聞社 新着記事 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

51 2018/01/25 ニュース／スポーツ・エンタメ SANSPO.COM（サンスポ） 株式会社産経デジタル スポーツ総合 順大がゴールボールなど２協会と連携協力　順大がゴールボールなど２協会と連携協力　

52 2018/01/25 ニュース／ローカル 北海道新聞 株式会社北海道新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

53 2018/01/25 ニュース／ローカル 中日新聞（CHUNICHI Web） 株式会社中日新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

54 2018/01/25 ニュース／スポーツ・エンタメ デイリースポーツニュース online 株式会社デイリースポーツ社 スポーツ 順大が２協会と連携協力 パラのゴールボールなど

55 2018/01/25 ニュース／ローカル 山陽新聞digital 株式会社山陽新聞社 国内外ニュース 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

56 2018/01/25 ニュース／ローカル 高知新聞 株式会社高知新聞社 国内・国際（スポーツ） 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

57 2018/01/25 ニュース／ローカル 福島民友新聞 株式会社福島民友新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

58 2018/01/25 ニュース／ローカル 千葉日報オンライン 株式会社千葉日報社 国内外ニュース新着記事 2018年01月25日（木）順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

59 2018/01/25 ニュース／ローカル 東京新聞(TOKYO Web) 株式会社中日新聞社 スポーツ速報 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

60 2018/01/25 ポータル・プロバイダ BIGLOBEニュース ビッグローブ株式会社 スポーツ総合 順大が2協会と連携協力 パラのゴールボールなど

61 2018/01/25 ニュース／ローカル 徳島新聞Web 株式会社徳島新聞社 国内外ニュース 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど   2018/1/25 17:15

62 2018/01/25 ニュース／ローカル 北日本新聞ウェブ webun ウェブン 株式会社北日本新聞社 新着記事 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

63 2018/01/25 ニュース／ローカル 中日新聞プラス 株式会社中日新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

64 2018/01/25 ニュース／ローカル 岐阜新聞Web 株式会社岐阜新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力 パラのゴールボールなど

65 2018/01/25 ニュース／ローカル 佐賀新聞LiVE 株式会社佐賀新聞社 全国・世界 順大が２協会と連携協力パラのゴールボールなど

66 2018/01/25 ニュース／ローカル 宮崎日日新聞社 宮崎日日新聞社 国内外ニュース（スポーツ） 順大が２協会と連携協力 パラのゴールボールなど 

67 2018/01/25 ニュース／ローカル 西日本新聞 株式会社西日本新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

68 2018/01/25 ニュース／ローカル 富山新聞 富山新聞社 新着記事 順大が２協会と連携協力 ― パラのゴールボールなど

69 2018/01/25 ライフスタイル／総合 OVO[オーヴォ] 株式会社共同通信社 新着記事 順大が2協会と連携協力 パラのゴールボールなど

70 2018/01/25 ニュース／ローカル 北國新聞社 株式会社北國新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力 ― パラのゴールボールなど

71 2018/01/25 ニュース／スポーツ・エンタメ 中日スポーツ（CHUNICHI Web） 株式会社中日新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

72 2018/01/25 ニュース／ローカル 下野新聞「SOON」 株式会社下野新聞社 全国のスポーツ 順大が２協会と連携協力 パラのゴールボールなど

73 2018/01/25 ニュース／ローカル 上毛新聞ニュース 株式会社上毛新聞社 スポーツ 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

74 2018/01/25 ニュース／ローカル 福島民報 株式会社福島民報社 ほかのスポーツ 国内外のスポーツ順大が２協会と連携協力

75 2018/01/25 ニュース／ローカル 河北新報オンラインニュース 株式会社河北新報社 全国・海外ニュース 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

76 2018/01/25 ニュース／ローカル 沖縄タイムス＋プラス 株式会社沖縄タイムス社 新着記事 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

77 2018/01/25 ニュース／ローカル 秋田魁新報電子版 株式会社秋田魁新報社 全国ニュース 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

78 2018/01/25 ニュース／総合 47NEWS（よんななニュース） 株式会社全国新聞ネット スポーツ 順大が2協会と連携協力　パラのゴールボールなど

79 2018/01/25 ニュース／総合 共同通信 47NEWS ノアドット株式会社 新着記事 順大が2協会と連携協力

80 2018/01/25 ニュース／ローカル 大阪日日新聞 株式会社新日本海新聞社 全国ニュース 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど

81 2018/01/25 ニュース／総合 47NEWS（よんななニュース） 株式会社全国新聞ネット 全国 順大が2協会と連携協力　パラのゴールボールなど

82 2018/01/25 ニュース／ローカル 日本海新聞 株式会社新日本海新聞社 全国ニュース 順大が２協会と連携協力　パラのゴールボールなど
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（２）小学校・中学校向けパラスポーツ体験会の開催に関する内容 

 

 ・順天堂大学プレスリリース（2018 年 2 月） 
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 ・小学校・中学校向けパラスポーツ体験会案内 

  

 

 

 


