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生涯スポーツ健康都市
スポーツで輝け！

　加盟団体の皆様におかれましては、日頃より本市社会体育の振興と市民の体力向上のため、ひとかたならぬご尽力をい
ただき御礼を申し上げます。
　さて、本協会は創立以来「浦安市体育協会」の名称で皆様方から支えられ、共に歩んで参りましたが、時代の変化と業
務内容等の進展により、2019年６月１日付で本会の名称を「浦安市スポーツ協会」に変更致しました。今後とも、皆様と
共に歩んでいけるような団体を目指し、さらなる努力を重ねて参る所存でございますので、引き続き、皆様のご支援を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　また、今年度は、ラグビーワールドカップ2019TM日本大会が開催され、日本代表が決勝トーナメントに出場するなど、
快挙を達成したことで国内でのラグビー熱が高まっていると実感しているところでございます。
　そして、今年は待ちに待った東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。本市においては、７月
４日に聖火リレーのコースとしてランナーが走行するなど、「一生に一度」の体験ができる予定です。
　スポーツ協会といたしましては、競技スポーツの発展のみならず、上記大会への協力をはじめ、多文化共生社会の実現
や青少年の健全育成に向けた役割を担っていきたいと考えております。
　浦安市教育委員会をはじめ、加盟団体役員、会員の皆様には、何卒ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　加盟団体の皆様におかれましては、スポーツ協会主催の様々な協会事業におかれまして、ご協力をいただくなど、日頃
よりスポーツの普及、振興に多大なご尽力いただき有難うございます。
　さて、今年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。本市から東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会に出場できるような選手が生まれることを切に願い、スポーツ協会としても応援していきたいとこ
ろでございます。
　今年度、新たな取り組みとしましては、小学生に多くのスポーツを体験していただくために、青少年交流事業としてラ
グビー体験会をスポーツ協会主催、またラグビーフットボール協会の主管で開催することが出来ました。
　また、前年度に引き続き、障がい児・者向けのスポーツ事業として、卓球、ラグビー、陸上の３種目も開催致しました。
ご協力頂いた各団体の役員、会員の皆様には深く御礼を申し上げる次第です。本事業におかれましては、参加された方から”
次回も参加したい”と大変好評なお言葉も頂いていることから、次年度以降も継続していきたいと考えております。
　加盟団体の皆さんにおかれましては、行政と連携を図りながら、引き続き上記事業も含めたスポーツ協会へのご支援、
ご協力のほど、よろしくお願い致します。

　本市出身で、昨年現役を引退し、読売ジャイアンツ２軍監督に就任した阿部慎之助氏が、浦安市
初の市民栄誉賞を受賞されました。
　今回の受賞理由は、小中学生時代を市内少年野球チームやリトルシニアリーグで過ごし、主軸と
してチームを牽引してきた他、プロ野球に所属してからは、市少年野球連盟に対し、野球教室や協
賛大会の開催など日本野球界のみならず本市に対してのスポーツ振興に大きく貢献されたためです。
　2020年１月27日（月）浦安市役所で行われた表彰式では、内田市長が19年の選手生活とその間
に成し遂げた輝かしい功績をたたえ、表彰状と記念品を手渡しました。
　なお、同年５月２日（月）には、阿部慎之助さんの凱旋試合として、イースタン・リーグ公式戦「読
売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ）が運動公園野球場で開催されます。

受賞の喜びと今後の抱負
　生まれ育った浦安市から、このような素
晴らしい賞をいただけることになり、大変
うれしく、誇りに思います。これまで選手
として浦安市民の方々から暖かい声援をい
ただき、心強く思っていました。今年から
読売ジャイアンツの二軍監督として、新し
い野球人生が始まりますが、今後も賞の名
に恥じないように精進していきます。

会長・理事長あいさつ

浦安市市民栄誉賞第１号を読売ジャイアンツ所属の阿部慎之助氏が受賞されました。

会長　福元　明彦

理事長　松木　新
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　2019年４月13日、文化会館大会議室において、本市スポーツの振興に貢献した個人・団体に対して、体育協会表彰規程に基づき表彰が行われ
ました。
　功労賞は、永年にわたりスポーツの健全な普及・発展に貢献した方10名に、優秀賞は千葉県大会で優勝、又は関東大会・全国大会で第３位迄に
入賞した個人41名・16団体にそれぞれ贈られました。今年も多くの方が団体の運営や指導面での功績、競技成績で受賞しました。この表彰が糧
となり、選手一人一人が一層の競技力向上に励んでいただくことで、県民体育大会をはじめとした競技成績向上につながることが期待されます。

2019年度功労賞・優秀賞表彰

氏名（敬称略） 所　　属

吉田　博充 野球協会

文違　一博 剣道連盟

中村　智哉 バレーボール協会

古橋　弘治 テニス協会

鳴島　和夫 ソフトボール協会

若木　信久 陸上競技協会

笠原　雄一 ゴルフ協会

長濱　真久 合気道連盟

山口　利一 バウンドテニス協会

野口　哲也 空手道連盟

氏名・チーム名
（敬称略） 競技種目 大会名 成績

伊藤工業 野球 第62回高松宮賜杯全日本軟式野球大会
千葉県大会 優勝

東京学館浦安
高等学校卓球部 卓球 平成30年度千葉県高等学校

総合体育大会卓球大会　団体戦 優勝

蘇　健恒 卓球 平成30年度千葉県高等学校
総合体育大会卓球大会　シングルス 優勝

石井　皓翔
村越　俊介　ペア 卓球 平成30年度千葉県高等学校

総合体育大会卓球大会　ダブルス 優勝

児玉　英士 卓球 第54回全関東社会人卓球選手権大会
男子フィフティ（50代）シングルス 第３位

谷㟢　明彦 卓球 第54回全関東社会人卓球選手権大会
男子フォーティ（40代）シングルス 第３位

井藤　博和 卓球 第41回全国ろうあ者卓球選手権大会 優勝

堀江　こぺり 卓球 全農杯平成30年度全日本卓球選手権大会
千葉県予選（小学校５、６年生の部） 優勝

藤城　心 柔道 2018年ポーランドカデ国際大会
女子52kg級 優勝

赤星　紗那 ソフトテニス
平成30年度全国小学生ソフトテニス
選手権大会　
千葉県予選会　４年生 女子の部

優勝

夏原　麗子 ソフトテニス 平成30年度千葉県ソフトテニス選手権
シニア女子70の部 優勝

布施谷　煌
宇田川　成寿　
ペア

ソフトテニス 第23回ルーセント杯全国小学生大会
低学年男子の部 第３位

金澤　諒 ソフトテニス
平成30年度全国小学生ソフトテニス
選手権大会
千葉県予選会　５年生 男子の部

優勝

後藤　千尋 ソフトテニス
平成30年度全国小学生ソフトテニス
選手権大会
千葉県予選会　４年生 女子の部

優勝

樋浦　雄也 剣道 平成30年度千葉県高等学校
総合体育大会剣道大会　 優勝

北田　奈子 剣道 平成30年度関東高等学校剣道大会 優勝

藤田　快生 剣道 平成30年度千葉県中学校
総合体育大会剣道大会 優勝

玉井　凪 剣道 平成30年度千葉県中学校
新人体育大会 優勝

松本　禮志 剣道 千葉県道場少年剣道錬成大会
小学２年生の部 優勝

東海大学付属浦安
高等学校剣道部 剣道 平成30年度千葉県高等学校

総合体育大会剣道大会　男子団体 優勝

東京学館浦安
高等学校女子剣道部 剣道 平成30年度関東高等学校剣道大会

千葉県予選　女子団体 優勝

東海大学付属浦安
高等学校中等部
剣道部

剣道 平成30年度千葉県中学校
新人体育大会　男子団体 優勝

浦安市高校生
剣道代表チーム 剣道 第66回千葉県地区連盟剣道優勝大会

高校生の部 優勝

浦安市中学生
剣道代表チーム 剣道 第66回千葉県地区連盟剣道優勝大会

中学生の部 優勝

坂上　哲也 バドミントン 平成30年度関東シニアバドミントン
選手権大会　70歳以上シングルスの部 準優勝

皿谷　武 バドミントン 平成30年度関東シニアバドミントン
選手権大会　35歳以上シングルスの部 準優勝

氏名・チーム名
（敬称略） 競技種目 大会名 成績

新村　共子 バドミントン 平成30年度関東シニアバドミントン
選手権大会　40歳以上ダブルスの部 第３位

宮田　咲花 空手道 第７回関東少年少女空手道選手権大会
小学３年生　女子形の部 第３位

山川　寛太 空手道 第７回千葉県選抜中学生空手道選手権大会
中学１年生　男子形の部 優勝

石岡　大和 空手道 第７回千葉県選抜中学生空手道選手権大会
中学２年生　男子形の部 優勝

小田　徹志 テニス 第72回千葉県テニストーナメント
45歳ダブルス 優勝

村上　準 テニス 第51回千葉県テニス選手権大会
40歳ダブルス 優勝

浦安ＢＢＡ ソフトボール 第13回千葉県エルデストソフトボール
選手権大会 優勝

浦安レディース ソフトボール 日本スポーツマスターズ2018ソフトボール
千葉県予選会 優勝

山田　琉生 陸上競技 第13回ちばキッズ陸上競技大会
小学４年生男子100ｍ 優勝

天岳　直樹 陸上競技 第73回国民体育大会陸上競技
男子110ｍハードル 準優勝

髙橋　航平 陸上競技 第22回関東高等学校新人陸上競技大会
男子110ｍハードル 準優勝

椎名　瞳 陸上競技 第22回関東高等学校新人陸上競技大会
女子200ｍ 優勝

松岡　萌絵 陸上競技 第22回関東高等学校新人陸上競技大会
女子400ｍ 優勝

東海大学付属浦安
高等学校陸上部 陸上競技 第71回千葉県高等学校総合体育大会

男子４×100ｍリレー 優勝

橋本　亜津佐 陸上競技 2018五島長崎国際トライアスロン大会 年代別 優勝

浦安ウイングス ラグビー 第15回全国小学生タグラグビー
選手権大会地区予選　中関東大会 優勝

浦安ウイングス・
ブラック ラグビー 第15回全国小学生タグラグビー

選手権大会地区予選　中関東大会 準優勝

浦安ウイングス・
ブルー ラグビー 第15回全国小学生タグラグビー

選手権大会地区予選　中関東大会 第３位

星野　英之 弓道 射初会　兼　昇格昇段者披露射会
称号者の部 優勝

鍵和田　義廣 弓道 納射会　男子四段以上の部 優勝

浦安高洲ＭＢＣ バスケット
ボール

第40回関東
ミニバスケットボール大会 準優勝

Queen Bee バスケット
ボール

第１回全日本社会人
バスケットボール選手権大会 優勝

吉川　颯姫 カヌー 平成30年度全国少年少女カヌー大会 第３位

藤城　希彩 柔道
（小中体連）

第43回関東中学校柔道大会
女子個人44kg級 第３位

山口　のどか 柔道
（小中体連）

第43回関東中学校柔道大会
女子個人70kg超級 第３位

池野　紫音 水泳
（小中体連）

第42回関東中学校水泳競技大会
女子100ｍ平泳ぎ 優勝

清水　アマネ 水泳
（小中体連）

第72回千葉県中学校総合体育大会
水泳の部　女子50ｍ,100m自由形 優勝

谷川　由依 水泳
（小中体連）

平成30年度千葉県中学校新人大会
水泳の部　女子50ｍ平泳ぎ 優勝

高洲中学校
特設新体操部

新体操
（小中体連）

第72回千葉県中学校総合体育大会
新体操の部 優勝

優　　　　秀　　　　賞

功　　　労　　　賞 2019年度浦安市体育協会表彰式　集合写真
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受賞者からのよろこびの声
皆様から受賞を喜ばれ感謝の気持ちとともに以下のコメントをいただいております。

※紙面の都合上、一部の受賞者の方のみのご紹介とさせていただいております。

受賞者一人ずつに賞状とトロフィーの贈呈が行われました。

中村　智哉
（バレーボール協会）
　引き続き、バレーボール協
会に貢献できればと思いま
す。

古橋　弘治
（テニス協会）

　会社退職後、浦安市のテニ
スクラブに入会し、浦安市テ
ニス協会との連絡役として、
協会の皆さんにお世話になり
今回表彰されました。この間、
関係者との交流を通じて知り
合いが増えたことが何よりで
す。

山口　利一
（バウンドテニス協会）
　長年やってきたことで、健
康が維持できており、これか
らも楽しく健康に注意して、
生涯スポーツとして、頑張っ
ていきたいと思います。

鍵和田　義廣
（弓道連盟）

　総合体育館の弓道コースで弓
道を始めましたが、弓道場とい
う良き環境、連盟の良き指導者
に恵まれたことにより、成長し
た結果が今回の成績に繋がった
と思います。弓道は、敷居が高
い武道ではありませんし、体力、
年齢に関わらず楽しめますので、
その魅力を伝えていきたいです。

浦安高洲ＭＢＣ
（バスケットボール協会）
　子供達が、目標達成のため
に努力してきたことが結果に
繋がったのだと思っておりま
す。卒業生は、また新たな環
境で新たな夢を見つけ、在校
生は、日々の練習を大切にし
て結果につなげていきたいと
思います。

池野　紫音
（水泳連盟）

　今年から高校生となるので、
インターハイや国体に出場し
て、さらに成長した姿を見ても
らえるように、頑張りたいと思
ってます。中学校３年間では、
個人で全国大会優勝をするこ
とができなかったので、高校生
では、さらに努力を重ねて頑張
ります。

布施谷　煌 　　　
宇田川　成寿 ペア
（ソフトテニス連盟）
　いつも、ご指導いただいて
いる監督、コーチのおかげで、
結果を残すことができまし
た。夢は大きく日本一！！
将来は、日本代表選手になり
たいです。

金澤　諒
（ソフトテニス連盟）
　ソフトテニスで、優勝でき
て嬉しかったです。僕は、小
学校１年生からソフトテニス
を頑張ってきました。相手の
苦手なところに、気持ちよく
打てるのが好きです。夏の全
国大会に出場し、少しでも勝
てるように頑張りたいです。

後藤　千尋
（ソフトテニス連盟）
　優勝した時は、とても嬉しか
ったです。絶対に優勝するとい
う強い気持ちで練習し続けてい
たので、成果が実ってとても嬉
しいです。でも、まだまだ、自分に
足りないものが沢山あるので、
増やせるようにしたいです。次
は、夏の全国大会に出場できる
ように、頑張りたいと思います。

松本　禮志
（剣道連盟）

　２連覇を出来て嬉しいです。
３年生から６年生まで優勝した
いです。
　毎日素振りをして頑張りま
す。

浦安ウイングス・ブルー
（ラグビーフットボール協会）
　中関東３位という結果は、チ
ーム結成時の目標であり、子供
達にとって表彰される経験は自
信になると思います。今後も、
タグラグビーを通じて、チーム
スポーツの仲間と協力して、目
標を成し遂げるという醍醐味を
子供達に経験してもらいたいと
考えております。

坂上　哲也
（バドミントン協会）
　昭和から三時代に渡り、バ
ドミントンを通じ「ずっと青
春」の気持ちで、地域の皆様
と、良い汗を流して、今年、
傘寿を迎えます。これからも、
健康寿命を延ばし、生涯スポ
ーツを続けていきたいと思い
ます。

宮田　咲花
（空手道連盟）

　これからも、頑張って練習
をして全国大会に出場して、
優勝したいです。
　将来は、オリンピックで金
メダルを取りたいです。

小田　徹志
（テニス協会）

　1983年に浦安に引っ越して以
来、テニスを通して様々な経験を
致しました。現在はコート数も増え、
週末テニスを楽しんでおります。
今後も、素晴らしい環境下におい
て、優秀賞を頂くキッカケとなった、
関係者への感謝の気持ちを忘れず、
テニスを通じて少しでも社会貢献
できるように、精進してまいります。

山田　琉生
（陸上競技協会）

　夏休みの暑いときでも、練
習をして頑張ったので、県で
１位になれて、本当に嬉しか
ったです。５年生は全国大会
があるので、それに出れるよ
うに頑張りたいです。

石岡　大和
（空手道連盟）

　自分は今年中学３年になり、
今までと同じ量の練習は、でき
ないと思うので、これからは、
より集中した練習をしていき
たいです。そしてまた受賞した
いです。道場には、強い選手が
沢山いるので、応援よろしくお
願いします。

山川　寛太
（空手道連盟）

　これからも、一生懸命練習
し、大会では、その練習の成
果を発揮し、また、このよう
な賞を頂けるように、千葉県
代表になり、全国大会で入賞
できるように頑張っていきた
いと思います。

高洲中学校　特設新体操部
（小中体連）

　これからは、高校生として
「今の自分にできること」を、
よく考えて生活していきたい
と思います。そして、将来の
夢に向かって、目の前にある
壁を、一つ一つ乗り越えてい
きたいです。
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2019年度　スポーツ協会事業報告

行　　事　　名 主催等 日　程 開　催　場　所
市民タグラグビー祭 後援 4/７ 運動公園陸上競技場
体育協会表彰式 主催 4/13 文化会館大会議室
第52回日本女子ソフトボール１
部リーグ第１節　千葉大会 後援 4/20 運動公園野球場

第31回わんぱく相撲浦安場所 後援 5/11 総合体育館メインアリーナ
春季市民体育大会
　 野球競技

共催

3/31～ 運動公園野球場　他
卓球競技 5/12 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 5/12 中央武道館
ソフトテニス競技 5/11 運動公園テニスコート
剣道競技 5/19 東小学校体育館
バレーボール競技 4/14 総合体育館メインアリーナ　他
バドミントン競技 6/30 総合体育館メインアリーナ　他
テニス競技 5/12～ 運動公園テニスコート　他
サッカー競技 4/７～ 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 4/７～ 今川球技場
合気道競技 5/19 総合体育館メインアリーナ
アーチェリー競技 4/21 運動公園アーチェリー場
バスケットボール競技 7/７～ 総合体育館メインアリーナ　他
弓道競技 6/16 総合体育館弓道場
バウンドテニス競技 5/26 総合体育館メインアリーナ

スポーツ協会加盟団体長交流会 主催 6/29 オリエンタルホテル東京ベイ
夏季市民体育大会
　 水泳競技 共催 7/７ 総合体育館屋内プール
障がい児・者スポーツ事業（卓球教室） 主催 7/14 日の出公民館体育館
納涼花火大会 協力 7/28 総合公園及び周辺
第69回千葉県民体育大会・夏季大会 参加 8/31～9/8 県内各会場
秋季市民体育大会
　 野球競技

共催
9/８～ 運動公園野球場　他

卓球競技 10/６ 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 11/10 中央武道館

行　　事　　名 主催等 日　程 開　催　場　所
ソフトテニス競技

共催

9/23～ 運動公園テニスコート　他
剣道競技 11/４ 総合体育館メインアリーナ
バレーボール競技 9/23 総合体育館メインアリーナ　他
バドミントン競技 9/８ 総合体育館メインアリーナ　他
空手道競技 11/３ 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 10/６～ 運動公園テニスコート　他
サッカー競技 9/15～ 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 8/25～ 今川球技場
陸上競技 10/19 運動公園陸上競技場
合気道競技 2/11 総合体育館メインアリーナ
ゴルフ競技 11/11 大栄カントリー倶楽部
少林寺拳法競技 11/10 中央武道館
アーチェリー競技 10/14 運動公園アーチェリー場
バスケットボール競技 1/18～ 総合体育館メインアリーナ他
弓道競技 9/８ 総合体育館弓道場
バウンドテニス競技 11/10 総合体育館メインアリーナ

第39回浦安市立小中学校
ＰＴＡ連絡協議会スポーツ大会 後援 9/16 総合体育館　他

障がい児・者スポーツ事業
（ラグビー教室） 主催 9/23 総合公園球技場

第69回千葉県民体育大会・秋季大会 参加 10/25～27
（中心会期） 県内各会場

スポーツ協会研修会 主催 11/13 総合体育館武道場
第26回千葉県カヌースラローム
大会 後援 11/24 境川（神明橋～江川橋）

障がい児・者スポーツ事業
（陸上教室） 主催 11/30 運動公園陸上競技場

県スポーツ協会賀詞交歓会 参加 1/18 ホテルポートプラザちば
スポーツ協会講演会及び新年会 主催 1/25 オリエンタルホテル東京ベイ
第29回東京ベイ浦安シティマラソン 協力 2/２ 運動公園（主会場）
青少年スポーツ事業

（楽しいラグビー体験会） 主催 2/９ 東小学校体育館

※３/５時点での事業報告となります。

実施事業一覧

　スポーツ協会では、毎年、協会会員の資質の向上を図り、本市社会体育の健全な振興に寄与することを目的として、研修会を実施しています。
　2019年11月13日（水）に、キネシオテーピング協会指導員をお招きし、キネシオテープによるテーピング実習を実施し、68名が参加しました。

　約２時間にわたる研修会では、キネシオテープがもたらす効果
の紹介、貼付方法の実習を開講いただき、参加者は、膝の関節や
肩の可動域が広がる等の効果を実感することができました。参加
者が本研修会の内容を加盟団体に共有していただくことで競技力
の向上や生涯スポーツの推進に寄与することと感じています。

　2019年６月29日（土）オリエンタルホテル東京べイ３階「オリエンタル」において、加盟団体間
の融和を目的に、昨年に引き続き加盟団体長交流会を開催しました。
　各加盟団体の会長をはじめとした役員が出席したこの交流会で、福元スポーツ協会会長から６月１
日付で「浦安市スポーツ協会」に名称が変更したことをはじめ、会員の増員、千葉県民体育大会成績
アップといった競技力の向上、障がい者スポーツ及び青少年スポーツの振興への取り組みなど、
2019年度の主要な取り組みについて語られました。
　２時間30分にわたる歓談において、出席された皆さんの思い思いにスポーツ振興への思いが語ら
れ、それが各団体間で共有されました。

■ 浦安市スポーツ協会加盟団体長交流会

　2019年７月27日（土）に開催予定だった「納涼花火大会」でしたが、台風接近に伴い、28日（日）に順延し、開催しました。
　そのような中、57名の役員が会場内の巡回警備に、ご協力をいただきました。多くの役員の協力があったことで、大きな事故やトラブルが無く、
終えることができました。
　次年度以降も引き続き、各加盟団体からの協力をお願いします。

■ 納涼花火大会の警備協力

■ スポーツ協会研修会

　指導員による指導を受け、参加者同士でキネシオテープの貼付方法を
実習を通して、学んでいる様子です。
　自分自身にとっても、そして、指導する立場としても勉強になりました。

加盟団体長交流会の様子。



（5）第１号

　浦安市スポーツ協会では、協会の未来の担い手となる「浦安市の多くの青少年の皆さ
ん」に、生涯スポーツ健康都市宣言に沿って、スポーツを親しみ、楽しみ、明るく健康
な時間を過ごしていただけるよう、スポーツイベントに取り組んでいます。
　記念すべき第１回目は、2020年２月９日（日）に浦安市立東小学校体育館において
ラグビー体験会を開催しました。
　当日は、37名の小学生が参加し、浦安市ラグビーフットボール協会をはじめ、様々な
ラグビー関係団体のみなさまの熱心な指導とサポートのもとで行われました。
　体験プログラムが進むごとに、参加した小学生のみなさんの笑顔が増していき、躍動
していました。普段なかなか体験できない種目であるため、非常に貴重な体験となりま
した。

■ 青少年スポーツ推進事業（楽しいラグビー体験会）

ラインアウト体験の様子。

　2020年２月２日（日）に第29回東京ベイ浦安シティマラソンが開催されました。
　浦安市スポーツ協会からは会長の福元会長が実行委員長を務めているほか、副会長、理事長が実行委員に就任、また、各加盟団体からはコース
整理員等といった当日の運営ボランティアとして100人以上の会員が運営に協力をしました。
　大会には今回も市内外から申し込みがあり、当日晴天の下で6,699人が出走しました。
　東京ベイ浦安シティマラソンは、浦安市におけるスポーツの一大イベントで、今回、2016年リオ五輪男子マラソンカンボジア代表の猫ひろし
さんがゲストランナーとして参加され、大会が大いに盛り上がりました。
　浦安市スポーツ協会は、30回大会に向けてこれからも大会運営を支援していきます。

■ 東京ベイ浦安シティマラソンへの協力

シンボルロードを快走 猫ひろしさんが沿道の観客とハイタッチ！ ユニクロ女子陸上部がペースメーカーとして協力いた
だきました。

　2020年１月25日（土）、オリエンタルホテル東京ベイにおいて講演会及び新年会を開催しました。
　今回は、ラグビーワールドカップ2019™や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会後、どのようにスポーツを繋げていくか等につい
て見聞を広めるため、スポーツ庁次長の瀧本寛氏を講師にお招きし、「スポーツが日本を元気にする！」をテーマにご講演いただきました。
　その後、新年会において福元会長から年始のあいさつとして、県民体育大会結果についてや、各加盟団体における会員増加などの2020年の目
標についてお話がありました。
　内田市長、及川副市長、鈴木教育長、矢﨑県議会議員、宮坂県議会議員、宝市議会議長はじめ多くのご来賓にもご参加いただき、総勢89名の出
席となり、盛大な会となりました。

■ 浦安市スポーツ協会講演会及び新年会

スポーツ庁次長、瀧本寛氏による講演会の様子。 内田悦嗣浦安市長にご挨拶いただきました。
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■ 障がい児・者スポーツ事業
　浦安市生涯スポーツ健康都市宣言に沿って、誰もがスポーツを親しみ・楽しみ、又明るく健康な時間を過ごしてもらえる
ことを願い、昨年度からの取り組みとして、市内在住・在学の知的障がい、又は発達障がいのある小・中学生およびその保
護者を対象に、スポーツ協会主催の障がい児・者スポーツ教室を開始しました。
　また、来年度も引き続きこの障がい児・者スポーツ振興の事業を継続していきます。日程等の最新情報は、市・協会のホ
ームページをご覧ください。

■ 2019年度台風第15号及び第19号被災者へ義援金寄付をしました。
　令和元年９月及び10月に発生した、台風第15号及び19号によって千葉県内では甚大な被害が発生し、多くの皆様が被災
しました。当協会では、１日でも早く復興できるよう、災害義援金を11月末から12月末にかけて義援金を募りました。結果、
各加盟団体からのご厚志が集まり、合計162,000円を日本赤十字社千葉支部を通じて寄付することができました。

卓球教室
　2019年７月14日（日）日の出公民館体育館にて、卓球教室を開
催しました。５名の小中学生とその保護者が参加しました。
　小さな球を扱う卓球ですので、一見難しいように思われますが、
ラケットを使った簡単なボール遊びから始まり、浦安市卓球連盟
のみなさんによる参加者のレベルに応じた指導のもと、親御さん
含め、参加された皆さんが楽しく卓球に親しむことができました。
　プログラム終盤には、父兄や指導者とのラリーに挑戦。終わり
頃には大きな声も出て楽しんでいて、あっという間の１時間半で
した。

ラグビー教室
　2019年９月23日（月・祝）浦安市総合公園球技場にて、ラグビ
ー教室を開催しました。
　15名の小中学生とその保護者が参加し、浦安市ラグビーフット
ボール協会のみなさんの皆さんの熱心な指導、サポートのもとで
行われました。
　参加児童は笑顔いっぱいで、ラグビーボールに触れ（パスやキ
ャッチ）、ミニゲームを体験しました。
　秋晴れの素晴らしい天気のもと、児童たちが一生懸命に体を動
かし、良い汗をかいていました。

陸上教室
　2019年11月30日（土）運動公園陸上競技場にて、陸上教室を
開催しました。
　６名の小学生とその保護者が参加し、浦安市陸上競技協会のみ
なさんの熱心な指導、サポートのもとで行われました。
　特別な技術や難しい動作のない、親子が遊び感覚で楽しめるプ
ログラムでした。指導者や親御さんの声援の中、約１時間半はあ
っという間に終了しました。
　学校のグラウンドと比べ、とても広く、そして、地面の感覚の
異なる陸上競技場で体を動かすというのことも、貴重な経験とな
りました。
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第69回千葉県民体育大会
総合第９位

　浦安市からは、22競技名の330名の選手が参加し、総合成績は33郡市中９位（72.5点）でした。
　男子がヨット競技、女子がバスケットボール競技で優勝を果たしました。女子バスケットボールは５連覇達成の快挙です。
　男子総合順位は８位入賞はならなかったものの、獲得点数は前回より点数を上げています。また、女子総合順位については、昨年に続いて８位
入賞を果たしており、上の順位との得点差も決して離れてはいないので、更に上位が目指せるのではないでしょうか。

本年度・郡市別成績順位（８位まで）
順位 総合 男子 女子

第１位 千葉市 209.5 船橋市 146.5 千葉市 69.0

第２位 船橋市 201.5 千葉市 140.5 市川市 59.0

第３位 市川市 172.5 市川市 113.5 船橋市 55.0

第４位 印旛郡市 156.0 印旛郡市 112.5 松戸市 43.5

第５位 松戸市 116.5 松戸市 73.0 印旛郡市 43.5

第６位 柏市 112.0 柏市 69.0 柏市 43.0

第７位 市原市 87.5 八千代市 54.0 市原市 35.0

第８位 八千代市 81.0 山武郡市 52.5 浦安市 34.5

（総合）浦安市　第９位　72.5点　（男子）浦安市　第12位　38.0点

浦安市スポーツ協会　各種目成績表
競技 男女 結果 総合順位 得点

バスケットボール
男 初戦敗退 － 0

女 優勝 1位 8

ヨット 男 優勝 1位 8

空手道
男 初戦敗退 - 0

女 準決勝敗退 3位 6

ソフトテニス
男 初戦敗退 － 0

女 準決勝敗退 3位 6

ソフトボール
男 初戦敗退 - 0

女 準決勝敗退 ベスト４ 5.5

バレーボール
男 2回戦敗退 　－ 0

女 準決勝敗退 ベスト４ 5.5

サッカー 男 準決勝敗退 ベスト４ 5.5

ゴルフ 男女 4位 5

弓道 男 近的５位・遠的５位 4位 5

アーチェリー 男 5位 4

カヌー
男 5位 3

女 5位 2

卓球
男 決勝トーナメント進出 5位 2.5

女 - 0

バドミントン
男 ベスト８ 5位 2.5

女 初戦敗退 - 0

ラグビーフットボール 男 ベスト８ 5位 2.5

スケート 女 ベスト８ 7位 1.5

スキー 男 アルペン競技出場 12位 0

水泳 男女 - 0

陸上 男女 - 0

テニス 男女 2回戦敗退 - 0

柔道 男 2回戦敗退 - 0

剣道 男 初戦敗退 - 0

自転車 男 第10位 - 0

野球 男 棄権 - 0

合計得点 9位 72.5

バスケットボール女子５連覇おめでとうございます。

優勝したヨット競技の様子

３位に入賞したソフトボール競技の集合写真
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■ バドミントン協会
●県民大会、男子悲願のベスト８入りを果たす！
　今年度男子では、悲願であった県民大会２回戦突破、ベスト８入りを果たすことができ、選手たちのもっと上位を目指したいと思う気持ちが
高まりました。
　また、女子もその様子を見て奮起し、シングルの強化をしようと、自分たちから練習に打ち込む姿が見られ、活気が出てきました。
　日本トップレベルの講師を招いて講習会を行ったり、市川市バドミントン協会との合同練習も恒例で行うことで、全体のレベルが上がり、県
の試合において内容的に良い試合を行えるようになってきたと思います。
　浦安市の中学・高校にバドミントン部はあるものの、なかなか試合に参加できていない現状があるため、学校への呼びかけをして、市民大会や
オープン大会への学生の参加を増やしていきたいです。

加盟団体トピックス

■ テニス協会
●日本テニス協会公認ベテランJOP対象大会＜グレードF１＞の開催
　テニス協会では昨年８月17日から６日間運動公園にて、第25回浦安オープンテ
ニス選手権大会を開催しました。
　例年８月に開催する大会で、今回は初めての日本テニス協会公認大会となりまし
た。
　開催にあたっては公認大会としての開催規定など高いハードルがありましたが、
関係各位の皆さまのご支援と協会員の協力により無事に大会を終えることができま
した。
　ここ数年は参加者が130名前後で推移していたこの大会ですが、昨年は全17ク
ラスで市内、近隣の一都六県から総勢320名の参加があり、公認大会にふさわしい
ハイレベルな熱戦が展開されました。
　大会開催にあたり、浦安市、浦安教育委員会の後援と協賛をいただいた各社、千
葉県テニス協会のご協力に感謝しております。今後も継続してこのような大会が開
催できるように尽力してゆく所存です。

大会最高齢者クラス：80歳以上の部シングルスのファイナリスト
（左：優勝/福山岩男選手、右：準優勝/河野晶二郎選手）

■ ソフトボール協会
●県民大会女子チーム３位他、各種大会での活躍
　県民大会において、女子選抜チームが３位入賞し、ポイントを稼ぐ活躍を見せました。
　浦安スーパースターズが全日本実年ソフトボール大会千葉予選会で準優勝し、宇都宮市で開催された東日本ミズノ杯実年ソフトボー
ル大会に出場しました。同チームは秋の実年県大会でも優勝と活躍しています。
　浦安BBAが秋の千葉県エルデスト大会（50歳以上）で優勝しました。
　中学生においては、浦安中学校が10月開催の千葉県中学校新人体育大会に市川・浦安市支部代表として出場し、見事優勝を果たし
ました。
　４月20日から21日に、浦安市運動公園野球場にて、日本女子ソフトボールリーグが開催され、大会の運営にあたりました。出場し
た４チームの中には、東京オリンピック大会での日本代表候補選手が含まれており、レベルの高いプレーを目の当たりにすることと合
わせ、試合終了後に、日立サンディーバチームによる市内中学生への技術講習会を経験することができました。



（9）第１号

■ 陸上競技協会
●第43回浦安市民陸上競技大会
　2019年10月19日（土）、第43回浦安市民陸上競技大会が浦安市運動公園陸上競技
場で開催され、1,198名が参加しました。
　大会新記録４つが生まれ、東海大浦安高校の櫻井 昴 選手、高洲中の江﨑 舞佳 選手
が優秀選手に選出されました。

●第９回中・長距離記録会
　2019年１月25日（土）、浦安市運動公園陸上競技場において第９回浦安市民中・長
距離記録会が開催され、当日は、小学生から一般まで男女340名が参加し、時々薄日
が差す曇り空のもと、熱いレースが展開され、３つの大会新記録が生まれました。
そして、優秀選手に古野 将男 選手（浦安ランナーズ）と友井 呼亜 選手（明海中）が
選ばれました。

第43回浦安市民陸上競技大会　大会新記録
種　目 氏　名 記　録

中学女子800ｍ 江﨑　舞佳 2分19秒97

一般男子1500m 櫻井　昴 4分07秒40

中学女子走幅跳 成田　エレナ 5.02m

小男ジャベボール投 對馬　賢太朗 45.80m

第９回中・長距離記録会　大会新記録
種　目 氏　名 記　録

小学女子1000m 友井万之亜 3分26秒85

中学女子1500m 友井　呼亜 5分14秒72

中女スウェーデンリレー 明海中 14分06秒70

■ 合気道連盟
●第64回全日本養神館合気道総合演武大会
　2019年10月５日（土）、駒沢オリンピック記念公園内屋内球
技場において第64回全日本養神館合気道総合演武大会が開催さ
れました。
　国内外から800名余りの会員が参加し、日頃稽古した技を存
分に発揮しました。
　合気道は、試合のない「和の武道」と言われ、老若男女一緒
に稽古できる武道です。国内はもとより、海外でも日本古来の
武道として愛好者も急増しています。浦安市民が主軸を担って
いる養神館合気道龍（養神会）も毎年参加し、今年も230名の
会員が参加しました。競技演武では、黒帯の部女子で第二位、
茶帯の部男子で第３位、茶帯の部女子で第２位、団体演武で優
秀演武賞を２団体、敢闘演武賞を２団体が受賞しました。

開会式の様子

■ ラグビーフットボール協会
　ラグビー観戦の機会を提供することでラグビーの魅力を伝え、市民ラグビーファンを増やし、また、トップリーグで活躍する地元チ
ームを応援することで、市民としての誇りや一体感を高めることを目的に、ラグビーフットボール協会主催で、2020年１月12日（日）
にジャパンラグビートップリーグ開幕戦、NTTコミュニケーションズシャイニングアークス　対　日野レッドドルフィンズの応援バ
スツアーを実施しました。
　当日は81名の方がツアーに参加し、試合内容としては、29対20でシャイニングアークスが勝利しました。
　試合観戦によりラグビー競技の魅力を感じてもらい、ＮＴＴコミュニケーションズシャイニングアークスの選手に、試合会場までの
バスへの添乗をしていただくなどの協力を得ることができ、単なる試合観戦のみならずより一層、市民と選手との交流を図ることがで
きました。
　今回のツアーにより地元チームへの愛着や、地元チームを応援することでの一体感を高めることができたものと思います。

スクラムの様子 トライの様子
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少年少女スポーツの紹介 （小中学校体育連盟主催大会ほか）

■ 2019年度中学校総合体育大会
　2019年夏のシーズンに市川浦安支部総合体育大会が行われました。浦安市内の多くの選手が支部大会で活躍し、
県大会へ出場を決めました。総合体育大会は支部、県を勝ち進むと、関東、全国大会につながる大規模でレベルの
高い大会です。その中で、県大会において好成績を収めた結果について紹介します。

2019年度中学校総合体育大会　結果（県大会ベスト８以上）
競技 種目・階級 学校名 性別 個・団 氏名 支部順位 県順位 関東順位 全国順位

陸上競技 １年走幅跳 浦安中 男子 個人 武岡　世航 第１位 第４位

陸上競技 共通3000ｍ 浦安中 男子 個人 綾　一輝 － 県通信３位 第７位 予選敗退

水泳 個人メドレー200m 堀江中 男子 個人 鈴木　煌也 － 第２位 － 予選敗退

水泳 100ｍ平泳ぎ 富岡中 女子 個人 谷川　由衣 － 第５位 第８位

水泳 200ｍ平泳ぎ 富岡中 女子 個人 谷川　由衣 － 第１位 予選敗退

水泳 50ｍ自由形 富岡中 女子 個人 清水　アマネ － 第１位 － 予選敗退

水泳 100ｍ自由形 富岡中 女子 個人 清水　アマネ － 第１位 － 第５位

水泳 200m平泳ぎ 美浜中 男子 個人 櫻井　隼人 第２位 第８位 予選敗退

水泳 200m自由形 美浜中 女子 個人 魚住　奈那 第４位 第８位 予選敗退

水泳 メドレーリレー 美浜中 男子 団体
櫻井　隼人・浦島　啓聖

増田　海志・兵頭　功太郎
第１位 第３位 第４位

卓球 浦安中 男子 団体 浦安中学校 第３位 ベスト８

卓球 シングルス 堀江中 女子 個人 堀江胡碧理 第３位 ベスト８ ２回戦敗退

新体操 入船中 女子 個人 高橋　留奈 第１位 第７位 予選出場

新体操 高洲中 女子 団体
橋本　凛・勝田　愛理

横谷　理沙・福島　咲環
中山　千鶴

－ 第４位 第５位

柔道 44ｋｇ級 浦安中 女子 団体 野村　琴羽 第３位 第３位

バスケットボール 見明川中 女子 団体 見明川中学校 第２位 ベスト８

■ 2019年度中学校新人大会
　2019年秋のシーズンに市川浦安支部新人大会が行われました。浦安市内の多くの選手が支部大会で活躍し、県
大会へ出場を決めました。その中で、県大会においても好成績を収めた結果について紹介します。

2019年度中学校新人大会　結果（県大会ベスト８以上）

競技 種目 学校 男・女 個人・団体 氏名 市川浦安支部
大会成績 県大会成績

ソフトテニス ― 浦安中 男子 個人 宇田川　寿大 準優勝 ベスト８

ソフトテニス ― 浦安中 男子 個人 力山　直人 準優勝 ベスト８

ソフトテニス ― 富岡中 女子 個人 鴨志田　稜 準優勝 ベスト８

ソフトテニス ― 富岡中 女子 個人 和田　莉奈 準優勝 ベスト８

ソフトテニス ― 高洲中 女子 個人 江木　愛菜 第３位 第３位

ソフトテニス ― 高洲中 女子 個人 林田　彩希 第３位 第３位

ソフトボール － 浦安中 女子 団体 浦安中学校 準優勝 優勝

陸上競技 共通800m 高洲中 女子 個人 江崎　舞佳 第１位 第３位

剣道 入船中 女子 団体

中村　澪・三上　風花
清川　遙・村上　愛理

堀田小百合・藤田そのか
髙柳　明里

第３位 ベスト８

剣道 － 高洲中 男子 個人 藤井　　蕾 第５位 ベスト８

卓球 シングルス 堀江中 女子 個人 堀江胡碧理 第３位 準優勝

バレーボール － 浦安中 女子 団体 浦安中学校 優勝 ベスト８

柔道 40kg級 見明川中 女子 個人 松村　アリア 優勝 ベスト８
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■ 第38回浦安市小学校陸上競技大会

■ サントリーカップ第16回全国小学生タグラグビー決勝大会で浦安ウイングスが優勝しました。

　2019年６月８日（土）、市内17小学校が運動公園陸上競技場一
同に会し、延べ924名の選手が素晴らしい環境の下で、日ごろの練
習の成果を発揮しました。
　今大会では、新記録の更新にはならなかったが、各種目の上位記
録選手を浦安市陸上競技協会から全国小学生陸上競技交流大会千葉
県選考会へ推薦していただくことが出来ました。

学校対抗　総合成績
男子の部 女子の部 総合の部

優　勝 日の出南小 高洲小 高洲小
準優勝 高洲小 日の出小 日の出南小
第３位 富岡小 東小 東小

■ 第38回浦安市小学校ミニバスケットボール大会決勝トーナメント
　2019年10月26日（土）、第38回小学校ミニバスケットボール大会の決勝トーナメントが、総合体育館において
行われました。決勝戦は、接戦を制し日の出南小学校が見事優勝を果たしました。
　決勝戦は、新人戦の準決勝で対戦した高洲北小と日の出南小の顔合わせとな
りました。高洲北小のスピーディーな攻撃と日の出南小の粘り強いディフェン
スがぶつかり合い、１点を争う好ゲームになりました。４Qを終わった時点で
同点となり、延長戦に突入。互いの持てる力を出
し尽くした一戦は、日の出南小に軍配が上がり、
見事に初優勝を果たしました。

交流戦結果

交流戦
北部小 16－48 明海南小
東小 19－41 美浜北小

■ 第44回千葉県ミニバスケットボール大会で明海ＭＢＣが優勝しました。
　2020年１月12日（日）から開幕した第44回千葉県ミニバスケットボール大会で明海ＭＢＣが見事優勝を果たし、
３月28日（土）から行われるミニバスケットボール界では最高峰の第51回全国ミニバスケットボール大会2020に
出場します。
　その他、１月４日（土）から行われた第41回関東ミニバスケットボール大会でも見事優勝を果たしております。

　2020年２月15日（土）、16日（日）に開催されたサントリーカップ第16回全国小学生タグラグビー決勝大会に
浦安ラグビースクールに所属する浦安ウイングスが出場し、接戦を制し、優勝という悲願を達成しました。

タグラグビーとは・・・
　楕円形のボールを持って走り、味方にボールをパ
ス！キックも無く、気軽に始められるスポーツです。
　ラグビーと違い、タックルが無い代わりに腰に付け
たタグをお互いに取り合う競技です。

３位までの成績
順位 チーム名
優勝 明海ＭＢＣ
準優勝 日の出ＭＢＣ

３位
絆（印旛）

習台二（船橋）

決勝戦の結果
明海ＭＢＣ　35　－　31　日の出ＭＢＣ

３位までの成績
順　位 学　校　名
優勝 日の出南小
準優勝 高洲北小

３位
入船小
高洲小
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団体名 活　　　　　　動 加入について
野球協会 各クラブが自主的にグランドを確保して練習しています。 団体加入のみ

卓球連盟 現在14クラブが加盟しており、各クラブで公民館・小学校等にて定期的に
練習しています。 団体加入のみ

柔道協会 火・木・土曜のpm７時～９時・中央武道館でストレッチから基本・乱取
りという流れで練習しています練習日に直接お越しください。

練習日に直接お越し
ください

ソフトテニス連盟
土曜（第１・３週）、日曜・祭日に中央公園テニスコートにて合同練習を行っ
ています。又連盟傘下のクラブが主体となり木・金曜にも練習を行ってい
ますが、連盟会員は同じ様に練習に参加出来ます。

連盟HP、又は担当者

剣道連盟 浦安本部道場、雄武剣友会、雄武南剣友会、富田剣友会、各ホームページ
で検索して下さい。 個人加入のみ

バレーボール協会 小学・中学・高校・６・９人制・ソフト・家庭婦人バレーを行っています。 団体加入のみ

バドミントン協会 各小学校体育館、公民館、総合体育館で練習をしています。　又、年７回
大会を行っています。 団体・個人加入可

水泳連盟 毎年７月に市民水泳記録会を開催しています。 個人加入可能・記録
会にご参加ください

空手道連盟 雄飛会・中央武道館・中央公民館・総合体育館等に於いて、毎週火・水・
金曜に形・組手の練習を行っています。 個人加入のみ

テニス協会 各クラブごとに市のテニスコート・マイコート・外部コート等で練習し、
テニス協会開催の各種大会、スクール等に参加します。 団体加入のみ

サッカー協会 小学校・中学校・高校・市内サッカー場・陸上競技場・他市グランド等で
練習しています。 団体加入のみ

ソフトボール協会 各クラブごとの練習、市民大会（春・秋）への出場、県・関東・全国大会、
又千葉県民体育大会への出場の機会もあります。

個人（クラブ紹介）
団体加入可能

陸上競技協会 年３回市民大会を開催しています。　又、県民大会等の県の大会へも出場
しています。 個人・団体加入可能

ゴルフ協会 市内に公共施設が有りませんので、民間の打ちっぱなしゴルフ練習場での
練習、又春秋に市民大会を開催しています。 個人加入のみ

ラ グ ビ ー フ ッ ト
ボール協会 総合公園球技場・運動公園内陸上競技場等で練習しています 個人・団体加入可能

少林寺拳法連盟 中央武道館（水・金曜Pm７時～９時）、各公民館・総合体育館（土曜am
９時～11時、日曜pm１時～３時）に練習をしています。 個人加入のみ

合気道連盟 年２回、２月・５月に市民大会を開催しています。　約400名の会員が毎日、
市内各所の武道場で稽古しています 個人加入のみ

アーチェリー協会 知りたい・始めてみたい方は毎週木曜日pm７時～９時、第２・４土曜日
pm１時～３時に運動公園アーチェリー場へお越しください 個人加入のみ

スキー連盟 市民大会の開催、市民スキー教室開催（１月～３月）、千葉県民スキー大
会等に参加しています。 個人加入のみ

バスケットボール
協会

浦安市バスケットボール協会・市内の各学校・公共の体育館で練習してい
ます。 個人・団体加入可能

弓道連盟 主に平日（日中２時間）、土日休日（am９:00～ pm５:00）、総合体育館弓
道場で練習しています。初心者向け教室あり。 個人加入のみ

小中学校体育連盟 各小・中学校の運動部活動が有り、学校により異なりますが、始業前・放
課後・週休日に練習し、各種大会に参加しています。 各学校部活動へ

カヌー協会 6月～８月は境川の神明橋付近にて、９月～翌５月は東野プールにて、毎
週土曜のam10時～12迄練習しています。随時試乗を実施しています。 個人加入のみ

バウンドテニス協会 初心者等の教室やサークルが総合体育館・公民館等で活動し、13団体が加
盟しています。　市民大会は春秋年２回開催しています。 団体加入のみ

浦安市スポーツ協会加盟団体一覧

浦安市スポーツ協会ホームページ
URL：www:urayasu-taikyo.org

右記ＱＲコードからもアクセスできます。
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