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生涯スポーツ健康都市生涯スポーツ健康都市
スポーツで輝け！スポーツで輝け！

会長・副会長あいさつ

千葉県社会教育委員連絡協議会表彰

　加盟団体の皆様におかれましては、日ごろの活動を通じ、本市のスポーツ振興や市民の体力向上な
どへ多大なるご協力、ご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。
　さて、本協会は設立60周年を目前に控えた昨年の５月10日に軽スポーツ協会と統合し法人化を実
施、一般社団法人浦安市スポーツ協会を設立いたしました。
　新たに生まれ変わった一般社団法人浦安市スポーツ協会は、さらなる組織基盤強化や事業の拡大・
拡充を目指し、自主財源の確保に努め、加盟団体がこれまで以上に活発な活動を行える環境整備をし
ていく所存です。
　また、軽スポーツ協会と統合したことにより、競技スポーツのみならず「いつでも、どこでも、だ
れでも、いつまでも」楽しむことのできる生涯スポーツの普及・振興にも力を尽くし、幅広いニーズ
にこたえられるよう、時代に合わせた事業を展開してまいります。
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、協会員の皆様方におかれましては思うように事業
が実施できず苦しい時期が続いていることとお察しいたします。
　元の日常に戻るにはいましばらくの時間がかかるものと思われますが、市内のスポーツ振興を図る
という当協会の目的を達成するためにも尽力してまいりますので、浦安市教育委員会、加盟団体およ
び協会員の皆様には引き続きのご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

会長　福元　明彦

　加盟団体の皆様におかれましては、日頃より本市のスポーツ振興、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、浦安市軽スポーツ協会は、生涯スポーツのより一層の普及・振興を目指し、浦安市スポーツ
協会と統合し、昨年５月10日に一般社団法人浦安市スポーツ協会の一員として生まれ変わりました。
　本市の「生涯スポーツ健康都市宣言」の趣旨を尊重しスポーツを通じて市民一人一人が生涯にわたっ
て心身ともに、明るく健康であることの実現に役立てるよう、スポーツ協会と一体となり市内スポー
ツの振興という目的達成に向け尽力していく所存であります。
　昨夏開催された東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、コロナ禍という大変難し
い状況の中、多くの競技がテレビなどで流れ、たくさんの方がいろいろなスポーツに触れる機会とな
り、また、浦安市にゆかりのある選手の活躍などもあり、市民の皆様方も今まで以上にスポーツに興味・
関心をもたれているのではないかと思います。
　このようにスポーツへの機運が高まっている中、市内スポーツの益々の振興を図るため、当協会に
お力添えいただいております皆様方には引き続ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

副会長　阿部信元

　月日が立つのは早い。またたく間である。社会教育委員を委嘱されて10年、皆様のご指導のもと、
この度「千葉県社会教育委員連絡協議会表彰」を戴き感謝申し上げます。これ迄の社会教育活動を通
して、数多くの気付き、それと共に学習をさせて戴きました。振り返るとすべてが貴重な学びとなり
ました。特に「障がい児、者スポーツ教室」に於ては、皆様のご協力、ご指導のもと定期的に開催す
ることができました。人生100年時代を迎える中、これからも、社会教育、生涯学習を念頭におき、
地域と共に歩んでまいります。これ迄長きに亘ってご指導、ご尽力を戴きました教育委員会、市民ス
ポーツ課、生涯学習課、障がい福祉課、スポーツ協会、関係部所そして社会教育委員の皆様には改め
て感謝申し上げます。有難うございました。

松木　新
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当協会は令和３年５月10日に
法人化されました。
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　2021年４月24日（土）浦安市民プラザWAVE101大
ホールにおいて、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６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８名・ペ
ア１組・団体４組・計13組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。

2021年度功労賞・優秀賞表彰

NO 団体名 分
類 氏名

指導歴・役員歴等
スポーツ協会表彰規定第２条　協会は次に該当するものについて表彰を行う
（1）加盟団体は関係者で体育の健全な普及発展に貢献し、かつ協会の向上発展に寄与したもの
（2）加盟団体において、実技指導又は運営に永年にわたり貢献したもの
スポーツ協会表彰規定第４条１項
（1）�満30歳以上で10年以上貢献（2）名目的地位や財政支援のみでない（3）過去10年受賞なし（4）同一団体から候補者なし

１ バレーボール協会

功
労
賞

佐々木　深雪 常任理事をはじめ、役員として12年間協会運営に携わり、協会の発展に大きく尽力された。また小学生バレーボー
ル育成においても貢献された。

２ 空手道連盟 藤原　由紀夫 指導員として15年間実技指導に携わり、競技の普及に貢献された。また、2016年より連盟副理事長を務められ連盟
の発展に尽力された。

３ ソフトボール協会 今泉　浩一
協会所属チームの選手として15年間市民大会等の大会運営に携わり、協会の発展に尽力された。また、2015年より
協会理事（中学生委員長）として市内中学生大会、市川・浦安地区中学生大会の運営の主軸を担い、ソフトボール
競技の普及に貢献された。

４ 陸上競技協会 関根　操 協会の委員・理事・監事として13年にわたり、根気強く活動を続け、協会の発展に尽力された。また、市民大会のスムーズ
な運営やスポーツ協会主催の障がい者スポーツ教室の運営にも積極的に携わるなど、陸上競技の普及・発展に貢献された。

５ 弓道連盟 中村　義行 連盟会長として10年間連盟運営に携わり、協会の発展に大きく尽力された。また、弓道教室・弓道コースを通じた
弓道愛好者の拡大や連盟会員の技術向上に貢献された。

６ バウンドテニス協会 森田　千代美
1993年の協会設立当初より24年間理事長を務め、2017年からの３年間副会長として協会運営に携わり、協会の発
展に大きく尽力された。また、総合体育館主催のバウンドテニス初心者講習会の講師を20年間務め、講座終了後に
はサークル立ち上げに尽力し、講師を担うなど競技の普及にも努めた。

NO 推薦団体 分
類 氏名／団体

スポーツ協会表彰規定第２条　協会は次に該当するものについて表彰を行う
（3）競技の成績が優秀で、スポーツの振興に寄与したもの
スポーツ協会表彰規定第４条２項　前年度の成績において次の基準により適任のものを選ぶ
（1）世界記録／日本記録／県記録を作った個人又は団体
（2）全国大会／関東大会で３位までに入賞した個人又は団体
（3）県大会で優勝した個人又は団体　（4）前号に定める他、市を代表して活躍した個人又は団体

１ 卓球連盟

優
秀
賞

須藤　菜々子
大会名：千葉県卓球選手権大会兼全日本卓球選手権大会千葉県予選会
主　催：千葉県卓球連盟
会　場：千葉ポートアリーナ
成　績：女子ジュニアの部　優勝

２ ソフトテニス連盟 後藤　千尋
野間　なるみペア

大会名：全国小学生ソフトテニス千葉県予選会
主　催：千葉県ソフトテニス連盟
会　場：フクダ電子ヒルズコート
成　績：女子の部　優勝

３ ソフトテニス連盟 肥後　輝
大会名：ルーセント杯千葉県ソフトテニス大会
主　催：千葉県ソフトテニス連盟
会　場：フクダ電子ヒルズコート
成　績：一般女子の部　優勝

４ サッカー協会 バルドラール浦安　ラスボニータス
大会名：日本女子フットサルリーグ2020-2021
主　催：（公財）日本サッカー協会・（一財）日本フットサル連盟
会　場：バルドラール浦安アリーナ　他
成　績：優勝

５ サッカー協会 ブリオベッカ浦安（Ｕ－18）
大会名：第４回日本クラブユースサッカー（Ｕ－18）Town　Club　CUP2020
主　催：（一財）日本クラブユースサッカー連盟
会　場：セキショウ・チャレンジスタジアム　他
成　績：優勝

６ ソフトボール協会 浦安ＢＢＡ
大会名：第15回千葉県エルデストソフトボール選手権大会
主　催：千葉県ソフトボール協会
会　場：南房総市富山多目的運動場
成　績：優勝

７ 陸上競技協会 山口　幸樹
（東海大学付属浦安高等学校陸上競技部）

大会名：令和2年度第24回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
主　催：関東高等学校体育連盟・関東陸上競技協会・群馬陸上競技協会
会　場：正田醤油スタジアム群馬
成　績：男子走幅跳　第３位

８ 陸上競技協会 板垣　唯来
（東海大学付属浦安高等学校陸上競技部）

大会名：第59回千葉県高等学校新人陸上競技大会
主　催：千葉県高等学校体育連盟・千葉陸上競技協会
会　場：千葉県総合スポーツセンター
成　績：女子200m　優勝

９ 陸上競技協会 松岡　萌絵
（東海大学付属浦安高等学校陸上競技部）

大会名：2020千葉県高等学校陸上競技会（総体代替大会）
主　催：千葉県高等学校体育連盟・千葉県教育委員会・千葉陸上競技協会
会　場：千葉県総合スポーツセンター・成田市中台陸上競技場
成　績：女子400m　優勝

10 陸上競技協会 杉本　サーリフ
（東海大学付属浦安高等学校陸上競技部）

大会名：2020千葉県高等学校陸上競技会（総体代替大会）
主　催：千葉県高等学校体育連盟・千葉県教育委員会・千葉陸上競技協会
会　場：千葉県総合スポーツセンター・成田市中台陸上競技場
成　績：男子円盤投　優勝

11 陸上競技協会 土井　闘矢
（東海大学付属浦安高等学校陸上競技部）

大会名：2020千葉県高等学校陸上競技会（総体代替大会）
主　催：千葉県高等学校体育連盟・千葉県教育委員会・千葉陸上競技協会
会　場：千葉県総合スポーツセンター・成田市中台陸上競技場
成　績：男子砲丸投　優勝

12 ラグビーフットボール協会 浦安ウイングス
大会名：千葉県小学生タグラグビー選手権大会2020
主　催：千葉県ラグビーフットボール協会
会　場：市原市ゼットエーオリプリスタジアム
成　績：優勝

13 小中学校体育連盟 堀江　胡碧理
大会名：令和2年度千葉県中学校新人体育大会　卓球の部
主　催：千葉県教育委員会・千葉県小中学校体育連盟
会　場：千葉ポートアリーナ
成　績：女子シングルス　優勝

2021年度被表彰者（功労賞）

2021年度被表彰者（優秀賞）

2021年度浦安市体育協会表彰式　集合写真
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森田　千代美
（バウンドテニス協会）
　友人に誘われて何もわからない
まま始めたバウンドテニスですが良
き指導者や仲間に恵まれ、これま
で長年楽しく続けることが出来まし
た。
　この度、このような賞を頂き大
変光栄に思い、これを励みにより一
層活動に力を入れバウンドテニス
の発展に貢献していきたいと思って
います。ありがとうございました。

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。

佐々木　深雪
（バレーボール協会）
　この度は、功労賞をいただ
き、ありがとうございます。
　コロナ禍で色々な活動が制
限されていますが、これから
も、協会の運営するに貢献が
できるよう努力していきたい
と思います。

藤原　由紀夫
（空手道連盟）

　このような賞をいただきあ
りがとうございます。
　今後、空手道をより多くの
方が親しめることや子供達の
指導に尽力し、また自分自身
も成長し続けたいと考えてい
ます。

今泉　浩一
（ソフトボール協会）
　2000年に浦安市民となっ
て、知り合いが全くいない状
況でしたが、小学校のPTAで
のソフトボールチームに入っ
てから、地域の知り合いがで
き、協会を通じて市全域で知
り合いができたことは、私の
貴重な財産となっています。
今後も協会の広報的役割を通
じ貢献し、知り合いを増やし
たいと思います。

関根　操
（陸上競技協会）

　この度功労賞をいただき、大
変光栄に思います。
　ありがとうございます。
　市に陸上競技場が出来て以来、
協会の活動も活発になってまい
りました。その一端を担えたこ
とを嬉しく思います。
　スポーツ環境をも襲うコロナ
禍を乗り越え陸上競技を通じて
スポーツの魅力を伝えていきた
いと思います。

中村　義行
（弓道連盟）

　東日本大震災から新型コロナ禍、そして還暦
から古希まであっという間の10年でした。大変
厳しい時期も有りましたが殆どが楽しい思い出
です。弓道連盟も会員数も増え若い指導者も
多く育ち、安心して将来を託す決意がつきました。
　ただ一つ残念なのは県民大会でベストスリー
に入賞ができなかったことです。でも近いうちに
実現してすると確信しております。
　在任中、不器用な小職を側面から支えてくれ
た連盟員に深く感謝致しております。今後は一
会員として会の為尽くして参ります。

須藤　菜々子
（卓球連盟）

　高校生になり、これからという時
に新型コロナウイルスが流行して
しまい、思うように練習できず試合
もなくなってしまいましたが、その
分ひとつひとつの試合を大切によ
り一生懸命に取り組むことができ
ました。これからも出来る試合ひと
つひとつに感謝をして試合がなく
なっても練習を怠らずに日々精進
していこうと思いました。
　来年には大学生となりよりレベ
ルが高くなるので、そこで活躍でき
るように頑張ります。

後藤　千尋
（ソフトテニス連盟）
　コロナの影響も有りました
が、たくさんの人が支えてくれ
たおかげで優勝することができ
ました。中学校では仲間と切磋
琢磨し合い全国中学校ソフトテ
ニス大会に出られるよう、頑張
りたいと思っています。

堀江胡碧理
（小中学校体育連盟）
　中学３年生になり高校に向け
て中学校生活の締めくくりとな
るので悔いを残さないように、
これからも全力で卓球に取り組
んでいきたいです。

杉本　サーリフ
（陸上競技協会）

　千葉県で優勝した経験をも
とに浦安市の皆さんに円盤投
げの楽しさを伝えていきたい
です。

土居　闘矢
（陸上競技協会）

　浦安市スポーツ協会優秀賞
を頂けて大変嬉しく思いま
す。
　今後も陸上競技を通じより
一層自身を成長させていきた
いと思います。

浦安ウィングス
（ラグビーフットボール協会）
　全国大会が中止になってしまい目標としてい
た全国大会出場を果たすことは出来ませんで
したが、千葉県大会で優勝することができて
良かったです。今回は６年生記念大会というこ
とで、本来とは違うチームではありましたが、
逆に、下級生の頃から一緒に練習に励んでき
た仲間たちと協力して素晴らしいチームワー
クを発揮してくれました。
　スクールとして代々続いている千葉県チャン
ピオンの地位も無事に下の代にバトンを渡す
事ができました。
　タグラグビーは、男女関係なく、コンタクト
の危険なプレーを排除した、安全でスピード感
のあるとても楽しいスポーツです。
　これからも浦安市のタグラグビー普及に貢
献をして、たくさんの子供達の成長を応援し
ていきたいと思います。

仲波　とく子
（ソフトボール協会）
　コロナ禍の中　南房総市で開催
されました。
　参加チームが３チームだけとな
り少し残念でしたが新メンバーも
加入し、２試合とも完封勝ちし、チ
ームにとって大きな自信となりまし
た。次は全国大会を目指してさら
に練習したいと思います。

松岡　萌絵
（陸上競技協会）

　今回はこの様な賞を頂き大
変光栄に思います。去年は、
新型コロナウイルスの影響
で、次々と大会が中止となる
中　総体代替大会を開催して
下さった方々に感謝していま
す。今後も記録を伸ばしてい
ける様、頑張りたいと思って
おります。ありがとうござい
ました。

野間　なるみ
（ソフトテニス連盟）
　テニスをやってきて、あきら
めずにやる事や仲間の大切さ
を学びました。私はまだまだ出
来ない事が多いので、これから
もあきらめずに練習し続けて、
強くなりたいと思います。
　中学でもテニスは続けるの
で仲間と一緒に頑張ります！

庄子　彩
（サッカー協会）

　この度はこの様な栄誉ある賞をいただき光栄
に思います。
　今回の受賞にあたり、新型コロナウイルス感
染症の治療にあたる医療従事者の皆様、ご支
援いただきました、ファン、サポータースポンサ
ーの皆様、各大会開催にあたりご尽力いただき
ました関係者の皆様、心より御礼申し上げます。
　現在は観客の皆様が会場に足を運び観戦す
る機会やスポーツを通して人と接する機会が減
りとても寂しい思いがあります。ですが、どんな
状況でも私達一人一人が今出来ることを全力
で取り組むことで女子フットサル界の発展と繁
栄に繋がると思います。
　今後も日本女子フットサルリーグのトップ選手
であることに誇りと自覚、責任を持ち日々邁進し
て参ります。本当にありがとうございました。

鬼木　遥平
（サッカー協会）

　前回に引き続き２年連続での受賞に感謝申
し上げます。
　前回は日本クラブユースサッカーU18�
Town��Club��Cup全国大会準優勝による受
賞から、今回は全国優勝しての受賞ができ大
変嬉しく思います。コロナ禍によりスポーツ
を行う楽しみやチームスポーツとしての価値
を改めて感じさせられる中、ブリオベッカ浦
安Uー18もより一層の成長と挑戦をし、浦安
市にまた良い報告ができる様にします。
　この度は優秀賞をいただきまして、ありが
とうございました。

優秀賞優秀賞

功労賞功労賞
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■ 浦安合気道連盟
●「第１回ジュニア合気道TIKTOKチャレンジ」
　２月11日の「第17回ジュニア合気道大会」がコロナの関係で中止となりました。
多くの子供たちが楽しみにしていた大会でしたが致し方ありません。
　その代わりとしてTIKTOKを使用した「第１回ジュニア合気道TIKTOKチャレンジ」が行われました。
今、若者達に人気のTIKTOKは、動画を簡単に編集でき、流行りの音楽を入れてアップロード出来る優れものです。
募集期間は、１月14日～２月11日までの約一か月間で、３つのカテゴリーに分かれ、団体でも個人でも応募できるシステムです。
応募総数は、109。カテゴリー別では、「アピール編」が17動画、「技術編」が47動画、「番外編」が45動画、と多くの素晴らしい作品が、寄
せられました。海外では、カザフスタン・ブラジル・アルゼンチン・ロシアからの応募もあり、それぞれアイデア満載の作品でした。２月下
旬、安藤師範達で厳正に審査され、甲乙つけ難いどれも素晴らしい作品でしたが、それぞれ大賞１，副賞２が、決定致しました。賞品として、
大賞には「Amazonギフト券１万円」副賞は、「Amazonギフト券５千円」が送られました。惜しくも受賞できなかった方も含め、皆さんの
思いのこもった作品が、多くの方達を楽しませました。
　コロナ禍で稽古が出来ない団体もある中、だからこそ自分たちで出来る限りの合気道への思いが、作品として集まりました。第五派が去り
感染状況は一旦の落ち着きを見せているものの、国外における流行具合を鑑みると、まだまだ予断を許さない状況が続くように思えます。
コロナ禍に負けずに合気道の火を絶やさぬよう、時代と状況に即して努めてまいりたいと思います。

加盟団体トピックス加盟団体トピックス

■ 浦安市空手道連盟
●「千葉県少年少女大会 / 富山県インターハイ」
　コロナ禍の緊急事態宣言で千葉県内では各施設使用不可の市使用可の市があり、浦安市内は練習する場所はありませんでした。
練習出来る選手、出来ない選手と不公平差はありましたが千葉県少年少女大会が行われ上位３位以内に入賞すれば関東大会、全国大会
に出場出来る大会にて浦安市空手道連盟昇政塾所属の宮田咲花選手（６年生）森愛梨選手（２年生）男子１名の選手が千葉県代表とし
て出場しました。
　又、８月12～15日に富山県で行われたインターハイにて浦安市空手道連盟昇政塾所属の大野美桜選手が千葉県代表として出場しまし
た。大野美桜選手のコメントです。「今年は練習ができること、大会があることが当たり前ではなかった中、インターハイを開催してい
ただいたことに感謝しております。私にとって最初で最後のインターハイでした。今回インターハイに参加できたのは、指導してくださっ
た先生方や仲間、家族のサポートがあったからです。あらためてその方たちに感謝を伝えたいと思います。ありがとうございました」

■ 浦安市卓球連盟
●「全日本実業団連盟大会」
　2021年度は、コロナ禍で連盟としての活動は殆どできませんでした。連盟主催の大会は、今のところ開催ゼロで、年明け以降一度
でも実施できることを願っているところです。
　だた、雲の切れ間のような６月下旬（23日～27日）に「全日本実業団連盟」の大きな大会（日本卓球リーグ2021年前期千葉大会）
を浦安で開催することができたのは幸いでした。
　しかし、浦安開催予定であった10月の千葉県民大会（卓球競技）は残念ながら中止となりました。一方で、総合体育館の事業であ
るシニア卓球倶楽部（10月～３月、計19回予定）の講師派遣や、日の出中学校卓球部活動の手伝い（不定期）など明るい動きも出て
来ました。小学校の体育館や公民館体育室の開放も再開され、連盟加盟の13クラブもそれぞれ練習などの活動ができるようになりま
した。
　浦安市全体の活動が心おきなくできるように、一日も早くコロナ禍が終息することを願ってやみません。

■ 浦安ソフトテニス連盟
●「ソフトテニス秋季市民大会」
　前日の強風も止み、好天に恵まれた「11月13日」中央公園コートで、高校生からシニアの方々96名の参加者で「ソフトテニス秋季
市民大会」を開催しました。
　忙しい時間を割いて市長・教育長にも視察して頂き、各コートでは笑いの取り合いもありましたが、激しいカウントの取り合いの白
熱した試合が多く、素晴らしい大会になりました。運動公園のコートは現在補修中のため中央公園コートになり、コート数の関係で一
般男子の決勝は17時を過ぎて、照明の下になりましたが、白熱した試合で多くの方々が観戦して下さいました。時間の関係で表彰式
が幾つかに分かれてしまい、一日の健闘を称え合う閉会式を全員で開く事が出来ず残念でしたが、下火に来たとはいえコロナ感染に注
意しての大会を、皆様方の御協力で滞り無く終了する事ができました。
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■ バウンドテニス協会
●「いつでも、どこでも、だれにでもできる」
　2021年度は市民大会、オープン大会などの活動はほとんど中止となりましたが、２月に新年初打ち大会を兼ねた市民大会を予定し
ています。
2022年度は例年のように春季市民大会・秋季オープン市民大会、スポーツフェアへの参加などを予定しています。
バウンドテニスは1980年に、「いつでも、どこでも、だれでもできる」生涯スポーツとして日本で考案されました。
競技者の志向により、健康のためのレクリエーションスポーツとしても、本格的な競技スポーツとしても、また家族や友人と楽しむコ
ミュニティスポーツとしても楽しめます。
年に１回開かれる全国選手権大会も今年度は39回目となります。
浦安市からも県代表選手や大会役員、審判員として参加、協力しています。しかしながら、まだまだ一般にはあまり知られていないス
ポーツなので、更に普及をはかっていきたいと思っています。
　浦安市でも80歳を超えて活動する会員も多数いますが、全般に会員の高齢化は著しく、今後の発展のためには会員増をはかること
が急務と思っています。

■ 浦安市バスケットボール協会
●「春季市民体育大会を開催」
　2021年度、浦安市バスケットボール協会では、７月３日、４日に、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら、春季市民体
育大会を開催しました。当日は感染対策を徹底して開催、正規の大会ではなく、交流（親睦）大会としました。当日は男女、シニアあ
わせて17チーム、264名が参加、参加チーム数は少なかったものの、久しぶりの大会とあって大いに盛り上がりました。また、2021
年11月24日現在、秋季市民大会に替え、１月15日、16日、22日、23日に同じく交流大会を開催することとなっています。新型コロ
ナウイルスの感染者数も減ったことから、現在までのところ多くのチームの参加表明を頂いているところです。次号では白熱した大会
の様子をお届け出来たらと思います。引き続き、2022年度も春季（夏）と秋季（冬）に市民大会を予定しています。
　また、小学生市内大会も定期的に開催しています。ジュニア世代のスポーツ環境が過渡期を迎える中、選択肢の１つとなるべく中学
生チーム”浦安シーガル”を立ち上げました。クラブの大会参加や部活動との交流なども積極的に行っています。
　協会では、一緒に運営出来る役員を随時募集しています！。浦安市でも80歳を超えて活動する会員も多数いますが、全般に会員の
高齢化は著しく、今後の発展のためには会員増をはかることが急務と思っています。

■ 浦安市テニス協会
●「年間を通しての活動報告」
　2020年度はコロナ禍によりほぼ全ての協会行事の中止を余儀なくされたテニス協会ですが、2021年度は４月のナイスミドル大会を
盛況で終えることが出来て幸先の良い年度スタートとなりました。
しかしながら長引くコロナ禍の影響により、春期市民大会シングルス、ワンデー大会、レディース大会、キッズジュニアスクールの各
行事が中止となりました、秋のシーズンにおいては、テニスコート施設改修工事の影響もあり、秋季市民大会ダブルスとクラブ団体戦
を中止する結果となりました。
　そんな厳しい中ではありましたが、６月は一般テニススクール、７月はジュニアスクール、８月は日本テニス協会公認大会（ベテラ
ンの部のみ）である浦安オープン選手権大会を、多くの方々のサポートにより開催することが出来ました。
現在は２年連続で中止となっている３月予定のミックス大会を何とか開催すべく準備中です。
新年度はテニス協会設立40周年を迎える節目の年となり、記念行事も予定しています。順調に大会行事が開催できるように切に願っ
ております。これまで同様に皆様のご理解とご協力を頂ければ幸いです。

■ 浦安市アーチェリー協会
●「アーチェリーオランダチーム直前合宿」
　2021年７月、当射場においてアーチェリーのオランダチームの直前合宿が行われました。
オランダチームとの交流は2018年の事前合宿で講習会をしていただいたのが始まりです。私たちは、その時のオランダチームの素晴ら
しい射形に魅了され、それ以降、「目指せ！オランダチーム」を合言葉に練習に励むようになりました。
2020年10月には、オランダチームにまたお会いしたい・オリンピックで頑張ってほしいという気持ちを込めてビデオレターを作成し送
りました。そのお礼として直前合宿時に練習風景の公開と、代表選手全員の顔写真のパネルとサインをプレゼントしていただくというサ
プライズが有りました。これは私たちの宝物です！
　そのオランダチームはオリンピックのミックス競技で、見事銀メダルを獲得しました。応援していた私たちも本当に嬉しい瞬間でした。
2021年10月より初心者教室も始まりました。11月より協会の競技会も始まりました。
私たちはこれからもオランダチームをお手本に練習に励んでいきたいと思います。

■ 陸上競技協会
●「第48回（春季）大会」
　2021年６月20日に第48回（春季）大会、10月24日に第49回（秋季）大会が「コロナ対策」を行いながらブリオベッカ浦安競技場
（浦安市陸上競技場）で開催されました。
　小学生から一般まで春季大会に751名、秋季大会に736名が参加しました。春季大会では、中学男子走幅跳で武岡世航（浦安中）さ
んが�６m37cm、一般男子走幅跳で下村諒（土気TFC）さんが�７ｍ00ｃｍの大会新記録を出して優秀選手賞が贈られました。また、
中学女子800ｍで好記録で優勝した吉田眞悠（和洋国府台中）さんにも優秀選手賞が贈られました。秋季大会では、一般男子3000ｍ
で小野寺彗至（堀江中教員）さんが９分14秒40、小学女子ジャベリックボール投で河野光花（東小）さんがこれまでの記録を大幅に
上回る39ｍ35cmの大会記録を出して優秀選手賞が送られました。
今後の予定は、年明けの１月に中長距離記録会が、３月に市民大会が開催されます。



（6） 第２号

■ カヌー協会
●「カヌーは老若男女が楽しめる生涯スポーツ」
　カヌーは老若男女が楽しめる生涯スポーツとして、約70名の会員がそれぞれのペースで活動し、境川での定期練習では、年齢や競技種目
の違いを超えて交流を図っています。
シニアは目標としていたワールドマスターズの開催が５年延期となり意気消沈もしましたが、徐々に再開された各種大会やツーリングなどの
参加を目標に体力維持に努めています。
　ジュニアはカヌースラローム競技を中心に活動しています。令和３年度は、永石雄大選手（明海南小）が全国少年少女カヌー大会に出場し、
決勝戦９位の成績を収めましたました。また、遠藤千春選手（入船中）がJOCジュニアオリンピックカップ全国中学生カヌー大会に出場し、
150mスラローム女子の部で優勝し、千葉県スポーツ協会表彰において優秀選手賞を受賞しました。�コロナ禍の影響で、昨シーズンのカヌー
スラロームジャパンカップへの参戦は叶いませんでしたが、３名のジュニア選手が千葉県の強化選手として練習に励んでいます。
　２大会連続で中止となった「千葉県カヌースラローム大会in境川」は、浦安市においてのカヌー競技の普及や千葉県下のカヌー競技者から
の強い開催要望があることからも、再開を目指し各方面と協議して参ります。

■ サッカー協会
●「バルドラール浦安 / ブリオベッカ浦安」
　今回ご紹介するのは、いずれも浦安市をホームタウンとして活動するバルドラール浦安（日本フットサルリーグのデビジョン１に参入中）と、
ブリオベッカ浦安（関東サッカーリーグ１部に参入中）の各育成年代チームの活躍についてです。
　先ずバルドラール浦安Ｕ-18（テルセーロ：高校生年代チーム）ですが、７月に行われたＪＦＡ第８回全日本Ｕ-18フットサル選手権関東
大会で優勝し、全国大会へ出場。全国大会ではグループリーグを１位で通過、準々決勝、準決勝と勝ち上がり、残念ながら決勝戦では5-7で
敗れましたが、初出場で見事準優勝という輝かしい結果を残すことが出来ました。
　また、ブリオベッカ浦安Ｕ－15（中学生年代チーム）ですが、第36回日本クラブユースサッカー選手権の千葉県予選を突破、関東大会も
代表決定戦をＰＫ戦で制し、前年度に続き２回目の全国大会出場を決めました。８月に帯広で行われた全国大会では残念ながら予選リーグで
敗退とりましたが、２年連続での全国大会出場であり、今後の活躍に期待が出来ます。

■ 弓道協会
●「役員の代替わり心機一転」
　2010年から弓道連盟の会長を務めておりました「中村氏」に代り、本年度より「本間氏」が弓道連盟の会長になる事になりました。
それに併せて一部役員も代替わりを果たし、コロナ禍の時代において貴重な一歩を踏み出すことができました、11月には久しぶりと
なる初心者向けの弓道コースも開催することができました。感染症対策などの観点から参加人数に制限はあるものの、改めて弓道に興
味がある人たちに向けて窓口を開けたことに感謝しております。
　またコロナ禍により道場の利用が制限されている中で開催された本年度の昇段試験におきましても、参段に七名もの昇段者を排出す
ることができました。

■ 浦安市ユニバーサルホッケー協会
●「千葉県大会の低学年の部で優勝」
　ユニバーサルホッケーを皆さんはご存知ですか。
　１チーム６人（男女混合）で相対する６人合計12人が小学生用のバスケットコート位のコートの
中でパスをしたりしながら、相手側のゴールにシュートをし、得点を競うゲームです。幼児から高
齢者まで参加出来る生涯スポーツです。市民大会、千葉県大会、全国大会（ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ）
の三つの大きな大会が開催されます。
　市内には、舞浜・見明川・当代島にチームがあり、各々活動しています。昨年の千葉県大会の
低学年の部では、見事「当代島レインボー」が優勝しました。又前年には「見明川ミニパイレーツ」
が優勝するなど、浦安チームは千葉県内でも優秀な成績を残しています。練習時は年齢関係なく
幼児から高齢者までシャッフルしてチームを作り、初心者でも参加しやすい様に相手を思いやり
ながら活動しています。どうしても競技志向になりがちですが、生涯スポーツを念頭に置き、スポー
ツが少し苦手の方も気兼ねなく仲間に入り、心地良い汗を流し、楽しいひとときが過ごせる事と
確信しています。ぜひ親子で練習を見に来て下さい。体育館シューズをお忘れなく！！

■ 浦安市ボッチャ協会
●2021年度の活動報告や、PR事項
　今年度は毎月第２土曜日の練習も数回しか出来ない中、５月29日の春の大会はコロナ対策をし
ながらの開催でした。
一方、夏のオリパラ期間中には、パラリンピックのボランティアとして参加した浦安ボッチャ協会
会員より、ボッチャ競技の開会式や火の玉ジャパンの最新情報などLINEを通して得ながら、白熱
した応援のやり取りがありました。
東京2020パラリンピックボッチャ競技の結果として、金・銀・銅のメダルを獲得したことは、ボッ
チャ関係者にとっても励みになりました。ＴＶ放映が余りに少なかったことが残念でなりませんが、
感謝、感謝の夏となりました。
　９月の千葉県ボッチャ選手権大会は中止、この試合は関東大会や全国大
会に繋がる試合だっただけに、選手にとってはとても残念なことでした。
11月20日浦安中央ライオンズクラブによるボッチャ市民大会開催、身体障
害者及び発達障害者の参加で、どの試合も白熱する戦いでした。
　最後にコロナ禍で会員同士の交流ができない中、癒しの動画・他地域で
の活動の紹介・近況報告等々、和気あいあいラインを通じ一体感を共有して
いました。これは我ボッチャ協会の自慢です。一度見学にお越しください。
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■ 浦安パークゴルフ協会
●「協会活動の報告」
　三世代交流が謳われているパークゴルフですが、高須海浜公園コースの立地条件、整備の良さ、或は健康志向も相まって老若男女を
問わずプレーヤーは確実に増えております。それに伴いルール、マナーの普及が喫緊の課題といえるでしょう。
　コロナ禍により本年に至るまで、大きな大会は自粛しております。
　春秋市民大会、親子大会、講習会等例年の活動、運営が出来るように2022年に期待しているところです。
　目下の協会活動は以下の通りです。
毎月第一土曜日　定例会
〃　第２水曜日　チャレンジ
〃　第４月曜日　ダブルス
〃　最終土曜日　ラストサタデー

■ 浦安ウォーキングクラブ
●「楽しく歩いて健康に！ウォーキング」
　浦安ウォーキングクラブは2000年３月に誕生して以来、『楽しく歩
いて健康に！』をスローガンに毎月例会を行い、2021年11月で238回
の例会を実施しました。
　例会のコースは、千葉県・東京都・神奈川県の緑あふれる自然や歴
史的名所を巡り、１月は七福神、２月は梅林巡りなどテーマを設けで
きるだけ同じコースにならないように心がけ、参加者にウォーキング
を楽しんでいただけるように工夫して行っています。
　また、毎年初夏には、『生涯スポーツ健康都市』として浦安市内の「三
番瀬から境川を巡るコース」「ディズニーランド外周と東京湾を巡る」
などのコースで浦安市内外から参加していただくイベントを企画実施
しています。
　月次例会は、公民館でのチラシなどを通じて会員以外の方にも当日
参加を呼びかけ実施しますが、2020年・2021年はコロナ禍の影響が
あり、会員限定で開催日を調整しコースの距離も短く設定し実施しました。
　新型コロナウィルスの状況にもよりますが、2022年は会員・当日参加者に『楽しく歩いて健康に！』ウォーキングしていただける
ようにコース企画をしますので、皆様のご参加をお待ちします。

■ 浦安市グラウンド・ゴルフ協会
●「浦安グラウンド・ゴルフ大会を開催」
　浦安市グラウンド・ゴルフ市民大会が令和３年11月25日に中央公園野球場にて
新型コロナの影響も少ないと、開催される内田市長、鈴木教育長、福元スポーツ
協会長、末益グラウンド・ゴルフ協会顧問の来賓のもと、多数の市民参加で実施
された。
優勝は男性が清水さん、女性が大西さんでした。
　浦安市グラウンド・ゴルフ協会の会員は新会員の入会が少なく、平均年齢も高
齢化して、年々減少しています。
　「明るく、楽しく、元気よく」「健康と親睦」をスローガンにして、多くの仲間
とプレーしています。
　より多くの市民の方の入会を募集しています。

■ ダーツ協会
●「コロナ禍を乗り越え再出発」
　2021年度の活動は、コロナ禍の影響で、やっと10月24日に再開の運びとなりました。
春秋の市民大会も中止となり、活動そのものが大きく後退しました。再開の折は会員皆で喜んだものです。
コロナ感染の動向に注視し、活動の順調な継続を計って行くことが望まれました。
11月に入り、会場の予約も進み、会員相互の交流やダーツの楽しみがみられるようになりました。年末から来年の春に向けてダーツ
協会のＰＲが改めて急務です。会員各位の意見を集約し、外部への働きかけを計って行きたいと思っております。
　当協会は2021年11月で17年目を迎えました。浦安市や多くのダーツ愛好者にご協力を感謝し、再出発を実りあるものにして行きた
いと望んでいます。
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2019年秋季市民大会試合風景2019年秋季市民大会女子及び混合優勝チーム

浦安市中央公園にて　浦安市民グラウンド・ゴルフ大会

白子にてグラウンド・ゴルフ研修会

浦安市総合運動公園にて　浦安・市川・船橋・鎌ヶ谷　４市合同大会

■ ニュースポーツ団体紹介

浦安市ユニバーサルホッケー協会
　スウェーデン生まれのユニバーサルホッケーは、「いつでも、どこ
でも、だれにでも、いつまでも」親しみ易く楽しめるレクリエーショ
ンスポーツとして、1978年我国に紹介されました。アイスホッケー
の体育館版といった感じです。１コート内に攻守双方が合い交え競
技することから、昨今では競技性の評価も高まり、本来のリクリエ
ーションスポーツと競技スポーツの二面性を備えている為、各大会
では色々趣向を凝らし運営されています。１チーム６人（うち女子３
人以上）が、軽いプラスチックのスティックとボールを使い、相手
ゴールにシュートします。小学生、一般（中学生～39才）、シニア（40
才以上）の３部門があり、各大会で熱戦を繰り広げています。

浦安市トリムバレーボール協会
　浦安市トリムバレーボールは今から36年前に市教育委員会及び体
育指導員の方々を中心に「誰もが手軽に楽しみながら健康作りので
きる軽スポーツ」として考案され、普及し、今日に至っています。
当協会には現在30サークル約600名の方々が所属しており、年齢・
性別・キャリアを問わず市内随所で活動しています。発足10年目に
６人制バレーボールを基に独自のルールを策定し、改廃しながら現
在に至っています。又浦安市小中学校ＰＴＡ連絡協議会主催で毎年
秋に大会が開催されています。これを契機に始める方も大勢いらっ
しゃいます。各地区にサークルが有り、随時会員を募集しています。
興味のある方は是非連絡の上体験してみては如何でしょうか。

浦安ウォーキングクラブ

浦安市グラウンド・ゴルフ協会

　手軽な運動として人気のウォーキング。週４～５回、１回30分が
目安。長く継続し効果を実感するには、大事なコツがあります。仲
間と一緒に、やや長い時間長い距離を、テーマを設定して、楽しく
歩くことです。
当クラブの活動の主体は月例会。四季折々の自然散策、名所や史跡
巡り、街角や商店街の探索。単に歩くことから、毎回異なったテーマ・
コースを設定して、心身の健康と豊かな人生を目指して歩いていま
す。
発足後22年経ちました。会員のみならず一般市民のご参加も得て、
楽しく元気になる活動を続けています。月例会のパンフは各公民館
で配布しています。地域社会との交流の輪をさらに広げていく所存
です。

　グラウンド・ゴルフは、老若男女・誰でも・何時迄も出来る生涯スポーツです。皆様の参加
を待っています。
グラウンド・ゴルフは平成７年ごろ、美浜公民館主催で体育指導員の元、美浜公園にて始まり
ました。軽スポーツ協会が平成12年３月19日設立され、当初からグラウンド・ゴルフ協会も加
入しています。
毎週木曜日午前中、中央公園野球場にてプレー。
全国の愛好者は年々増加して360万人もいます。
グラウンド・ゴルフなら①笑顔になれる②健康になれる③交流できる
特長：①どこでもできる、②準備が簡単、③ルールは簡単④時間の制限がない、⑤プレーヤー
の数に制限がない⑥審判は自分自身、⑦高度な技術がなくてもできる。
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浦安ファミリーバドミントン協会

浦安市ダーツ協会

浦安ボッチャ協会
　浦安ボッチャ協会は、平成９年に発足、小学生からシニア
まで幅広い層の会員により構成され、レクリエーションとし
て楽しむ他、各種大会へも出場しています。
選手は、県大会等への出場をはじめ、日本選手権での優勝や、
さらには世界大会への出場といった輝かしい功績を残してい
ます。今後も、パラリンピックの出場を目指しての大会参加
の他、楽しみながら練習に励んでいきます。
ボッチャは、障がいの有無や性別、年齢に関係なく、誰もが
楽しめる生涯スポーツです。シンプルでわかりやすいルール
によって、最後の一投まで勝敗が分からない醍醐味がありま
す。
ボッチャを体験や本格的な競技として、また、審判などサポ
ートに興味のある方は、ぜひ一緒に活動をしてみませんか。

浦安市ゲートボール連盟
　ゲートボールは、高齢者のスポーツというイメージがありますが、子
どもから高齢者まで全ての世代が楽しむことのできるスポーツです。
連盟では、毎日午前中、海楽南児童公園で練習会を開催しています。春・
秋の市民大会を開催しているほか、千葉県の大会や近隣との交流大会な
どに参加しています。また、東小学校では15年以上クラブ活動として
ゲートボールをしており、当連盟から講師を派遣し指導に当たっていま
す。
連盟では会員を募集しています。お一人でも、仲間でもお気軽に参加し
てください。初心者の方でも懇切丁寧に楽しく指導いたします。

浦安市パークゴルフ協会
　当協会の発足は2001年１月です。2009年に高洲海浜公園内に
９ホールが造られその後増設されて、27ホール、３コースが運
営されております。
パークゴルフはクラブ１本ボール１個でプレーが出来老若男女を
問わず手軽に楽しむことができます。
（活動）
協会主催　毎月第１土曜　定例会
　　　　　〃　第４月〃　ダブルス定例会
（加盟団体）
　　　　　毎月第２水曜　チャレンジ
　　　　　〃　最終土曜　ラストサタディー

　ファミリーバドミントンと言う競技は、バドミントンと間違え
られやすいのですが、実は似ていますが少々ルールや、用具が違
い老若男女、子供から大人まで一緒にプレーが出来る軽スポーツ
です。競技の始まりは、�昭和55年の京都国体の開催地となった
長岡京市が手軽にバドミントンを広く親しめる独自のニュースポ
ーツとして考案した事でした。「誰もが、いつでも、どこでも、
自分の好みや能力に合わせて、気軽に楽しめる」のがファミリー
バドミントンの特徴であり、仲間との交流、家族とのふれあい、
健康・体力つくりなど、さまざまな目的で楽しまれています。是
非一度体験してみてください。

　浦安市ダーツ協会は2004年11月に設立され、2021年11月で
17年目を迎えることが出来ます。旧浦安市軽スポーツ協会へは
2005年４月に加盟し、ダーツ普及活動の基盤が出来ました。会
員は2021年４月現在で19名です。
当協会は、美浜公民館を活動の拠点とし、定期練習会を行ってお
り、市民の方々への普及として、美浜公民館文化祭でのダーツ指
導会、春秋の市民ダーツ大会の開催、春秋のスポーツの集いへの
参画とスポーツフェアにて、及びサークルとの関係では、「市川
さいわいダーツ」「美浜水曜ダーツ」への指導を行っております。
定期練習は、基本的に美浜公民館にて毎週日曜日午後に行ってお
ります。毎年２回のダーツ懇親会も含めて和気あいあいに行って
おります。
　皆さま、まずは始めてみませんか。
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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）

■ 2021年度中学校総合体育大会

　2021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。新型コロナウイルス感染症対策により、
練習環境や大会の方式に変更のあった競技もありましたが、多くの選手が支部大会で活躍し、県大会への出場を決
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会となっています。本年度の県大会において、
好成績を収めた競技について紹介します。

2021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 共通走幅跳 浦安中 男子 個人 武岡　世航 優勝 第３位 第３位 12位

陸上競技 共通800m 高洲中 女子 個人 江崎　舞佳 優勝 第２位

陸上競技 ジャベリックスロー 堀江中 女子 個人 三浦　栞奈 優勝 優勝 － ２位

水泳 個人メドレー200m 浦安中 男子 個人 櫻井　岳人 － 第３位 予選敗退

水泳 200m背泳ぎ 堀江中 男子 個人 石﨑　真翔 － 第５位 予選敗退

水泳 100mバタフライ 美浜中 男子 個人 兵藤　功太郎 － 第５位 第７位

水泳 200mバタフライ 美浜中 男子 個人 兵藤　功太郎 － 第８位 予選敗退

水泳 400mメドレーリレー 美浜中 男子 個人 兵藤　功太郎 － 第３位

野球 浦安中 男子 団体 浦安中学校 優勝 第３位 １回戦敗退

卓球 女子シングルス 堀江中 女子 個人 堀江胡碧理 第３位 第４位 ２回戦敗退

ソフトテニス 浦安中 女子 個人 鴨志田　柚
宇田川　ななみ 第３位 第５位 ３回戦敗退

硬式テニス 美浜中 男子 個人 山内　結月 － 第３位 ２回戦敗退

新体操 高洲中 女子 団体
川瀬　さくら・横尾　葵・
加藤　光璃・青木　ひな・

大井　陽華
－ 優勝 第５位

■ 第40回浦安市小学校陸上競技大会

　2021年６月５日（土）ブリオベッカ陸上競技場にて、小学生の陸上競技大会が行われました。本年度は、感染
症対策として３部制での大会方式にし、選手も原則６年生のみの参加となりました。
　これまでとは異なる形式での大会となりましたが、制限のある中での練習に励み、当日は力の限り競技に取り組
みました。各部の記録を集計し、本年度の第１位が決まりました。

第40回浦安市小学校陸上競技大会　結果
種目 男女 第１位氏名 学校名 記録

100m
女子 田尻　実奈海 高洲小 13秒75

男子 森本　健太 見明川小 13秒44

女子1000m

男子1500m

女子 梅澤　涼 明海南小 ３分26秒39

男子 恒吉　遼空 高洲北小 ５分05秒69

走り幅跳び
女子 西　咲幸 舞浜小 ３m74cm

男子 重久　陽向 美浜北小 ４m17cm

走り高跳び
女子 鈴木　梨心 高洲小 １m24cm

男子 端野　遼 高洲北小 １m32cm

400mリレー
女子 高洲小 58秒26

男子 高洲小 56秒54
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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13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19時～21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、富岡剣友会、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
（シニアは個人可）

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（水曜19時半～21時）、各公民館・総合体育館（土曜13時～
17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（中央武道館・総合体育館、各中学校、龍本部等）の武道場で
稽古しています。初心者歓迎です。

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19時～21時、第２・４土曜日13
時～15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

浦安市スポーツ協会加盟団体一覧
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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

春季（夏）と秋季（冬）に市民大会を開催し、小学生大会も開催しています。
又ジュニア世代の育成にも力を入れています。

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（９:00～17:00）、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10時～12時迄練習しています。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

トリムバレーボール
協会

現在30サークル、約600名が各地域の体育施設で活動（練習、試合）
を行っています。毎年秋に市民大会が開催されています。

団体加入のみ

ウォーキングクラブ
月例会を行い四季折々の自然散策と名所史跡巡りを行っています。活
動予定は公民館に都度掲示しています。

個人加入のみ

グラウンドゴルフ
協会

毎週木曜日午前、中央公園野球場で練習を行っています。
春季、秋季市民大会を開催しています。

個人加入のみ

浦安ボッチャ協会
身体障害者が競技に親しみ、生活力の向上に繋げることを目的として
います。第２土曜日　13時～17時当代島公民館で練習を行っています！

個人加入のみ

ゲートボール協会
毎日、午前中、海楽児童公園で練習を行っています。
春、秋に市民大会を開催し、県大会や近隣地区のチームと交流大会も
行っています。又小学生のクラブ活動の指導も行っています。

個人加入のみ

パークゴルフ協会
髙洲海浜公園内に３コース（27ホール）で活動。
毎月、第一土曜日が定例大会。第四月曜日がダブルス大会を行い、そ
の他チャレンジ大会、ラストサタデイ大会も行われています。

団体加入のみ

ユニバーサル
ホッケー協会

舞浜小（土日）美明川小（土）当代島公民館にて練習に励んでいます。 個人加入のみ

ファミリーバドミ
ントン協会

春季、秋季の市民大会、開催。
全日本、東日本選手権大会にも参加しています。
練習は日の出南小（日）16：00でやっているのでお気軽に見に来て下
さい。

個人加入のみ

ダーツ大会
会員数、約20名。毎週日曜日の午後美浜公民館を拠点として活動して
います。春季、秋季大会の開催とスポーツフェア、公民館文化祭等の
体験指導を行っています。

個人加入のみ

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。


