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体協だより
会長・期初のあいさつ

　梅雨の候、皆様におかれてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
　さて、昨年度の千葉県民体育大会は、総合10位と大健闘しました。今年度は出場競技数を増やすこと、
得点力のアップを課題とし、県民大会総合8位入賞を目指し協会一丸となって取り組みたいと思います。
　また、「生涯スポーツ健康都市」を宣言した浦安市と連携し、若い世代から高齢のより幅広い世代の方々
がスポーツに楽しめる機会を提供できるよう、年代別の大会開催や体験・初心者教室などの充実を図り、生
涯スポーツの推進に取り組んで参ります。
　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します。

理事長・就任のあいさつ
　この度、体育協会理事長に就任しました空手道連盟所属の福元明彦です。
　体育協会50周年を迎えた歴史の中で、諸先輩方の築かれた功績は素晴らしいものがあり、それを継承し
協会の発展のため汗を流す所存です。
　これから23加盟団体の会員の皆様と共に切磋琢磨し、より良い体育協会を目指し盛り上げて参りたいと
思います。
　スポーツを通じ、社会貢献し地域社会のスポーツの発展に繋がれば良いと考えています。
　市教育委員会をはじめ、会員の皆様にはご指導を賜りますようお願いします。

平成24年度地方体育振興功労者表彰受賞
　平成25年3月1日千葉県庁に於いて、千葉県教育委員会より平成24年度地方体育振興功労者として、浦
安市剣道連盟の松木新氏が表彰されました。松木氏は昭和62年から浦安雄武剣友会副会長として、また、
平成10年から浦安市剣道連盟理事、浦安市体育協会理事として活躍されています。松木氏は本市を代表す
る剣道の指導者として、児童、生徒を対象とした教室や合同稽古会など、多くの事業を開催し青少年の健
全育成と剣道の普及に尽力されています。

平成25年度　体育協会事業計画

会  長  野崎　実

理事長  福元明彦

行　事　名 主催等 日　程 開　催　場　所
体育協会表彰式 主　催 4/20 文化会館（中会議室）
広報誌・体協だより（26号） 発　行 6/15
春季市民体育大会

野球競技

主　催

4/14～ 運動公園野球場　他
卓球競技 5/12 総合体育館
柔道競技 5/12 中央武道館
ソフトテニス競技 5/12 運動公園庭球場
剣道競技 5/19 東小学校体育館
バレーボール競技 4/28、29 総合体育館
バドミントン競技 5/26 総合体育館
空手道競技 6/2 総合体育館
テニス競技 4/14 運動公園庭球場　他
サッカー競技 5/12～ 運動公園蹴球場
ソフトボール競技 4/14～ 今川球技場　
陸上競技 6/15 江戸川陸上競技場
合気道競技 5/19 総合体育館
アーチェリー競技 4/21 運動公園スポーツコート
バスケットボール競技 7/7～ 総合体育館
弓道競技 5/25 総合体育館弓道場

夏季市民体育大会
水泳競技 主　催 7/7 総合体育館屋内プール

納涼花火大会（会場警備協力） 協　力 7/27 日の出・明海地区
秋季市民体育大会

野球競技

主　催

8/25～ 運動公園野球場　他
卓球競技 10/6 総合体育館
柔道競技 11/17 中央武道館
ソフトテニス競技 10/12 運動公園庭球場　他
剣道競技 10/27 総合体育館
バレーボール競技 9/22、23 総合体育館
バドミントン競技 9/8 総合体育館
空手道競技 11/3 総合体育館
テニス競技 9/29～ 運動公園庭球場
サッカー競技 9/29～ 運動公園蹴球場
ソフトボール競技 9/8～ 今川球技場
陸上競技 11/4 江戸川陸上競技場

行　事　名 主催等 日　程 開　催　場　所
ゴルフ競技

主　催

10/10 千葉新日本ゴルフ倶楽部
少林寺拳法競技 11/10 中央武道館
アーチェリー競技 10/6 運動公園スポーツコート
バスケットボール競技 1/11～ 総合体育館
弓道競技 10/5 総合体育館弓道場

63回千葉県民体育大会・夏季大会
水泳競技 参　加 9/1 国際総合水泳場

浦安スポーツフェア2013 協　力 10/13 運動公園･総合体育館
63回千葉県民体育大会・秋季大会

軟式野球競技

参　加

10/19、20 長生の森公園野球場他
卓球競技 10/19、20 浦安市運動公園総合体育館
柔道競技 10/20 千葉県総合スポーツセンター
ソフトテニス競技 10/19、20 フクダ電子ヒルスコート
剣道競技 10/20 ゼットエー武道場
バレーボール競技 10/19、20 茂原市市民体育館他
バドミントン競技 10/19、20 野田市関宿総合公園体育館
空手道競技 10/20 東金アリーナ
テニス競技 10/19、20 千葉県総合スポーツセンター
サッカー競技 9/7～ 市原スポレクパーク他
ソフトボール競技 10/13～ 下総運動公園野球場他
陸上競技 10/20 千葉県総合スポーツセンター
ゴルフ競技 9/4 新千葉カントリー倶楽部
ラグビーフットボール競技 10/13～ 市原スポレクパーク他
アーチェリー競技 10/20 船橋アーチェリーレンジ
バスケットボール競技 10/14～ 船橋市総合体育館他
弓道競技 10/19、20 千葉県総合スポーツセンター
カヌー競技 10/20 松戸市内坂川

研修会 主　催 11/中旬 未定
広報誌・体協だより（27号） 発　行 12/1
新年会 主　催 1/中旬 未定
冬季市民体育大会・スキー競技 主　催 2/上旬 未定
第23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）
64回千葉県民体育大会・冬季大会

スキー競技 参　加 3/6～ 会津高原たかつえスキー場

剣道連盟  松木  新
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平成25年度功労賞・優秀賞表彰
　平成25年4月20日、浦安市文化会館に於いて、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・発展に貢献した個人に、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・団体にそれぞれ贈られました。

功　　労　　賞
町山　節夫 野球協会　　　　
佐々木葉子 バレーボール協会
酒井　豊子 テニス協会　　　
内山　達夫 ソフトボール協会
齋藤　晴一 陸上競技協会　　
伊勢田憲司 合気道連盟　　　
関根　早苗 スキー連盟　　　
相川　洋一 小中学校体育連盟

優　　秀　　賞
今川メッツ 野　球 第34回東日本軟式野球千葉県大会 優　勝 田中　大文 テニス 第66回千葉テニストーナメント

（60才クラス男子ダブルスの部） 優　勝

岩木　羊子 卓　球 全日本卓球選手権大会（マスターズ） 第３位 バルドラール浦安
ラスボニータス フットサル 第9回全日本女子

フットサル選手権大会 第２位

藤城　　心 柔　道 第3回スポーツひのまるキッズ
近畿小学生柔道大会 優　勝 浦安サッカークラブ サッカー 千葉県第1種サッカー選手権大会 優　勝

三上　和弘

剣　道

第59回関東高等学校剣道大会
千葉県予選会 優　勝 阿部　祐悟

陸　上

第7回ちばキッズ陸上競技大会
（男子100ｍ） 優　勝

浦安市代表チーム 第60回千葉県地区連盟対抗
剣道優勝大会（高校生の部） 優　勝 藤井　柚茉 第7回ちばキッズ陸上競技大会

（女子100ｍ） 優　勝

東京学館浦安中学校
男子剣道部

第25回千葉県中学校新人
体育大会剣道大会 優　勝 内藤なつ美 第28回全国小学生陸上競技交流大会

千葉県選考会（女子ソフトボール投げ）優　勝

東京学館浦安高等学校
男子剣道部 第59回関東高等学校剣道大会 第３位 浦安ウイングス ラグビー

フットボール
第9回全国小学生タグラグビー選手権大会
中関東予選大会 第３位

東京学館浦安中学校
女子剣道部 第66回千葉県総合体育大会剣道大会 優　勝 夏見　昌吾 アーチェリー 平成24年度秋季選手権大会 優　勝

宇田川敏明 バレーボール 第3回全国ヴィンテージ８`s
バレーボール交流大会 第３位 QUEEN BEE バスケット

ボール 第62回千葉県民体育大会 優　勝

泉澤　弥生 バドミントン 第23回全日本都市職員
バドミントン大会（混合ダブルス）第３位 星野　英之

弓　道

明治神宮奉納全国弓道大会
（有段者の部） 第２位

内田　典恵

空手道

第2回関東マスターズ空手道大会
（団体） 第２位 中嶋　孝明 明治神宮奉納全国弓道大会

（有段者の部） 第３位

奥山　大輔 全日本障害者空手道競技大会
（組手） 優　勝 落合陽奈子

水　泳

千葉県中学校総合体育大会
（400ｍメドレーリレー） 優　勝

浦安市代表チーム 第62回千葉県民体育大会（男子） 優　勝 大音　瑞季 千葉県中学校総合体育大会（100m/200m
バタフライ・400mメドレーリレー） 優　勝

久場　睦子

テニス

第86回関東オープンテニス選手権
（75才ダブルスの部） 優　勝 山北　雄大

柔　道

千葉県中学校新人体育大会
（50kg級） 優　勝

中村　祐樹 第45回千葉県テニス選手権
（一般男子シングルスの部） 優　勝 山城　新太 千葉県中学校新人体育大会

（60kg級） 優　勝

大和田秀俊 第45回千葉県テニス選手権
（一般男子ダブルスの部） 優　勝 穂積　将輝

カヌー
全国ジュニアスラローム大会 第３位

坂井　宣夫 第66回千葉テニストーナメント
（65才クラス男子ダブルスの部） 優　勝 山口　璃子 JOC全国中学生カヌー大会 第３位

感　　謝　　状

（故）林田　昭紀 体育協会  理事長
昭和61年より26年間　浦安市ソフトボール協会理事長
平成 5年より19年間　浦安市体育協会理事長
永きに渡り本市のスポーツ振興、ソフトボールの普及、発展に多大にご尽力されました。

よろこびの声 敬称略

町山  節夫
（野球協会）

佐々木  葉子
（バレーボール協会）

酒井  豊子
（テニス協会）

内山  達夫
（ソフトボール協会）

齋藤  晴一
（陸上競技協会）

伊勢田  憲司
（合気道連盟）

関根  早苗
（スキー連盟）

相川  洋一
（小中学校体育連盟）

体力の続く限り、野球
協会へ協力をしていき
たいと思っておりま
す。

今後も協会の発展の為
に、会員・役員の和を
保ち協力して行きたい
と思います。

若い世代に協会の中軸
になっていただける環
境作りに努力していき
ます。

これからもソフトボー
ル協会の発展に力を注
いでいきたいと考えま
す。

市民大会の運営・普及に
努力してきたことを認め
ていただいたことは、大
きな励みとなります。

合気道を通じて子供達
に関わり、少しでも教
育の一端のお手伝いが
出来ればと思います。

関係各位との協力のも
と、多くの皆様にスキー
の楽しさを伝えていける
様、頑張っていきます。

小中学校の体育活動に
対し、さらなる体力向
上や技能の向上に努め
ていければと思います。

落合  陽奈子 選手
（水泳）

大音  瑞季 選手
（水泳）

山城  新太 選手
（柔道）

山北  雄大 選手
（柔道）

藤城  心 選手
（柔道）

内藤  なつ美 選手
（陸上）

阿部  祐悟 選手
（陸上）

藤井  柚茉 選手
（陸上）

勉学と水泳との両立を
頑張りたいです。

このような賞を頂きま
したことは、とても光
栄です。

全国出場を目指して、
筋力トレーニングを主
に努力していきます。

更に良い結果が出せる
よう、毎日の練習を努
力します。

次の大会は、努力して
全国で優勝できるよう
に頑張ります。

これからも入賞できる
よう努力していきま
す。

全国大会を目指して頑
張っていきたいと思い
ます。

優秀賞を頂きまして、
ありがとうございまし
た。
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浦安市体育協会　宿泊研修会

浦安市体育協会　研修会

生涯学習部　市民スポーツ課　体制の紹介

　平成25年3月2日（土）～3日（日）に茨城県つくば市に於いて、加盟団体より29名の参加で浦安市体育協会宿泊研修会を開催
しました。今回の研修会は加盟団体役員の親睦と個々の体力の向上を目的とし、筑波山を登山して頂上を目指したり、ケーブ
ルカーで頂上へ登り、そこから女体山までのウォーキングを楽しんだりしました。余談になりますが、野崎会長、宇田川副会
長は2時間30分をかけ、登山コースをひたすら登り登頂しました。

　平成24年11月27日（火）運動公園総合体育館に於いて、50名の参加のもと体育協会研修会として体力測定を開催しました。
今回は文部科学省の新体力テストを基に、参加者を年齢別（20歳～64歳・65歳～79歳）の２つの班に分けて、浦安市スポー
ツ推進委員の皆様を講師として上体起こし、反復横跳びなど全８種目を測定しました。その結果により体力年齢がはじき出さ
れるということもあり、皆さん真剣に取り組んでいました。
　研修会の結果、参加者全体の平均体力年齢は実年齢の10～20歳以上若い結果となり、中には体力年齢が40歳以上若い方も
いました。

　市民スポーツ課を所管する生涯学習部長を拝命して２年目を迎えました。
　次長の加藤、課長の川嶋、また市民スポーツ課の職員共々宜しくお願いします。
　スポーツを通じて浦安市民が生涯に渡って心身共に明るく健康な生活が送れるよう、
市体育協会はじめ関係団体の皆様と一緒になって、引き続き取り組んでいきたいと考え
ています。「スポーツで輝け！」
　野崎会長並びに関係者の皆様のご支援、ご協力をお願いします。

部長　石川　豪三

アサヒビール茨城工場での集合写真。工場見学は映像鑑賞からで、工場
内を見学、最後に試飲が出来る90分程のコースを体験し、ビールについ
て楽しく学びました。

なんと！会長はスーツ姿で挑戦。登山道
ですれ違う人達は、驚かれていました。

測定前のストレッチ ２人１組になって測定開始 柔軟さを測る長座体前屈

頂上で三役の元気な勇姿。
登頂にかなり時間がかってし
まい、ゆっくり昼食をとるこ
とも出来ず、すぐに食べて下
山をし、出発時間にギリギリ
間に合いました。

登山道はかなりの急こう配と岩場が多
く、少し登るごとに休憩をとりながら進
みました。

生涯学習部 次長　加藤　茂
市民スポーツ課 課長　川嶋　修 （25.4.1人事異動）

スポーツ振興係
主に浦安シティマラソン、スポーツフェア等、又市内各スポーツ団体の事務を担当
岡本　修司（係長） 矢田　隆廣（副主査）　転入者 小川　博嗣（副主査）
小林　洋志（主事） 横川　泰裕（主事）

施設管理係　　
主に市内体育施設の管理事務を担当
森田　和徳（課長補佐） 須賀　達春（主査） 腰塚　勇太（主事）

転　出　者　　 飯塚　信広（副主査）
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■ 卓球連盟

■ バドミントン協会

■ ラグビーフットボール協会

■ バレーボール協会 ■ 野球協会

■ ゴルフ協会

●全日本卓球選手権大会マスターズの部　第3位（岩木  羊子選手）
　岩木選手のコメント：本大会に千葉県代表として参加することができてとても嬉しかったです。年代別の試合に
は何度か出場したことがありますが、ランキングに入賞することがなかなかできず、全国大会のレベルの高さに戸
惑いました。今回は少しでも良い結果を残そうと思い、自分なりに練習をして試合に臨んだつもりです。今まで練
習の相手をしてくださった仲間への感謝と、卓球を続けることを快く理解してくれている家族への「ありがとう」
の思いは、一生忘れることはないでしょう。これからも健康に注意し、元気であり続けていきたいと思っています。

●浦安市総合体育館で25年度県民大会（卓球）開催！
　25年度は千葉県民体育大会卓球競技が浦安市総合体育館で開催されます。上位入賞を目指して頑張りますので、
多数の応援をお願いいたします。

　当連盟は各種市内大会や浦安オープン大会の開催、運営を行っていますが、卓球競技参加者の裾野を広げるため、卓球教室の運営にも積極
的に協力していきます。多数の市民の皆様の参加をお待ちしています。また、本年はよりラリーが楽しめるラージボールを使用した卓球競技
の紹介にも取り組むことにしています。ぜひ体験してみてください。

●第27回千葉県郡市バドミントンリーグ大会3部優勝  2部昇格！
　平成25年3月24日（日）船橋市夏見運動公園体育館で第27回千葉県郡市大会が開催されました。
1部～3部、15市参加で、各部5市による団体リーグ戦です。この大会は県民大会と違い、年齢別
チーム編成にての7試合を行い勝敗を決める為、市全体のレベルを競う大会です。

　浦安市は3部リーグで、我孫子市、流山市、鎌ヶ谷市、袖ケ浦市との試合でした。3回戦まで連勝し、
4回戦目は、ここまで2勝1敗の我孫子市との対戦で、仮に3-4で負ければ勝敗で並び、勝負試合数
の差で争うことになり、最後まで予断を許さない試合でした。50代女子から始まり、各試合とも
1点を争う展開となり、どちらに転ぶかわからない状況の連続でしたが、各選手とも勝ちたい気
持ちが相手より強く、得点は僅差ながら5-2と勝利し、優勝することができました。
　毎年のことながら浦安市は50代、40代の女子が強く、心強い女性達です。この優勝にて来年度
は2部に昇格となり、強敵相手ばかりとなりますが、浦安市ありを発揮し頑張りたいと思います。

●浦安をつなごう！市民タグラグビー祭り
　平成25年4月14日（日）、新しく利用開始となった総合公園球技場に於いて、市民タグ
ラグビー祭りが開催されました。約100名の一般参加の小学生を迎えて開催しました。
　多くの子どもたちがタグラグビーの体験に参加したほか、午後からはトーナメント戦
が行われ、白熱した試合が展開されました。決勝はこれまでのタグラグビー祭りで1勝
1負のNTTコミュニケーションズと浦安ビアーズの対戦。白熱した攻防となりましたが、
1－0で浦安ビアーズが2度目の優勝を手にしました。
　強風の中でしたが、仲間同士やチーム間での交流が深まる1日となりました。

●第3回全国ヴィンテージ８'Sバレーボール交流大会　第3位
　（宇田川  敏明選手）
　平成24年10月12日（金）～14日（日）、北海道小樽市総合体
育館に於いて開催されました。宇田川敏明選手が千葉県代表
チーム（JJ千葉）メンバーとして出場し、決勝トーナメント
に進み、全国3位の成績を収めました。
宇田川選手のコメント：過去2回沖縄で開催された大会ですが、
元気な方々が多いことにびっくりしました。25年度の帯広市
開催では優勝を目指して頑張っていきます。

●中央公園野球場利用再開！ 5月末～春季市民大会スタート！
　中央公園野球場の震災復旧工事が終わり、2年ぶりに球場の使用が始ま
りました。

　平成25年5月6日（祝）に、市及び協会理事、審判員に
よる安全祈願の儀式を行い、11日（土）には全日本少年
軟式野球大会第2ブロック予選を、翌12日（日）は日本ス
ポーツマスターズ2013大会兼千葉県壮年軟式野球大会
第2ブロック予選が行われました。また、春季市民野球
大会の会場を舞浜運動公園野球場から中央公園野球場へ
移して熱戦が展開されています。

●2013年千葉オープンゴルフトーナメントで初優勝！（水上  龍樹選手）
　205名が参加した予選会を通過した54名にて、平成25年4月9日（火）～10日（水）に富士OGMゴルフクラブ市原コース
で行われた「2013千葉オープンゴルフトーナメント」で2位に4打差の好成績で、アマの頂点に立つ初優勝を致しました。
　秋に開催予定の千葉県民大会での活躍も期待されています。
●秋季市民ゴルフ大会の参加者募集のお知らせ
　開催日：平成25年10月10日（木）
　コース：千葉新日本ゴルフ倶楽部
　参加料：19,000円
　申　込：ゴルフ協会事務局（380-0025）
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■ カヌー協会

■ 陸上競技協会

■ ソフトボール協会

■ 弓道連盟

■ スキー連盟

●期待の中学生選手！（穂積  将輝選手）
　カヌースラローム競技もいよいよシーズンに入り、すでに2戦が行われました。穂積将輝選手（中3）
が出場し、下記の戦績を収めました。
　　ジャパンカップ第1戦　平成25年4月13（土）～14日（日）　富山県井田川

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  33位／48
　　東京都大会兼千葉県国体選手選考大会　平成25年4月21日（日）　青梅市御岳

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ジュニアの部  3位／11  全体14位／34

　穂積選手はカヌー協会で一番旬な選手です。カヌーを始めて６年目、今年は岡山県でのジュニア選手権
大会、山梨県での全国大会へ参戦を予定しており、両大会ともに優勝を目標としています。まだまだ、技
術、体力等を鍛えなければならない面もありますが、本人も自覚して練習に取り組んでいます。今後は千
葉県を代表する選手になって、世界で活躍してくれるものと協会員一同期待し応援しています。

●第24回浦安市民陸上競技大会
　平成25年年3月23日（土）、江戸川区陸上競技場に於いて第24
回浦安市民陸上競技大会が開催され、小学生から一般まで男女
800名が参加しました。4つの大会新記録と1つのタイ記録が生
まれました。
●第3回浦安市民中・長距離記録会
　平成25年1月26日、江戸川区陸上競技場に於いて第3回浦安市
民中・長距離記録会が開催され、小学生から一般まで男女209
名が参加しました。熱戦が繰りひろげられ、6つの大会新記録が
生まれました。

【第3回浦安市民中・長距離記録会　結果】

●協会創立30周年記念式典・祝賀会を開催しました！
　平成25年2月10日（日）、創立30周年を祝う記念式典・祝賀会を、松崎市長、野崎体育協会会長
等の来賓と加盟チームの皆さんの総勢245名が出席のもと、東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート
で開催しました。
　現在の加盟会員は、一般30チーム、実年9チーム、シニア1チーム、中学3チームで、審判員、
記録員等競技役員を含め、会員が約1000人に至っています。これからも子供からシニア迄ソフト
ボールに親しみ、生涯にわたって心身共に明るく健康な生活の送る一助になれるように、浦安市・
浦安市体育協会・千葉県ソフトボール協会等々のご指導を頂きながら取り組んで参ります。

●総会および総会射会を開催しました
　平成25年4月21日（日）に総会および総会射会が行われました。年度初めの会員数は94名。今年度は
年に3回、初心者向けの弓道コースも行われるため、100名の大台突破の期待も膨らみます。
　会員数のほぼ半数近く、46名の参加を得て壮大に総会が行われたあとは、正装（着物）での射会が
行われました。一手（ひとて。2本）と四矢（よつや。4本）の計6射を、弐段以下と三段以上の部に
分かれ、中りを競い合いました。
　寒波到来のなか、男性は肌脱ぎをし、片肌を出しての行射です。これもまた、弓道の醍醐味！寒稽
古を乗り越えると弓が上手になるとも言われています。
　身体も精神も鍛えられる弓道、とても楽しいですよ！皆仲良く、大好きな弓を引いております。興
味を持たれた方、いつでも気軽に道場をのぞいてみてください。お待ちしております。

●冬季市民大会結果
　平成25年1月26日（土）ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場で冬季市民大会が
32名の参加で開催され、熱戦がくりひろげられました。次回は平成26年1月を
予定しています。競技スキーが初めての方も大丈夫です。多くのスキーヤーの
参加をお待ちしています。

【部門別優勝者】
　男子1部　　　　川﨑　紀明　選手
　男子2部　　　　村田　清光　選手
　女子1部　　　　関根　早苗　選手
　ジュニア部門　　越智　達隆　選手

【第24回浦安市民陸上競技大会結果】
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団体の有名人

団体の有名人

長谷川　智久　さん

奥山　大輔　さん

弓道連盟発展の中心人物

努力は決して裏切らない

　長谷川さんは、平成11年に当連盟（当時の弓道
クラブ）の弓道コースにて弓を始められ、平成14
年には参段を取得。会計を担当されたのち、平成
15年度から昨年度まで９年間の長きにわたり、当
連盟の理事を務められました。70代まで理事をお
続けくださったのは、長谷川さんが初めてのことだ
そうです。
　そして、現在も体協理事として、連盟と体協の橋
渡しや、市民大会・スポーツフェアなどの数多くの
体協関連行事にご尽力くださっています。当連盟は
今年で18周年を迎えますが、長谷川さんの支えな
くして、連盟の今の盛況はなかったことでしょう。
そのお優しいお人柄と、実直なお仕事ぶりに、いつ
も支えられている私たちです。
　余談ですが、定年後は、ビーナスプラザにて、リ
サイクル自転車修理のお仕事もされています。笑顔
のステキな、当連盟の縁の下の力持ち、長谷川さん
にお会いになりたい方は、弓道場、もしくはビーナ
スプラザまで、是非、足をお運びください！

　1980年生まれ、33歳の奥山大輔選手。生まれな
がら左肘から下が無い大きな障害を持ちながらも、
人一倍の努力と人並み外れた精神力で、数々の大会
にて素晴らしい成績を収めてきました。
　高校は敬愛学園に進み、空手部に所属していまし
た。高校２年の時に千葉県高等学校空手道選手権大
会形競技で準優勝し、インターハイ出場。インター
ハイでは５位に入賞。また、選抜大会（全国高校１、
２年生大会）では準優勝しています。
　さらに翌年３年生の時、千葉県高等学校空手道選
手権大会形競技で２年連続で千葉県の高校を代表
してインターハイの切符を手にしました。インター
ハイとは、野球に例えるなら甲子園に匹敵する大舞
台。予選を勝ち抜くだけでも大変な事。このインタ
ーハイ形競技で準優勝という輝かしい成績を持っ
ています。
　性格も明るく常に前向きで、思いやりのある人物
で、浦安市空手道連盟の中心的存在です。現在も市
連雄飛会に所属し、毎年行われる全国障害者大会で
形競技準優勝、組手競技優勝をし活躍しています。

＜プロフィール＞
　　所属団体：弓道連盟
　　生年月日：1939年3月2日
　　出 身 地：神奈川県鎌倉市
　　弓 道 歴：14年
　　趣　　味：テニス

＜プロフィール＞
　　所属団体：空手道連盟
　　生年月日：1980年8月30日
　　出 身 地：浦安市
　　空手道歴：約25年
　　趣　　味：サッカー
　　戦　　績：第17回全国高校空手道選抜大会  形の部  準優勝
　　　　　　　第25回全国高等学校空手道選手権大会  形の部  準優勝
　　　　　　　第8回全日本障害者空手道競技大会  組手の部  優勝
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■ 目指せ！全国大会！！  美浜中学校女子ソフトテニス部

■ 小中学校体育連盟の取り組み

　本校女子ソフトテニス部は、平成24年度千葉県新人大会団体の部「準優勝」、個人の部（肥後・
中村ペア）「準優勝」をはじめ、市川浦安支部大会、浦安市民大会、招待大会等で輝かしい成績
を残しています。
　4月13日（土）に行われた千葉県中
学生ソフトテニス団体選手権市川・
浦安支部大会では、全国屈指の強豪
校である昭和学院中を撃破し、見事
優勝の栄冠を勝ち取りました。
　目指せ！全国大会！！今後の活躍
が大いに期待されます。

　本連盟は、市内小・中学校の体育を振興し、児童・生徒の体力の向上とスポーツ精神の高揚を図ることを目的に、昭和57年
に発足しました。千葉県小中学校体育連盟の市川・浦安支部に所属し、中学校は市川市内の中学校とともに活動しております。
　本市の規模が拡大してきたことに伴い、学校数及び児童・生徒数も増加し、運動・スポーツに対する要望や期待が高まって
きたため、市単独の小中学校体育連盟を発足させ、独自の大会開催及び部活動の充実に向けて取り組んで来ました。平成12年
から浦安市体育協会の加盟団体となりました。
　今年度は根本新委員長のもと小学校3競技（陸上、ミニバスケットボール、サッカー）、中学校6競技（野球、サッカー、バ
スケットボール、ソフトボール、ソフトテニス、バレーボール）が活動いたします。
　今年度も児童・生徒の健康に留意し、実り多き大会の運営を目指していきたいと考えています。今後とも本連盟へのご支援、
ご声援をよろしくお願いいたします。

茨城県下妻市とのスポーツ交流

少年・少女スポーツ

　茨城県下妻市と本市は東日本大震災を契機に、災害時における相互応援に関する協定書を締結しました。そこで、下
妻市とは災害時だけではなく、スポーツを通して両市民の親善と友好を深めるとともに、両市のスポーツ振興を図るため、
両市の市民マラソン大会に市民の派遣を行いました。なお、下妻市の砂沼マラソン大会へ浦安市民26名を派遣しました。
また、浦安シティマラソン大会へは下妻市民41名の参加をいただきました。

砂沼マラソンは、遠く筑波山を望めるコースでロケー
ションは抜群。

浦安シティマラソンスタート前。お揃いの法被姿で記
念写真

下妻市からの参加者は、「沿道からの応援がたくさん
あり、とても楽しく走れました」とのこと。
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スポーツ知識 専門家に聞く・第18回

浦安市総合体育館
指導員　柿崎直宏

体幹について
最近よく耳にする体幹トレーニング。そもそも体幹とは何かご存知ですか？
運動をするうえではもちろん日常生活でも重要な役割を果たす、体幹につい
てご紹介します。

◎体幹とは
『全身から腕、脚、頭を除いた部分』と定義され、JCCA（日本コンディショニング協会）では、体幹部を構成するすべての骨格、
それを支える筋肉の機能の総称としています。
体幹には人体の土台である「骨盤・背骨・肩甲骨」があり、この骨格を支えているのが、骨の周りにある内側の小さな筋肉『深
層筋（インナーマッスル）』です。また、一般的なマシントレーニングなどで鍛えられる、外側から見え身体の表面にある『表
層筋（アウターマッスル）』があり、この『深層筋』と『表層筋』が共に働くことにより身体がより安定していきます。

◎体幹の役割と効果 
・内臓を所定の位置に収める（生命維持）
　 深層筋の働きによって骨格や関節、内臓などを正しい位置に支える役割があります。腹横筋が緩み弱くなると、ウエストが弛み、

重力で内臓が下に下がり胃腸機能の低下につながります。また深層筋は基礎代謝をつかさどる筋肉であるため、トレーニング
で体幹を鍛えることにより基礎代謝が上がり“疲れにくくなる”“痩せやすい身体”をつくることが期待できます。

・身体を支える（姿勢保持）
　 表層筋の脊柱起立筋や腹直筋は抗重力筋といわれ、人間の直立姿勢を保つ働きをしています。また深層筋も姿勢保持に欠かせ

ない筋肉ですが、この深層筋が緩むと“骨格が歪む”“骨盤が傾く”“猫背になる”など身体のバランスが悪くなり正しい姿勢
を保てなくなります。骨格が歪んだ状態だと、腰痛や頭痛、肩こりなどの原因につながります。

・身体を動かす（体幹の運動）
　 体幹は上肢（腕）と下肢（脚）を連動させる重要な働きがあります。速いボールを投げるため、また速く走るために腕と脚だ

け鍛えても、上半身と下半身のバランスが悪く力の伝達がうまくいきません。体幹を鍛えることにより身体のバランスがとれ、
競技力の向上や怪我の予防にもつながります。体幹は文字通り「体の幹」ですので、身体の中心部からしっかり鍛えていく必
要があります。

● 体幹を鍛えると聞くと、すぐイメージするのは腹筋ですが、それ以外にも様々な筋が体幹の安定に関わり、それと比例してト
レーニング方法も数多くあります。また目的によってトレーニング方法も異なりパフォーマンスを最適に向上させるには正確
な知識が必要となります。参考書等で確認しながら実践することもいいですが、経験豊富な指導者の下で行うことが「わかり
やすく正確」です。インストラクターの指導を受けたり、体幹に関するセミナーに参加してみて実際に体験してみてください。

適切な運動習慣は健全な生活への一助となります。
運動公園総合体育館・中央武道館
トレーニングルーム

●開館時間／午前9時～午後9時（最終入場午後８時30分まで）
●休 館 日／【体育館】第1・3水曜日（祝日は開館）、12月29日～１月４日
　　　　　　【武道館】第1・3月曜日（祝日は開館）、12月29日～１月４日
●使 用 料／市内一般（高校生以上）１時間150円・２時間310円
※トレーニングルームのご利用は講習会の受講が必要になります。【予約制】
　詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

浦安市舞浜2番地27（体育館）
☎047-355-1110
浦安市猫実1-18-15（武道館）
☎047-380-2100

・横隔膜（おうかくまく）
　この筋肉の収縮運動により呼吸ができます。

★代表される体幹の筋肉と働き

・脊柱起立筋（せきちゅうきりつきん）

・広背筋（こうはいきん）

・腹直筋（ふくちょくきん）

・大殿筋（だいでんきん）・骨盤底筋群（こつばんていきんぐん）
　腹横筋の運動と連鎖して働き、骨盤を安定させます。

・腹横筋（ふくおうきん）
　内臓を守る働きをし、重要な筋肉の一つです。

・多裂筋（たれつきん）
　身体を垂直に持ち上げ姿勢を安定させます。

深層筋（インナーマッスル） 表層筋（アウターマッスル）

参考文献：コアシェイプ
　　　　　入門人体解剖学




