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体協だより
第63回千葉県民体育大会結果報告

総合：第８位（歴代最高順位）
男子：8位（57.5点）　女子：8位（26.5点）

　浦安市からは、夏季４競技・秋季16競技に313名の選手・役員が参加しました。
　総合成績は33郡市中８位（84.0点）で歴代最高の順位でした。昨年は10位（55.0点）で、今回は成績が飛躍的にアップしました。
浦安市の８位という成績は、上位の各市と比べると、参加競技数が10競技～20競技ほど少ない中での得点・順位につき大変優
秀な成績と言えます。
　なお、今大会の優勝競技は、バスケットボール（女子）、空手道（女子）、カヌー（男子）、ラグビーフットボール、野球（雨
天中止のため４市１位）、ゴルフ（混合）、ヨット（男子）の７競技でした。

順位 総合 男子 女子
第1位 千葉市 230.5 千葉市 160.0 千葉市 70.5
第2位 松戸市 176.5 松戸市 115.5 市川市 61.0
第3位 船橋市 167.5 船橋市 113.0 松戸市

58.0
第4位 市川市 143.8 印旛郡市 105.0 柏市　
第5位 柏市　 140.8 市川市

82.8
船橋市 54.5

第6位 印旛郡市 137.5 柏市　 印旛郡市 32.5
第7位 市原市 97.0 市原市 68.0 市原市 29.0
第8位 浦安市 84.0 浦安市 57.5 浦安市 26.5
第9位 習志野市 69.5 習志野市 44.5 習志野市 25.0
第10位 八千代市 54.5 山武郡市 41.5 八千代市 20.0

郡市別成績順位

総合得点・順位の推移
特別表彰

競技別成績順位
No. 競技名 男子 得点 女子 得点
1 野　　球 1位（悪天候のため、4市1位） 6.5
2 卓　　球 5位 2.5 5位 2.5
3 柔　　道 3位 6
4 ソフトテニス ベスト16 0 5位 2.5
5 剣　　道 5位 2.5 ※男女混合
6 バレーボール 初戦敗退 0 3位 5.5
7 バドミントン 2回戦敗退 0 2回戦敗退 0
8 水　　泳 7位 2 ※男女混合 0
9 空 手 道 2回戦敗退 0 優勝 8
10 テ ニ ス 5位 2.5 ※男女混合
11 サッカー 2回戦敗退 0 悪天候のため、中止 －
12 ソフトボール 初戦敗退 0 初戦敗退 0
13 陸　　上 － 0
14 ゴ ル フ 優勝 8 ※男女混合
15 ラグビーフットボール 優勝 6.5
16 アーチェリー 3位 6 ※男女混合
17 バスケットボール 初戦敗退 0 優勝 8
18 弓　　道 近的：予選敗退／遠的：7位 0 ※男女混合
19 カ ヌ ー 優勝 7 予選敗退 0
20 ヨ ッ ト 優勝 8

合計 57.5 合計 26.5
男女合計得点 84
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特別表彰 男女別優勝競技数

順位 男女優勝競技数 順位 男子 順位 女子

1位 千葉市（15競技） 1位 千葉市（11競技） 1位 松戸市（6競技）

2位 松戸市（10競技） 2位 市川市（6競技） 2位 柏市　（5競技）

3位 市川市（9競技）

3位

浦安市
印旛郡市
船橋市

（5競技）

3位 千葉市（4競技）

4位

浦安市
印旛郡市
松戸市

（7競技）

4位 市川市（3競技）

5位
浦安市
船橋市

（2競技）6位 松戸市（4競技）

7位 柏市　（6競技）

7位
野田市
香取市

（3競技）
7位

野田市
鴨川市
いすみ市

（1競技）
8位 野田市（4競技）

浦安市体育協会野崎会長の挨拶

　第63回千葉県民体育大会が無事終了いたしましたが、本市体育協会は、歴代最高得点・最高順位を獲得し、
長年の目標でありました８位入賞を収めることができました。
　また、本市は出場競技数が少ない中、今回優勝した競技数は男女合わせて７競技で、総合成績上位の各市と遜
色ない成績を残しました。
　これも、各団体が県民体育大会の強化事業に力を入れ、準備してきたことが大きな要因と感謝しています。
　今後についても、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世代の方々がスポー
ツに楽しめる機会を提供し、かつ競技力の更なる向上も目指し、生涯スポーツの推進に取り組んで参ります。会  長  野崎　実

競技別1位獲得競技数（男女合計）により、上位1位～8位までの各都市が表
彰されます。
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優勝　カヌー競技（男子）・初優勝 優勝　野球競技・初優勝

優勝　空手道（女子）・初優勝 優勝　ゴルフ競技（男女混合）・初優勝

優勝　ラグビーフットボール競技・初優勝 優勝　バスケットボール競技（女子）

3位　アーチェリー競技（男女混合）

●若い力と練習の成果
　今年のチームは、平均年
齢が22歳と他市と比べ若い
チーム編成を組むことが出
来、試合前から他チームに
プレッシャーを掛ける事が
出来ました。同時に優勝し
なくては…と自チームにも
プレッシャーとして、重く
のしかかりました。しかし、
2週に渡って東野プールでバ
トンタッチの練習や、各選
手のタイムを参考に出漕順
の組み立ても入念に行った
結果、見事優勝することが
できました。

●久しぶりの県民体育大会出場
　野球競技は地区予選があ
り、東葛地区予選を勝ち上が
らないと出場できません。そ
の東葛地区はレベルが高く、
毎年苦戦を強いられていま
す。さて、今回は東葛地区を
勝ち上がり準々決勝（県民体
育大会出場は８チーム）は優
勝候補の習志野市を相手に投
打がかみ合い６対０で勝ちま
した。残念ながら、２日目は
雨天中止となり、４市が優勝
でした。来年も予選を勝ち上
がれるようチーム編成を行っ
ていきたいです。

●監督の采配
　危なげなく決勝戦に進む
ことが出来ました。決勝戦
は優勝候補の市川市との対
戦で、ポイントゲッターを
どこに置くか監督の采配が
肝心でした。その結果、先鋒、
次鋒と立て続けに勝利する
ことが出来、優勝できまし
た。来年も優勝できるよう
頑張ります。

●大差で初優勝！
　昨年は、惜しくも3打差
で優勝を逃し、悔しい思い
をしましたので、今年の結
団式では、「5打差でぶっち
ぎり優勝するぞ」と皆で誓
い合い、本当にそのままの
結果を得る事が出来、大変
喜んでいます。ゴルフ協会
も発足30周年を迎え、記念
式典に花を添えることが出
来ました。来年も連勝でき
るようにチーム一丸となり、
練習に励もうと誓いました。

●念願の初優勝
　準決勝は、２年連続で優勝
している松戸市との対戦で
したが、辛くも15対７で逃
げ切りました。決勝戦は成田
市との対戦でした。成田市は
フォワードが大きく、力負け
しないよう気をつけました。
風が強くボールが流され難
しい試合となりましたが、う
まく試合の流れをつかむこ
とができ、念願の初優勝を飾
ることができました。まとま
りの良いチームで、チーム一
丸となったチームワークの
勝利と感じています。

●2連覇達成！
　昨年、優勝したことで今
年は第1シードからのスター
トでした。決勝戦まで順調
に勝ち進み、相手は第2シー
ドの市原市でした。第3クォ
ーターを0点で抑え75対45
で勝利することができまし
た。今年は各チームとも高
校生を入れ、強化を図って
きましたが、浦安市チーム
は練習量と抜群のチームワ
ークで他市を圧倒し、2連覇
を達成することができまし
た。

●悪天候の試合
　寒い中、雨具を着ての行射のため、どのチー
ムの得点も伸びませんでした。個人戦では途中
棄権多数の条件の下、かじかむ手、震える身体
に耐えて、競技しました。

優勝　ヨット競技（男子）・初優勝

●初出場・初優勝！
　ヨット競技は８月24日（土）銚子マリーナにおいて、全12チームにて開催されました。今回が初
出場でしたが、浦安市男子チームは毎年優勝を争っている館山市、船橋市を押さえて見事優勝を飾
りました。来年も大会２連覇を目指し、練習を積み重ねていきたいと思います。
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5位　卓球競技（男子・女子）

7位　水泳競技（男女混合）

ソフトボール競技（男子）

カヌー競技（女子）

5位  ソフトテニス競技（女子）

バドミントン競技（男・女）

ソフトボール競技（女子）

バレーボール競技（男子）

5位　剣道競技（男女混合）

空手道競技（男子）

陸上競技（男子）

ソフトテニス競技（男子）

5位　テニス競技（男女混合）

サッカー競技（男子）

弓道競技（男女混合）

バスケット競技（男子）

●男女初入賞！
　男女そろって、入賞したのは今回が初
めてです。地元、浦安市i開催であったた
め、応援も多く、満足できる結果が残せ
ました。

●出場種目数の拡大
　浦安市の選手は、記録会参加者等から選考し
ているため、表彰台に上がれる選手は多いです
が、参加部門の数が少ないため、さらなる出場
種目数の拡大を図り、優勝を目指します。

●強豪チームとの試合
　船橋市選抜チームを相手に、前半は投
手戦を展開していましたが、船橋市に加
点され、攻撃陣は3投手を打ちあぐみ、
初戦敗退しました。

●激しい風雨の中
　試合開始の頃に激しい風雨になり、コ
ースに入ると艇が風に押し戻されるほど
の悪天候でした。そのため、プレーに影
響を及ぼし、入賞には届きませんでした。

●接戦の末
　予選は危なげなく3戦全勝で通過しま
した。決勝トーナメントでは、準々決勝
で柏市と接戦を繰り広げましたが、僅差
で惜敗しました。

●良い試合内容
　男女とも2回戦負けでしたが、初めて
参加した選手が、とても良い試合運びを
見せることができました。この大会で若
手が育っていることを実感できました。

●得点適わず
　習志野市の初回、先頭打者にホームランを
浴びてしまい一点、後半エラーで一点を失い
ました。何度かスコアリングポジションまで
塁を進めましたが、得点できませんでした。

●初めての初戦敗退
　今年で3回目の出場になりますが、一
回戦で負けてしまったのは、初めてでし
た、来年の県民大会に向けて調整をして
いきたいと思います。

●５位と健闘！
　１回戦、２回戦は苦しみながらも流れを掴み勝利し
ました。残念ながら、準々決勝で強豪の千葉市に敗戦
しましたが、収穫のあった試合ができました。今後も
稽古に励み、来年は２度目の優勝を目指します。

●来年は優勝を目指して
　2回戦は大将戦まで縺れましたが、得
点数で僅かに及びませんでした。勝ち進
むには高校生が重要なポイントになるの
で、そこを強化し、優勝を目指します。

●出場者の増員が課題
　雨天・強風の中、選手は健闘し、出場
者５名のうち３名が入賞をしました。来
年はさらに出場者を増やす努力をしてい
きたいと思います。

●一歩及ばず
　予選リーグは勝ち抜くことができまし
たが、得点内のベスト8を決定する試合
で、敗戦を喫してしまいました。

●来年に向けて
　準々決勝で第１シードの松戸市との対
戦でした。本当に惜しいところで負けて
しまいましたが、来年につながるものと
して、今後も努力したいと思います。

●球際での敗戦
　１回戦は自チームらしい戦い方で勝てま
した。２回戦ではボール支配率は変わらな
かったものの、球際で負けてしまい、それ
が大量失点につながってしまいました。

●精神力の修練
　今年もここぞという場面で、実力を発
揮できませんでした。来年に向けて、精
神力を鍛えていきます。

●練習の積み重ね
　初戦、成田市との試合、前半は同点で
終了しましたが、後半、流れを掴みきれ
ずに試合が進み、敗退しました。来年は
シュートの精度をあげて臨みます。

3位　柔道競技（男子） 3位　バレーボール競技（女子）
●惜しくも３位
　準決勝までは、危なげ
なく勝ち進みました。し
かしながら、準決勝の相
手は優勝候補の千葉市と
の対戦。体力的にも力負
けを屈してしまいまし
た。

●次回へ向けての課題
　この数年達成できなか
った準決勝進出という結
果を残せたことに満足し
ています。チームにとっ
ても来年に向けてのいい
課題が出来たと思いま
す。
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■ ソフトボール協会

■ 平成25年度千葉県体育協会功労賞　福元明彦氏　受賞！

■ 空手道連盟

■ バドミントン協会

■ 陸上競技協会

●高洲イーグルス（壮年男子）日本スポーツマスターズ2013北九州大会　第3位
　「高洲イーグルス」は第28回全日本壮年千葉県予選会（5月5～6日）で2年振り4度目の優勝を勝ち取り、
9月14日からの日本スポーツマスターズ2013北九州全国大会に出場しました。この大会は競技志向の高い
35歳以上を対象とした総合スポーツの祭典（各県代表46チーム参加）で、奈良、神奈川、佐賀、長崎県代
表を撃破し、準決勝は優勝した福岡県代表に０-2の惜敗でしたが、堂々の3位を獲得しました。
●浦安スーパースター（実年男子)：全日本実年全国大会に出場
　「浦安スーパースター」は第22回全日本実年選手権大会千葉県予選会（4月27日）で18年振り2度目の優
勝を勝ち取り、9月21日からの全日本実年全国大会（熊本県菊池市）に出場しました。この大会は50歳以上
の男子を対象とした全国大会（各県代表48チーム）で、初戦の石川県代表に7-5で逆転勝利し、勢いをつけ
2回戦に臨みましたが、優勝した地元熊本県代表に2-7で敗退しました。久し振りの全国大会で初戦を勝ち
抜き、来年以降の更なる飛躍が期待されます。
●サンライズ（一般男子)：京葉五市チャレンジカップで優勝
　8月15日市川市福栄スポーツ広場他で開催された浦安・市川・船橋・千葉・習志野市代表の12チーム参加
の大会において、「サンライズ」が浦安市チームでは大会史上初めての優勝を獲得しました。

　平成25年10月18日、公益財団法人千葉県体育協会表彰功労賞に浦安市
体育協会所属の福元明彦氏が受賞をいたしました。
　福元明彦氏は浦安市体育協会の推薦で、市空手道連盟の理事長として空
手道の普及と振興に貢献されています。また、平成25年度より浦安市体育
協会の理事長に就任され、浦安市体育協会の発展に努めるとともに市民ス
ポーツの振興にも尽力をされています。

●第41回千葉県空手道選手権大会：石橋選手が優勝！内田選手が３位入賞！
　平成25年4月28日、千葉県総合スポーツセンター武道館において、第41回千葉県空手道選手権大会が行われました。
　本大会は千葉県内の道場または学校からエントリーされ、千葉県のナンバーワンを決める大会であり、また、国民体育
大会の千葉県予選も兼ねています。この大会に、浦安市空手道連盟雄飛会より一般中量級組手に石橋龍太郎選手、少年女
子（高校生）組手に内田千奈美選手がエントリーしました。石橋選手は30名のエントリーの中、見事優勝しました。内
田選手は42名のエントリーの中、昨年に続き3位入賞しました。
　2名ともベスト4入りしたため、6月23日の国体選考会に出場しました。
　その後、千葉県代表として8月17日、18日の2日間、第44回関東空手道選手権大会に出場しましたが、入賞することは
できませんでした。しかしながら、内容のよい試合でした。
　12月中旬には全日本空手道選手権大会が開催されるので、ぜひとも2名共に代表になれるよう期待しています。

●バドミントン協会創立30周年記念
　9月8日に協会創立30周年記念を祝して、技術講習会を行いました。9月8日は、早朝に2020年東京オリ
ンピック開催決定のニュースがあり、バドミントンを愛好する私達にとっても嬉しいニュースでした。
　技術講習会は、日本リーグ（一番レベルの高い大会）で活躍しているクラブチーム「トリッキーパンダ
ーズ」の選手3人にお願いしました。準備体操の段階から日頃とは違う動作を教えられ、単純な動きの中で
も、頭で考え動作に移すことが意外とできない事を思い知らされた方も多かったように思います。軽い5g
のシャトルを、より速く・遠くに飛ばすための握り方から始まり、競技で多く使うスイングストロークへ
移行していきました。模範打ちでは、一流のシャトルの速さ、コントロールに受講者は驚嘆しておりました。
模範試合をする中でも、シャトルの速さはもとより、プレーヤーの動きの速さ、速いシャトルに対応する
レシーブ力、どれを取っても一流のプレーには驚嘆させられました。
　午後には浦安市を代表する会員を交え、実のある練習試合ができたと感じました。また、秋季市民交流試合に参加された会員は、日頃と違
う人とダブルスのペアを組み、コミュニケーションを取りながらプレーし、新たなバドミントンの楽しさを感じたことと思います。

●第29回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会及び第8回ちばキッズ陸上競技大会
　去る、平成25年7月14日（日）と10月13日（日）に千葉県総合スポーツセンター陸上競技場において、第29回全国小学生陸上競技交流大会千
葉県選考会及び第8回ちばキッズ陸上競技大会の2つの小学生の県大会が開催されました。走高跳で優勝した南小の高木君は、8月の全国大会
に出場し、1m45の自己新記録で全国4位入賞を果たしました。浦安市の子ども達の健闘が光りました。

上：高洲イーグルス　下：浦安スーパースター

第29回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会（入賞者一覧）
種　目 氏　名 出身小学校 記　録 順　位

5年女子100m 市川　沙織 北部小 14秒62 7位
6年女子100m 藤井　柚茉 見明川小 13秒74 4位
女子走高跳 三橋　綾乃 見明川小 1m26（自己新) 8位

6年男子100m 阿部　祐悟 舞浜小 12秒70 3位
大塚　孝樹 舞浜小 13秒40 8位

男子80mハードル 宗岡　拓未 日の出南小 13秒28 3位
男子走高跳 高木　　陸 南　小 1m44（自己新) 1位

第8回ちばキッズ陸上競技大会（入賞者一覧）
種　目 氏　名 出身小学校 記　録 順　位

4年女子100m 鈴木　智春 北部小 15秒42 4位
5年女子100m 市川　沙織 日の出小 14秒49 7位
4年男子100m 伊藤　優平 東野小 14秒98 6位
男子80mハードル 富田　貴大 東野小 13秒85 4位

福元  明彦 さん（空手道連盟）
【現役職】
浦安市体育協会　　理事長
浦安市空手道連盟　理事長
千葉県空手道連盟　理事
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■ サッカー協会

■ テニス協会

■ 弓道連盟

■ 卓球連盟

●第11回JFA関東ガールズエイトサッカー大会  ～浦安GFCが優勝～
　浦安女子U-12チーム「浦安GFC」は、千葉県予選大会で第3位の成績を収め、千葉県第3代表として関
東ガールズエイトサッカー大会（8月17・18日・群馬県草津町）に出場しました。1都7県代表32チームが
出場、6つのグループに分かれ両日2試合、合計4試合の厳しいスケジュールをこなしました。
　大会初日を2連勝でスタートし、大会2日目の第1試合は神奈川県王者の南が丘戦を3-0で勝利。最終戦は
先のカップ戦で全国3位の強豪、埼玉県代表の戸木南戦。引き分け以上で優勝が決定する大一番、これまで
無得点と堅実な守備によって勝ち進んできた浦安は、ここでもその本領が発揮され、0-0の引き分け。3勝
1分の勝ち点10、得失点差プラス8で見事グループ優勝を果たしました。

●関東サッカーリーグ２部  ～浦安SCが優勝～
　昨年、悲願の千葉県リーグからの昇格を果たし、迎えた2年目、圧倒的な強さで優勝しました。戦績は17
勝0敗1分、勝ち点が52、2位のVONDS市原に13点の差をつけての優勝でした。
　浦安SCは、天皇杯千葉県予選にも出場、準決勝では昨年敗れた柏レイソルU18を3-2で破り、決勝戦で
は同じ関東サッカーリーグ2部に所属するVONDS市原に2-1で勝利。浦安をホームにするチームが天皇杯
全国大会に初出場する快挙を成し遂げました。全国大会では1回戦で筑波大学と対戦、前後半1-1の同点で
延長戦に突入しましたが、3点を取られ1-4で敗退してしまいました。

●第35回東関東少年サッカー大会  ～FCギャルソン浦安4年生が準優勝～
　第28回千葉県少年サッカー選手権大会（4年生）で準優勝を収めたFCギャルソン浦安が、8月25日に栃木
県塩原市で開催された第35回東関東少年サッカー大会コカコーライーストジャパンカップで準優勝しました。
　栃木・茨城の第1代表と同じ予選ブロック1位で決勝戦に進み、決勝戦では鹿島アントラーズと対戦。今
回出場チームの中で優勝最有力候補との対戦でしたが、選手たちは気落ちもせず全力で臨みました。結果
は0-5で敗戦。準優勝とはなりましたが、真夏の暑い日差しの中、選手達はこれまでの思いをぶつけるよう
頑張りました。

●第37回全日本少年サッカー大会千葉県大会  ～マリーナFC Aが準優勝～
　浦安の少年サッカーはすでに全国規模になりつつあると言っても過言ではなくなってきています。千葉県大会では常連となりつつある浦安
のこどもたちですが、その代表格がマリーナFCです。今年は、誰もが憧れる全日本少年サッカー大会の千葉県大会で準優勝の成績を収めました。
　ＰＫ戦で競り勝つなど厳しい戦いもありながら、7試合を勝ち抜け、決勝戦に進出しました。決勝戦の相手は、常連の柏レイソルA.A.TOR’
82。試合終了間際にフリーキックから1点を奪取しましたが1-3で敗れ、準優勝となりましたが、クラブチームではない街のクラブとして価値
ある準優勝と胸をはって結果に向き合っています。何よりも、1年生から6年生の保護者をはじめ300人以上の人がスタンドで声を枯らしての
応援してくれたことに感謝します。今後、浦安の少年たちがサッカーを通じて夢を追いかけることを楽しみにしてくれることを願っています。

●テニス協会創立30周年記念行事
　協会創立30周年記念行事の一環として、千葉県テニス協会のご協力のもと、「Play&Stayテニス教室」を12月8日（日）
に開催します。
　Play&Stayとは子供や初心者の上達に役立つプログラムとして国際テニス連盟が作ったプログラムです。
　開催にあたり日本テニス協会より横松尚志氏（テニスコンサルタント・プロコーチ）をお招きしご指導いただきブリヂ
ストンさんからもご協力を頂ける事となりました。また、元デ杯選手の坂井利郎氏によるテニス教室・ミニ講習会も予定
しています。
　このような大きな催しは協会としても経験がなく、役員力を合わせて頑張ります。

●秋の市民大会が行われました
　平成25年10月5日、涼しいを通り越して寒さを感じるなか、秋季市民大会が行われました。参加者は31名、
例年よりは少ない人数でした。
　春季市民大会の女子の部優勝者である根川一子錬士六段による、矢渡（やわたし）が行われ、矢渡の後、
男子の部と女子の部に分かれて、合計六射を引き、それぞれ中りを競い合いました。
　男子の部優勝は、平田剛之さん。先日参段の昇段を果たし、おめでた続きです。女子の部優勝は、春に
続いて根川一子先生。春優勝、翌日六段昇段、そして秋も優勝と、こちらもおめでた続きです。市民大会は、
昇段の登竜門でしょうか！
　今後、連盟員はそれぞれ秋の審査を控えています。あやかって、我々もなんとか結果を出したいです。

●ラージボール卓球講習会を開催
　ラリーが続きやすいなど、高齢者にも楽しめる卓球として人気が出てきている、ラージボール卓球の講
習会を、総合体育館と卓球連盟の共催事業として、10月8日（火）から毎週火曜日に、合計8回講習会を開催
しました。素晴らしい講師の下、参加者全員が1時間半熱心に取り組んでいました。
　さて、一般の卓球との大きな違いは「ボールの直径が44mmで、一般のボール40mmより空気抵抗が大きい」

「ネットの高さが一般の卓球より2cm高く、17.25cmである」「ラケットに貼るラバーは、表ソフトラバー
のみである。（粒高ラバーや、回転をかけやすい裏ソフトラバーは使えない）」等で、一般の卓球よりもラ
リーが続きやすいような競技設計になっています。浦安市卓球連盟としては、今後の高齢社会を見据えて、
ラージボール卓球にも前向きに取り組んでいきたいと考えています。

■ 水泳連盟
●水泳記録会
　水泳連盟では毎年、水泳記録会を実施し、千葉県民大会へ参加しています。水泳記録会は、順位を競う
ものではなく、普段の練習の成果をタイム計測し、水泳連盟が認定するという主旨のものです。公式記録
にはなりませんが、記録会での記録は年齢別種目別に管理しており、水泳連盟のホームページ（http://
sports.geocities.jp/u_suiren/）で、歴代50位まで記録の公開をしています。記録更新者にはメダルを贈
呈しています。
　また、水泳スキルのレベルアップのため、専門コーチによる飛び込みスタートの講習会も実施しています。
飛び込みスタートの講習は、あまり機会がないうえにコーチの指導も好評で、大変人気のあるイベントと
なっています。
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浦安市運動公園スポーツ施設整備事業の紹介

浦安市体育協会　研修会

第23回東京ベイ浦安シティマラソン

全体スケジュール
　陸上競技場の整備については、平成
25年度及び26年度の2か年を予定して
います。
　平成25年度はスタンド棟、写真判
定棟、夜間照明塔の整備。
　平成26年度はトラックやフィール
ドなどグラウンドの整備を予定してお
り、完成は26年度末の予定です。
　野球場、アーチェリー場の整備につ
いては、平成26年度から28年度の3か
年で実施を予定しています。
　その他の管理棟、駐車場、園路など
の整備を含めますと、左図の運動公園
全体としての完成は、平成29年度末
の予定です。

（１）運動公園計画の経緯と設計の目的
　運動公園の計画は、平成18年度に「浦安市運動公園スポーツ施設整備基本構想」が策定され、これに基づき平成20年4月に「運動
公園スポーツ施設基本計画」によって運動公園計画の基本的な方向付けと空間構成、主要導入施設等が設定されました。また、これと
並行して「運動公園スポーツ整備計画検討委員会」を平成18年11月から計5回開催し、さらに体育協会他各団体への説明会などを経て、
計画案を検討してきました。
　基本設計（案）の段階でパブリックコメントでの公表を行い、広く市民の意見を収集してこれを計画に活かすものとしました。

（２）陸上競技場の概要について
　公認４種の陸上競技場として、競技大会や記録会などが開催できるものとし、フィールドは人工芝でサッカー・ラグビー場として利
用出来るようになっています。また、トラック周辺は平坦な芝生席となっています。

　平成25年11月26日（火）運動公園総合体育館に於いて、73名の参加者で体育協会研修会として「ストレッチ・インナーマッスル」
講習会を開催しました。近年、スポーツには体幹やインナーマッスルを鍛えることにより、姿勢や体のバランスが良くなり、怪我の予
防にも役立つと言われています。体育協会では、以前にもこのような講習会を開催しましたが、会員の方々に大変好評だったため、再
度企画いたしました。当日は、運
動公園総合体育館のトレーニング
指導員の吉岡麿里さん、伊藤儀成
さんを講師としてお招きし、立位
や座位でのストレッチから始ま
り、その後はインナーマッスルの
基礎知識、鍛える際の注意点など
を約90分間学びました。

　第23回東京ベイ浦安シティマラソンは、平成26年２月２日（日）に浦安市運動公園周辺道路において開催されます。種目は8kmの部 
（Ａ）（Ｂ）と3kmの部の2種目です。
　今回の申込者数は全国から約5,500名（市内者約3,300名）が申込をされました。昨年は、全
国から5,575名の申し込みがありましたが、ここ数年市民ランナーの申し込みが増えてきてお
り、申込者の約60パーセントが市内在住者となっています。
　本年度の申し込みは、すでに締め切っておりますが、例年11月１日から申し込みを開始して
いますので、来年度の大会にはぜひお申込みください。また、当日はマラソンコースの沿道にて、
ランナーの応援を宜しくお願いいたします。なお、現在市内のマラソンコースは東日本大震災
の復旧工事中にあり、例年行われているハーフの部、10kmの部の開催はできませんが、復旧工
事が終了しましたら復活を予定しております。

平成29年度末完成予想図
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■ 専門部活動状況

少年・少女スポーツ

　本市小中学校体育連盟小学校専門部では3つの競
技が活動しております。概ね4年生以上の児童が所
属し、ミニバスケットボール、サッカーは年間通じ
ての部活動として、陸上競技は大会に向けた特設部
活動として練習に励んでおります。

◆市内陸上競技大会
　6月に行われた陸上競技大会は選手802名の参加で開催する
ことができました。当日は、保護者や選手以外の児童、教職
員等の約2000名の応援・観戦の中、大会新記録も４つの種目
で生まれ大変盛り上がった大会となりました。総合優勝は創
立４年目を迎える東野小学校が初優勝を飾りました。

◆市内小学校ミニバスケットボール大会
　10月12日（土）に行われた小学校ミニバスケットボール大会では、高さとスピードで他のチームを圧倒する強さを見せた舞浜
小学校が優勝しました。

◆市内小学校サッカー大会
　10月19日（土）に行われた小学校サッカー大会決勝戦は日の出南小学校と高洲小学校の対戦となりました。高洲小学校が先
制点を上げ、そのまま試合終了と思われた後半残り5分。日の出南小学校が同点のゴール、さらに、逆転のミドルシュートを決
めて逆転優勝を飾りました。

～小学校専門部～

専門部 大会会場 協力団体

陸上競技 明海大学陸上競技場 浦安市陸上競技協会

ミニバスケットボール 運動公園総合体育館  他 浦安市バスケットボール協会

サッカー 明海球技場  他 浦安市サッカー協会

総合成績

　 男子の部 女子の部 総合の部

優　勝
東野小学校　
明海南小学校

高洲北小学校 東野小学校　

準優勝 東野小学校　 明海南小学校

第３位 舞浜小学校　 見明川小学校 見明川小学校

62　31

52　28 31　27

52　20 35　34 14　30 16　51
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優勝：舞浜小学校
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優勝：日の出南小学校

1 　2 0　3

2　0 1　0

2　0 1　0

2　1

0　1 0　0

4 PK 2
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スポーツ知識 専門家に聞く・第19回

浦安市総合体育館
指導員　柿崎直宏

持久力と瞬発力の必要性と強化方法について
スポーツには様々な種目がありますが、どのスポーツでも重要となる「持久力」
と「瞬発力」。もちろんその他の要素も大切ですが、知ってるようで意外と知
らない２つの「力」をご紹介します。

持久力は大きく分けて「筋持久力」と「全身持久力」２つに分類されます。

１．筋持久力とは？
　 長時間運動を持続できる能力のこと。筋持久力のトレーニングを継続すると筋を取り囲む毛細血管数を増加させ、筋肉により

多くの酸素が取り込まれるようになり、運動継続に必要なエネルギーが多く生み出されます。筋肉には速筋（パワーが強く持
久性が低い）と遅筋（パワーが弱く持久性が高い）の２種類ありますので、目的にあった方法でトレーニングしましょう。

　【強化方法】例①筋力トレーニング（筋持久力を高めるには遅筋を鍛える必要があります）
　　　　　　 ※連続して16回以上反復可能な軽い負荷（重さ）で、多くの回数行うバーベルやダンベル運動。
　　　　　　 注 ）重い負荷で少ない回数実施するトレーニングは、筋肥大（筋力アップ）の効果が得られ、筋持久力の効果は

あまり期待できません。それぞれの違いを理解したうえで実施しましょう。

２．全身持久力とは？
　 全身的な運動を長く続ける能力のこと。長い距離のランニングやスイミング、サッカーやバスケットボールのように攻防が長

く続く球技などで特に必要です。スポーツをする以外でも、必要性があり≪全身持久力の低い人は高い人より死亡率が3～4 
倍高かった≫という研究結果もあるそうですので、全身持久力を高め健康づくりにも役立てましょう！

　【強化方法】例①持続性トレーニング（休憩を取らずに、弱めの運動を長く続けるトレーニング）
　　　　　　 ※ 代表的な運動例は、ウォーキング・ランニング・スイミング・サイクリング・エアロビクスなどで、15分以上

継続することを目安に、スポーツ種目の特性、個々の目的や体力水準を考慮し行います。これから運動を始め
る方は、弱めの運動で無理のない時間続け、慣れてきたら時間や強度を徐々に上げていきましょう。トレーニ
ングに勝ち負けはありませんので、周りのペースに惑わされることなく行いましょう。

　　　　　　 例②インターバルトレーニング（強い強度の運動と弱めの運動を交互に繰り返すトレーニング）
　　　　　　 ※ ランニングを利用したインターバルトレーニングでは、急走と緩走を交互に繰り返し、急走時の心拍数が180拍

／分程度、緩走時が120拍／分程度を目安にし、急走時の疲労を緩走時に回復させます。急走時の距離は100～
1000ｍ、緩走時は100～800ｍが一般的で、短い距離だとスピードや筋持久力の効果が得られ、長い距離で全
身持久力を高めます。

　　　　　　　 ・1000ｍ（急走）＋800ｍ（緩走）を３回繰り返す　など

３．瞬発力とは？
　 瞬発的に大きな力を出して運動を起こす能力のこと。スポーツの多くは、瞬間的に強い力を出すことが求められますので、『瞬

発力』はほとんどの運動技能にとって非常に重要な要因です。
　【強化方法】例①筋力トレーニング（瞬発力を高めるには速筋を鍛える必要があります）
　　　　　　 ※ 8～12回反復可能な負荷（重さ）で回数はあまり重視せず、瞬発力強化で意識するポイントは、重力に逆らう時

は動作をできるだけ早くし、重力に従う時は動作をゆっくり行います。
　　　　　　 例②ラダートレーニング
　　　　　　 ※ ジャンプやダッシュ、様々なステップを踏むことで動作スピードを高めることができます。

　今回ご紹介した強化方法以外にも、種目の設定次第で様々な要素を高めることができるサーキットトレーニングがあり、１つ
のトレーニングでも、その方法や負荷・回数の違いで期待できる効果が異なります。スポーツの特性によっても高めるべき要素・
鍛えるべき身体の部位など様々ありますので、間違った方法や無理のある負荷などで、パフォーマンスが低下しないよう、経験
豊富な指導者の下で、的確に効率よくトレーニングを行いましょう！

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




