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体協だより
会長あいさつ

理事長あいさつ

　梅雨の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
　昨年度の千葉県民体育大会は、長年の目標でありました総合８位入賞を収めることができました。今年度についても、
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。
　さて、2020年に東京オリンピックが開催されます。本市からオリンピックに出場するような選手を輩出していくために
は、特にジュニアの育成が重要と考えてます。体育協会としましては、優秀な指導者の発掘や、練習環境の改善にも取り
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、何とぞ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、体育協会主催の様々な協会事業におい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をいただき御礼を申し上げます。
　本市体育協会は、昨年の千葉県民体育大会で歴代最高順位となる総合８位を獲得することができました。また、近年は
関東大会、全国大会で活躍する選手を多く輩出しています。これも、各団体の努力の賜物であり、特に選手の強化事業に
力を入れていただいていることも、勝因の一つであると思います。今後についても、優秀な成績が残せるよう競技力の更
なる向上を目指し、加盟団体の皆様と協力、連携し取り組んでいきたいと思います。
　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申し上げます。

会  長  野崎  実

理事長  福元  明彦

平成26年度　体育協会事業計画

平成25年度地方体育振興功労団体表彰受賞（浦安市バドミントン協会）

行　事　名 主催等 日　程 開　催　場　所
体育協会表彰式 主催 4/19 文化会館（中会議室）
広報誌・体協だより（28号） 発行 6/15
春季市民体育大会

野球競技

共催

3/30～ 運動公園野球場　他
卓球競技 5/11 総合体育館
柔道競技 5/18 中央武道館
ソフトテニス競技 4/27 運動公園庭球場
剣道競技 5/18 入船中学校体育館
バレーボール競技 4/27～ 総合体育館
バドミントン競技 5/25 総合体育館
空手道競技 6/1 総合体育館
テニス競技 5/11 運動公園庭球場
サッカー競技 5/11～ 運動公園蹴球場　他
ソフトボール競技 4/13～ 今川球技場
陸上競技 5/31 江戸川区陸上競技場
合気道競技 5/18 総合体育館
アーチェリー競技 4/29 運動公園スポーツコート
バスケットボール競技 7/6～ 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 共催 7/13 総合体育館屋内プール

納涼花火大会（会場警備協力） 協力 7/26 未定
秋季市民体育大会

野球競技

共催

8/下旬～ 運動公園野球場　他
卓球競技 10/5 総合体育館
柔道競技 11/16 中央武道館
ソフトテニス競技 10/5 運動公園庭球場
剣道競技 10/26 総合体育館
バレーボール競技 9/21～ 総合体育館
バドミントン競技 9/28 総合体育館
空手道競技 11/2 総合体育館
テニス競技 10/19～ 運動公園庭球場
サッカー競技 9/28～ 運動公園蹴球場　他
ソフトボール競技 9/7～ 今川球技場
陸上競技 11/3 江戸川区陸上競技場

行　事　名 主催等 日　程 開　催　場　所
ゴルフ競技

共催

10/8 スカイウェイカントリークラブ
少林寺拳法競技 11/9 中央武道館
アーチェリー競技 10/5 運動公園スポーツコート
バスケットボール競技 1/31～ 総合体育館
弓道競技 9/21 総合体育館弓道場

64回千葉県民体育大会・夏季大会
水泳競技 参加

浦安スポーツフェア2014 協力 10/12 運動公園･総合体育館
64回千葉県民体育大会・秋季大会

野球競技

参加

11/1、2 芝山公園野球場　他
卓球競技 10/25、26 旭市総合体育館
柔道競技 10/26 千葉県総合スポーツセンター
ソフトテニス競技 10/25、26 フクダ電子ヒルスコート
剣道競技 11/2 船橋総合体育館
バレーボール競技 11/1、2 茂原市市民体育館　他
バドミントン競技 11/1、2 野田市関宿総合公園体育館　他
空手道競技 9/21 千葉県総合スポーツセンター
テニス競技 11/1、2 千葉県総合スポーツセンター
サッカー競技 9/6～ 市原市スポレクパーク　他
ソフトボール競技 10/26  11/1、2 中台運動公園野球場　他
陸上競技 10/26 千葉県総合スポーツセンター
ゴルフ競技 9/10 新千葉カントリー倶楽部
ラグビーフットボール競技 10/26  11/1、9 市原市スポレクパーク　他
アーチェリー競技 11/2 船橋アーチェリーレンジ
バスケットボール競技 10/26  11/1、2 船橋市運動公園体育館
弓道競技 11/1、2 千葉県総合スポーツセンター
カヌー競技 10/26 佐倉市中央排水路

体育協会研修会 11/中旬 未定
広報誌・体協だより（29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 共催 2/上旬 未定
第24回東京ベイ浦安シティマラソン 協力 2/1 運動公園（主会場）
65回千葉県民体育大会・冬季大会

スキー競技 参加 3/12～14 会津高原たかつえスキー場
体育協会宿泊研修会 ３/中旬

　平成26年2月14日（金）千葉県庁に於いて、千葉県教育委員会より平成25年度地方体育振興功労団体として、浦安市バ
ドミントン協会が表彰されました。バドミントン協会は、昭和45年に浦安バドミントンクラブを発足し、翌年の昭和46年
に浦安町体育協会に加盟いたしました。
　バドミントン協会は、浦安市体育協会の中でも中心的役割を果たしており、本市のスポーツの振興と体育協会の発展に
貢献ならびに30年の長きにわたりバドミントンを通じて市民の健康増進に努めるなどの功績が評価されました。
　今後バドミントン協会としては、引き続き青少年を対象とした事業や教室などを開催したり、市内小中学校の部活への
支援などを行い、バドミントン競技の普及に努めていきたいと考えてます。
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平成26年度功労賞・優秀賞表彰

優　　　　秀　　　　賞

浦安市代表チーム 野　　　球 第63回千葉県民体育大会野球競技 優勝

夏原　麗子
ソフトテニス

全国壮年ソフトテニス大会
シニア65女子 優勝

宇田川　なつみ 関東家庭婦人ソフトテニス大会
一般の部 優勝

泉澤　江里加

バドミントン

第24回全日本都市職員バドミントン大会
一般女子ダブルス 準優勝

浦安市役所
バドミントン部

第24回全日本都市職員バドミントン大会
一般女子団体 準優勝

泉澤　弥生 ワールドマスターズゲームズ
45歳女子ダブルス 優勝

小林　直登

水　　　泳

第63回千葉県民体育大会水泳競技
個人メドレー200M 優勝

川口　亜希子 第63回千葉県民体育大会水泳競技
平泳ぎ50M 優勝

大音　瑞季 平成25年度千葉県中学校総合体育大会
女子200mバタフライ 優勝

早田　真宙 平成25年度千葉県中学校総合体育大会
男子200Ｍ自由形 優勝

坂井　宣夫
テ　ニ　ス

第67回千葉テニストーナメント
65歳クラス男子ダブルス 優勝

佐藤　靖高 第67回千葉テニストーナメント
35歳クラス男子ダブルス 優勝

浦安
スーパースターズ

ソフトボール

第22回全日本実年選手権大会
千葉県予選会 優勝

高洲イーグルス 日本スポーツマスターズ2013 第３位

内田　典恵

空　手　道

第3回スポーツマスターズ関東地区
空手道競技大会　女子組手3部 第３位

川手　香織 第3回スポーツマスターズ関東地区
空手道競技大会　女子組手4部 優勝

熊川　遼 第2回関東少年少女空手道選手権大会
小学6年男子組手の部 準優勝

今野　日南子 第2回関東少年少女空手道選手権大会
小学6年女子組手の部 準優勝

小林　千晃 第13回全日本少年少女空手道選手権大会
小学5年女子組手の部 第３位

福塚　虎丸 第13回千葉県小学生空手道選手権大会
小学2年男子形の部 優勝

石橋　龍太郎 第41回千葉県空手道選手権大会
成年男子中量級組手の部 優勝

浦安市代表チーム 第63回千葉県民体育大会空手道競技
女子団体 優勝

德永　たから
柔　　　道

第36回千葉県中学校新人体育大会
柔道大会　女子70kg超級 優勝

藤城　心 第10回全国小学生学年別柔道大会 準優勝

浦安市代表チーム ヨ　ッ　ト 第63回千葉県民体育大会ヨット競技 優勝

浦安市代表チーム

剣　　　道

第61回千葉県地区連盟対抗剣道優勝大会
中学生の部 優勝

伊東　由美子 第38回関東中学校剣道大会 第３位

東京学館浦安中学校
男子剣道部

第38回関東中学校剣道大会
男子団体の部 第３位

白鳥　湧也 第67回千葉県総合体育大会剣道大会
男子個人の部 優勝

東海大学付属浦安
高等学校剣道部

平成25年度千葉県高等学校新人剣道大会
男子団体の部 優勝

東海大学付属浦安
高等学校中等部剣道部

第67回千葉県総合体育大会剣道大会
男子団体の部 優勝

FCギャルソン浦安

サッカー

第35回東関東少年サッカー大会
4年生以下の部 準優勝

バルドラール浦安
セグンド

第19回全日本フットサル選手権大会
関東予選 準優勝

バルドラール浦安
ラスボニータス

第10回全日本女子フットサル
選手権大会 第３位

浦安ガールズFC 第11回JFA関東ガールズエイト
サッカー大会 優勝

浦安サッカークラブ 第18回千葉県サッカー選手権大会 優勝

バルドラール浦安
F.S.プリメーロ 第19回全日本フットサル選手権大会 第３位

髙木　陸
陸上競技

第29回全国小学生陸上競技交流大会
千葉県選考会　男子走り高跳び 優勝

清水　勇輝 第14回千葉県ジュニアオリンピック
選手最終選考会　男子100Ｍ 優勝

浦安市代表チーム ゴ　ル　フ 第63回千葉県民体育大会ゴルフ競技 優勝

浦安ウイングス
BLK ラグビー

フットボール

第10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

浦安市代表チーム 第63回千葉県民体育大会
ラグビー競技 優勝

坂本　悠

アーチェリー

2013年関東地区中学生
アーチェリー大会　RC女子の部 優勝

坂本　偲 2013年関東地区中学生
アーチェリー大会　RC女子の部 第３位

五十嵐　保雄 平成25年度春季選手権大会
成年男子RCの部 優勝

舞浜MBC
バスケット

ボール

第38回千葉県ミニバスケットボール大会 優勝

浦安市代表チーム 東日本大震災復興支援第40回記念
全日本クラブバスケットボール選手権（女子） 第３位

浦安市代表チーム
カ　ヌ　ー

第63回千葉県民体育大会カヌー競技
男子団体 優勝

穂積　将輝 平成25年度全国中学生カヌー大会
カヌースラローム 優勝

　平成26年4月19日（土）、浦安市文化会館中会議室に於いて、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。
　ここ数年は優秀賞を受賞される方、特に小中学生が増えてきています。これも各団体が選手の指導、ジュニアの育成などに
力を入れてきたことが要因と
思います。
　今年度についても、日頃の
練習や努力の成果を発揮さ
れ、これまで以上の成績があ
げられるよう期待していま
す。

功　　　労　　　賞
伊藤　治幸   野球協会
竹下　雅人   ソフトテニス連盟
吉田　清美   テニス協会
飯澤　英雄   ソフトボール協会
清野　正則   陸上競技協会
永田　弘行   合気道連盟
根川　一子   弓道連盟

野崎会長より賞状とトロフィーの授与 松崎市長からのお祝いの言葉 表彰式後の懇親会

受賞者の皆様



（3）第28号

受賞者からのよろこびの声

伊藤　治幸　様
（野球協会）

吉田　清美　様
（テニス協会）

飯澤　英雄　様
（ソフトボール協会）

永田　弘行　様
（合気道連盟）

根川　一子　様
（弓道連盟）

宇田川　なつみ　様
（ソフトテニス）

早田　真宙
（水泳）

これからも生涯スポーツと
しての野球のために一日で
も長く献身的に協力してい
きたいと思います。

数年前に息子が優秀賞をい
ただき、その恩返しと思い
テニス協会のお手伝いをさ
せて頂いていました。受賞、
大変嬉しく思います。

表彰いただき大変ありがと
うございます。今までの様
に地道に影になり頑張りま
す。

受賞に恥じないようにこれ
からも頑張る所存です。と
りわけスポーツ少年団活動
に注力していきます。

日々、連盟関係の事と後進
の指導にあたり、気付けば
10数年。このような賞を
頂戴いたしましてありがた
く存じます。

いろいろな大会にチャレン
ジして勉強していくと共
に、浦安ソフトテニスジュ
ニアの子供たちも応援して
いきたいと思います。

受賞とてもうれしいです。
今後は、8月に行われる全
国中学と、その後のジュニ
アオリンピックで優勝を狙
います。

清水　勇輝　選手
（陸上）

舞浜ＭＢＣ
（バスケットボール）

德永　たから　選手
（柔道）

泉澤 江里加・弥生選手
（バドミントン）

坂本　悠・偲　選手
（アーチェリー）

熊川　遼　選手
（空手道）

今野　日南子　選手
（空手道）

賞を頂いたことを大きな自
信として、高校では全国大
会でもトップを争えるよう
な選手になれるよう努力し
ていきたいです。

今まで関わってくれた選
手・関係者と築いてきたも
のを力としてこれらからも
頑張りたいです。

この賞に恥じないよう日々
努 力 し て い き た い で す。
2020年の東京オリンピッ
クで金メダルをとりたいで
す。

表彰を受けることで、頑張
りたい気持ちが湧きだし、
練習に向き合うことができ
ます。再度表彰を受けられ
るよう頑張りたいです。

このような賞を初めてもら
えたのですごく嬉しいで
す。これからも練習を頑張
って、全国大会で優勝した
いです。

道場の先生方、仲間たち、
応援してくれている家族に
感謝します。初心を忘れず
にこれからも努力を続けて
いきます。

小学生の時は全日本少年少
女空手大会で最高で2位で
悔しい思いをしましたが、
中学生では日本一を目指し
て頑張ります。

小林　千晃　選手
（空手道）

福塚　虎丸　選手
（空手道）

浦安ウイングスBLK
（ラグビーフットボール）

FCギャルソン浦安
（サッカー）

浦安ガールズFC
（サッカー）

浦安市代表チーム
（カヌー）

浦安市代表チーム
（ゴルフ）

今まで練習を頑張ってきて
よかったです。また優勝が
できるようにこれらかも頑
張りたいです。

地道に練習してきたことが
良い結果につながり、嬉し
いです。昨年より一つ上の
目標がクリアできるように
頑張りたいです。

今回の成績はスクール全員
で勝ち取ったものだと思い
ます。今年は全員でベクト
ルを合わせ、昨年のチーム
を超えるよう頑張ります。

今年は東関東大会で準優勝
でしたが、今年は優勝を狙
ってこれまで以上に頑張っ
ていきたいと思います。

賞をもらえてとても嬉しい
です。昨年は関東大会で優
勝できましたが、今年は、
連続優勝、高い成績を目指
します。

県民大会での優勝がクラブ
の一つの目標だったので大
変嬉しいです。連勝記録を
作るつもりで頑張っていき
ます。

悲願の優勝を成し遂げられ
たことは大変嬉しいです。
これからもゴルフの振興と
競技力の向上に邁進してい
きます。

浦安スポーツフェア2014 日本サッカーを応援する自治体連盟に加盟

生涯学習部　市民スポーツ課のご紹介

　このたび、生涯学習部長を拝命され、担当することとなりました石田です。
　本市は「生涯スポーツ健康都市」を宣言し、その実現のためにもスポーツに
親しめる環境づくりや団体、指導者の育成・支援にも引き続き取り組んでいき
たいと思います。
　体育協会の皆様のご支援、ご協力を宜しくお願いします。

　浦安スポーツフェアを下記のとおり開催いたします。例年、１万人以上の方が来
場されています。どなたでも参加できますので、皆さんの参加をお待ちしています。

日時　平成26年10月12日（日）　9時30分～16時
会場　運動公園・総合体育館・屋内水泳プール

１．チャレンジラリー…ラリーカードを持って色々な種目にチャレンジし賞品をもらおう
　　約50種目のスポーツ体験コーナーでスポーツを体験した方に賞品をプレゼントします

（先着2,000名）
２．チャレンジゲーム…ストライクアウトやキックターゲットにチャレンジして豪華な賞品

をもらおう
３．屋内水泳プール無料開放…当日はプールの無料開放並びにプールイベントを開催します
４．ステージイベント…フラダンスやチアリーダーのダンス、空手道などが演武を行います
５．こども広場…遊び道具を用意します。フワフワなどもあり、小さいお子様も楽しめます
６．健康増進ゾーン…市内のスポーツクラブにご協力いただき、健康チェックができます
７．模擬店…飲食物を提供する模擬店もたくさん出店します
８．赤ちゃんダービー…毎年９月初旬に参加者を募集します

　浦安市は、「日本サッカーを応援する自治体連盟」に
加盟し、サッカー日本代表を応援しています。
　財団法人日本サッカー協会（JFA）と連携し、サッ
カーを通じた地域活性化や自治体間の交流と連携強化
を目的とする「日本サッカーを応援する自治体連盟（全
国組織）」が発足しました。
　この連盟は、全国市長会に加盟する280の自治体が
参加し、6月にブラジルで開催されるサッカーの世界大
会に向け、日本サッカー協会の「夢を力に2014」プロ

ジェクトに協力し、さまざま
な活動を通し日本サッカー代
表を応援しています。
http://japandream.jp/

（サッカー日本代表
「夢を力に2014」特設サイト）

部長　石田　和明（転入）

生涯学習部 次長　加藤　茂
次長　永井　勲　（転入）

市民スポーツ課 課長　三枝　明　（転入） （26.4.1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
森田　和徳（課長補佐） 矢田　隆廣（副主査） 小川　博嗣（副主査）
横川　泰裕（主事） 渡邊　康斗（主事）　（転入）

施設管理係　　
主に市内体育施設の管理事務を担当
須賀　達春（係長） 求野　純子（副主査）　（転入） 腰塚　勇太（主事）

転　出　者　　 石川　豪三（部長）　　川嶋　修（課長）　　岡本　修司（係長)　　小林　洋志（主事）
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■ 弓道連盟

■ アーチェリー協会

■ バドミントン協会

■ ラグビーフットボール協会

■ 卓球連盟 ■ 野球協会

●弓道について
　千葉県弓道連盟では、年に1度、県を4つに分けてそれぞれで射会が行われます。浦安市は、西部地区に所属し、10団体が持ち回りで運営を
担当します。つまり、10年に1度、各支部が千葉県弓道連盟道場において、200名を超える射会を主催することになるのです。
　今年が、我が浦安市弓道連盟の担当の年でした。開催日は、9月16日（火）。この晴れの日に向けて、連盟員総出で、繰り返し手順を確認し、
準備に追われました。そして、当日。皆さんご記憶でしょうか？なんと、この日は、超・大型台風がものの見事に列島を縦断、直前で泣く泣
く中止を決めることとなったのでした。
　そして、先日3月30日（日）。年度の最後の最後にようやく再開催の運び
となり、連盟員が祈るような気持ちで天候を見守る中、春の雨に降られな
がらも、無事開催にこぎつけ、なんとか大役を果たすことができました。
ホッとした面持ちの連盟員の集合写真と、会長の矢渡（やわたし／大会の
初めに弓を引いてみせ、会場に何の支障もないことを示す儀式）を是非ご
覧ください。ちなみに、浦安市が主催の際の賞品は、浦安市ならではのデ
ィズニーグッズで、大変好評を得ております。弓道に興味のある方、ぜひ
まずは体育館主催の弓道コースにご参加いただき、そして、10年後の大会
の運営をご一緒に目指しましょう！

●アーチェリー活動内容
　アーチェリーの基本精神は、安全に、公正に、楽しくです。現在、中学生から70歳超ま
で幅広い年齢層の仲間が協会で活動しています。射ち方、マナー、競技ルールの基本は段階
的に厳しく指導していますが、その後は皆で楽しく練習しています。年齢を問わず対等に競
技できるのが特長で、老人は若人から元気を貰え、若人は年長者と臆せず話せる練習ができ
ていると思います。競技成績と練習量は密接な関係がありますので、若人に遅れをとられな
いよう週日も練習している面々の写真です。アーチェリーが好きなので皆元気です。県内の
他市ともよく交流します。4月13日（日）の松戸市の市民大会には当協会から9名が参加し、
総参加者の1割を超えました。女子は2位と3位の好位置につけました。男子は片付けまでし
っかり協力してきました。

●バドミントンジュニアの育成
　バドミントンの楽しさを子どものころから知ってもらい、親しみをもつことで、将来選手
になってくれたらという思いから、ジュニアの育成に取り組んでいます。きびしい中にもや
りたいという気持ちが起きるような声掛けをして、続けてもらえるように指導者一同努力し
ています。
　場所は浦安市総合体育館にて、日時は火曜日の19時から21時の指導者付きバドミントン
教室を行っています。現在5歳児から、小・中・高校生、一般の方を指導しています。ジュ
ニアの対象は幼児と小学生ですが、一緒に来ている兄弟や保護者を含めて練習に参加してい
るのが現状です。子どもたちも選手になることを目指して、真剣に取り組んでいます。興味
のある方は、見学に来てください。詳しくは、電話（泉澤090-3210-6843）にてお問い合
わせください。
※中学生以下の体育館利用に関しては、保護者またはそれに代わる方の同伴が必要となっていますのでご注意ください。

●白熱！市民タグラグビー祭り
　去る4月13日（日）総合公園球技場にて快晴の空のもと、第3回市民タグラグビー祭（旧
ラグビーフェスタから、通算17回目）が地元ホストチーム、JALウィングス、浦安ビアーズ、
浦安ウィングスとゲストチームトップリーグのクボタスピアーズ、NTTコミュニケーション
ズシャイニングアークスと未就学児や小学生の一般参加130名を加え、総勢350人にて開催
されました。午前中はタグラグビー体験コーナー、正午はスターキッズ新浦安によるダンス
ショー、午後は一般参加4チームを加え16チームにてタグラグビー浦安選手権を行い、決勝
戦は今年もシャイニングアークス対浦安ビアーズでの試合となり、シャイニングアークスの
優勝で幕を閉じました。

●世界卓球2014TOKYO
　祝　男子団体銅メダル・女子団体銀メダル
　4月28日（月）～5月5日（月）に於いて世界卓球選手権団体戦が国
立代々木競技場第1体育館で開催されました。男子5名の代表メンバ
ーの中には、昨年の県民大会浦安市代表選手の
強化練習をお手伝いしてくれました水谷隼選手

（1月の全日本選手権優勝・DIOジャパン所属）、
毎年、浦安市卓球連盟講習会に講師としてご協
力をいただいている塩野真人選手（東京アート
所属）がおり、大会中は連盟の会員達も会場に
足を運び応援いたしました。

●第63回市民野球大会　開幕！
　第63回市民野球大会が、1部13チーム・2部22チーム・3部16チ
ームの計51チームの参加で開幕しました。
　予定では、3月30日（日）を開幕としていましたが悪天候により4
月13日（日）まで延びてしまい、やむなく開会式のセレモニーを中
止をすることとなりました。7月上旬の決勝戦にむけ熱戦が繰り広げ
られています。今大会より、参加登録者は浦安市在住または在勤で
あることの、参加資格を一部変更し多くの野球愛好家が参加しやす
いよう取り組んでいます。また、マスターズ予選大会を3月下旬に行
っていましたが、気候の良い時期（市民大会開催期間）に今年度か
ら日程変更しました。
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●第30回浦安市春季親睦ゴルフ大会が行われました
　4月9日（水）千葉新日本ゴルフ倶楽部で男女合計127名の参加で行われ
ました。
　男子優勝は中西保男さん（98ストローク、HC28.8）、女子優勝は相馬春
技さん（90ストローク、HC19.2）でした。
●秋季市民ゴルフ大会のお知らせ
　開催日：平成26年10月8日（水）
　コース：スカイウェイカントリークラブ
　申　込：ゴルフ協会事務局（380-0025）

●なでしこジャパンを目指して～浦安FAアカデミーU-15始動～
　女子ワールドカップドイツ大会、FIFAU-17女子ワールドカップで優勝するなど、日本の
女子サッカーには世界が注目しています。
　こうした女子サッカーの活躍とは裏腹に浦安市では、中学生になると女子の活動の場が市
内にはなくなってしまうことが課題でした。
　サッカー協会では、女子中学生が市内でサッカーができる環境を整えるため、昨年、市サ
ッカー協会が地域のクラブチームと協力して「浦安FAアカデミーU-15」を立ち上げました。
　2014年4月26日（土）、第10回千葉県女子ユース（U15）サッカー選手権大会に出場し、
初戦はジェフユナイテッド市原千葉レディースU13。残念ながら0-11の完敗でした。2戦目
はL.C.成田U14。試合は一方的に浦安ペース。60分間、全力を出し切り5-1で見事初勝利！
　技術はこれから、戦術もこれから。のびのびとピッチを駆け巡る選手たちに数年後の“な
でしこジャパン”を重ね合わせ期待を膨らませています。

●ソフトテニスをしませんか
　浦安市ソフトテニス連盟は、150人超のソフトテニス好きが集まる団体です。健康のために運動しようかな、子供の世話が一段落したから
趣味でも始めようかな、幼稚園のお友達やママ友がテニスしてるけどそんなに楽しいのかな…と思ったら、ぜひ中央公園テニスコートにお越
し下さい。
　木～日曜、いつでもコートがあるのでスキマ時間で気軽に楽しめます。試合もたくさんあるので、自分のレベルに合わせて参加できます。
勝ってうれしい！負けて悔しい！負けても楽しい！皆で切磋琢磨していくうちにソフトテニスに夢中になっていくのです。またソフトテニス
は、子供の習い事にも最適です。挨拶、礼儀、集団行動の基本が身に付きます。乳児だってコートにいる皆で子育て、見守りいたします。ジ
ュニアの子供たちも一緒に遊んでくれます。
　さあ、まずは中央公園テニスコートをのぞいてみてください。皆、笑顔です。

●スポーツ推進委員募集
応募資格・選考基準
１．浦安市に住所を有する人、２．年齢満20歳以上～60歳未満の人、３．地域スポーツ活動に深い関心をもって取り組める人、４．会議・研
修や事業に積極的に参加していただける人、５．スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに市民に対するスポーツの実技の指
導その他スポーツに関する指導及び助言を行うのに必要な熱意と能力を有する人
委員の身分等
１．身分　浦安市非常勤職員（スポーツ基本法第32条・浦安市スポーツ推進委員に関する規則）
２．任期　平成26年7月10日から平成28年7月9日までとする。
３．報酬　90,000円／年額
スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
１．スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。２．住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。３．住民
のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。４．学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に
関し協力すること。５．スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。６．住民
一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
※スポーツ推進委員についての詳細は、市民スポーツ課までお問い合わせください。℡047-351-1111

■ 陸上競技協会 ■ 水泳連盟
●第4回浦安市民中・長距離記録会
　平成26年3月21日（土）、明海大学陸上競技場において
第4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392名が参加して熱戦が繰り広げられ、
今回は男女合わせて14の大会新記録が生まれました。

●市民水泳記録会
日時　7月13日（日）　午前10時～午後1時予定（受付＝午前9時）
場所　屋内水泳プール
対象　市内在住・在勤・在学の小学校4年生以上の方
種目　自由形、バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ（各25・50メートル）※1人2種目まで
費用　200円
　　　※ プログラムは市水泳連盟ホームページからダウンロード（または当日

100円で販売）、認定証は当日配布。
申込　 7月4日（金）（必着）まで　市水泳連盟ホームページまたはEメールかハ

ガキ【住所・氏名（ふりがな）・性別・電話番号・生年月日・勤務先ま
たは学校名・学年・出場種目・距離】で、〒279-0041  堀江2-3-14  佐々
木（市水泳連盟）u_suiren@yahoo.co.jpへ

　　　※申込後は種目の変更はできません
問　　浦安市水泳連盟（佐々木）　080-3310-3889
　　　http://sports.geocities.jp/u_suiren
　　　※連絡はできるだけEメールで

■ ゴルフ協会

■ サッカー協会

■ ソフトテニス連盟

■ 浦安市スポーツ推進委員連絡協議会
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団体の有名人

団体の有名人

大塚　広之　さん

穂積　将輝　さん

好きな言葉「一生懸命」

浦安出身のオリンピック選手目指して

　故梅田次男会長の後を継いで、浦安市合気道連
盟会長に就任された大塚広之氏。56歳、合気道歴
20年、現在四段、指導歴15年以上のベテランです。
現在は早朝６時からのクラスで指導をされていま
す。趣味はバイクとサーフィン。最近は750ccの
新車を購入し、夏には北海道をツーリング、又ハワ
イまで波乗りに出掛ける行動派。そんなアクティブ
な大塚氏ですが、子供や女性に合気道を指導する時
は、非常に紳士的で笑顔の優しい指導員です。仕事
は自営の内装業。道場のクロスやフローリングの補
修などは朝飯前・・・と、手際良く済ませてくれます。
合気道を始めた頃、初心者の自分に師範がとても親
切に接して下さった事が、嬉しかったといいます。
それ故こんなに長く続けていられるのだと。「自分
にとって合気道の最大の魅力は、力を使わずに相手
を制するところ・・・それは我々職人の技術にも通
じるのだ」と、少し照れながら語ってくれました。
会長として、今後益々多忙になられますが、いつま
でも優しい笑顔で会員を包み、導いて下さい。大塚
会長を中心として、私達も合気道の普及・発展に力
を注いでまいります。

　昨年5月に岡山県で行われた「全国ジュニアスラ
ローム大会」優勝、7月に山梨県精進湖で行われた

「JOCジュニアオリンピック杯」優勝と、本年度の
中学生の大会二つを勝ち、今乗りに乗っている選手
です。この大会の優勝により、平成25年10月18日

（金）に千葉県より優秀選手として表彰を受けまし
た。富山、岡山、岩手、青森、岐阜で行われた各ジ
ャパンカップシリーズ戦にも全戦出場しランキン
グポイントを積み重ねております。
　また、昨年10月に山口県で行われた日本選手権
では好成績を残し、ジュニアのナショナルチームＢ
チームに入ることが出来ました。
　2020年の東京オリンピックも決定し、カヌース
ラローム会場は葛西臨海公園に設けられる事に決
定しております。浦安は地の利にも恵まれ、訪れる
外国のトップ選手の技を身近に目にすることもで
きるようになると思いますので、本人にとっても参
考になり刺激になる事でしょう。
　７年後には本人も22歳、一番勢いのある年齢に
なりますので、浦安出身のオリンピック選手目指し
て今以上の精進を重ねてほしいものです。普段は、
境川や東野プールで基礎練習と体力養成に向けて
励んでおりますので、見かけましたら応援してあげ
てください。

＜プロフィール＞
　　所属団体：合気道連盟　会長
　　生年月日：1957年11月16日
　　出 身 地：浦安市
　　合気道歴：20年
　　趣　　味：バイクとサーフィン

＜プロフィール＞
　　所属団体：カヌー協会
　　生年月日：1998年６月10日（15歳）
　　出 身 地：浦安市
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■ 舞浜MBC  全国大会での活躍

■ 小中体連ソフトボール専門部

　全国の8800チームの中から各都道府県代表と推薦枠１チー

ムの48チームで行われる全国大会。昨年全国制覇を果たした習

台二MBCを千葉県大会で破り、舞浜MBCは、県大会初優勝で

この全国大会に出場することになりました。

　会場は東京の代々木体育館。第45回全国ミニバスケットボー

ル大会は、少年少女の体力づくり・社会性の育成と、競技の普及・

発展を目的に行われています。参加48チームを12チームずつ

４つのブロックに分け、それぞれのブロックごとに優勝を目指

します。

　１日目と２日目は予選リーグ。ここで勝ち上がると、３日目

の決勝トーナメントに進むことができます。初戦の相手は青森

県代表２年連続出場の強豪チームです。点の取り合いとなった

この試合。37対37の同点で残り１秒。このときフリースロー

のチャンスを得て、見事それを決め、強豪チームに競り勝ちま

した。２試合目は39対22で快勝。決勝トーナメントに進出を

決めました。

　そして３日目。相手は福岡県代表。前半からリードを奪われ

る苦しいゲームとなりました。後半から追い上げを見せますが、

４点差の36対40で惜しくも敗れ、結果はグループ３位となりました。

　新チームになり次の大会に向けて練習に励んでいるところです。これからも応援よろしくお願いします。

　浦安市では市内中学校３校（浦安中学校、見明川中学校、富
岡中学校）でソフトボール部が活動しています。
　これまでは市川・浦安の予選をなかなか勝ち抜くことができ
ませんでしたが、昨年度は夏の総合体育大会で市川・浦安支部
予選をみごと準優勝で勝ち抜き、県大会出場を果たしました。
秋に行われた新人戦でも第３位入賞、準優勝に浦安中学校が県
大会出場を果たしています。
　５月17日に行われた浦安市内大会では富岡中学校が優勝しま
した。今年度の活躍が期待されます。
　市川浦安支部では今年度から10校約100名の部員の中から選
抜した選手で市川浦安市代表チームを結成し、日々、練習に励
んでいます。
　各学校では７月に行われる総合体育大会に向けて練習に取り
組んでいます。今川球技場でも大会が行われます。皆さんの応
援、お待ちしております。

少年・少女スポーツ
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ウォーキング
ウォーキングもスポーツです。正しい知識、正しい方法、綺麗なフォームで、楽しく
運動ができるよう継続して行いましょう！ウォーキングは、有酸素運動の中でも強度
が低く手軽にできることから、老若男女を問わず無理なく行うことができます。
　しかし、だれでも“歩ける”からこそ、そこに落とし穴がたくさん潜んでいます！

★効果
・脂肪燃焼効果：有酸素運動は脂肪をエネルギーとして使用しますので、効率よく脂肪を燃焼できます。
・ストレス解消：ウォーキング中は脳への酸素供給量が安静時より30～50％増加するといわれています。
・心肺機能の向上：体内に酸素を取り込む能力が向上し、心臓や肺の機能を高めることができます。
　※女性の方に多くみられる骨粗しょう症、更年期障害、冷え症にも効果があります。

★注意点
・フォーム
　 歩き方はそれほど問題ないと思いがちですが、悪いフォームで続けていると背骨や骨盤のゆがみを引き起こすことがあります。

だからと言って「ずっとこの正しい姿勢で歩く！」と力まないよう、「なるべく正しい姿勢を心がけよう」といったリラック
スした気持ちで行いましょう。

　①基本姿勢　　猫背や身体の反りすぎにならないよう、背筋を伸ばした姿勢を作りましょう。
　②頭　　　　　顎を引き、視線は10～15ｍ先を見ましょう。
　③背筋　　　　軽く胸を張り、背筋を伸ばしましょう。肩の力を抜いてリラックス♪
　④腕　　　　　曲げた肘を後ろに“引く”ようにしてリズムよく振りましょう。
　⑤着地　　　　かかとから着地し、つま先で蹴りだしましょう。
・準備体操、整理体操（ストレッチ）
　 強度の低いウォーキングであっても、最低限の体操をお薦めします。準備体操で“眠ったまま”の身体を目覚めさせ、整理体

操で筋肉疲労や筋肉痛の回復を促進することが期待できます。

★効率よく、楽しくウォーキングをするために
Ｑ：どれぐらいウォーキングすればいい？
Ａ：脂肪燃焼を目的とするのであれば、最低でも20～30分は実施しましょう。ただし、ストレス解消の目的である場合に「最

低○〇分」と義務付けてしまうと精神的負担がかかりますので、自身が楽しく取り組める時間、身体に無理のない時間行う
ことが大切です。

Ｑ：いつ頃ウォーキングすればいい？
Ａ：朝のウォーキングがおすすめです。朝日を全身で浴びることで体内時計がリセットされ、気持ちよく１日をスタートさせる

ことができます。もちろん夜のウォーキングでも十分効果を得られます。
　　※ 「仕事や家事で忙しい」「ウォーキングの時間をとれない」という方は、たとえば通勤の際に１駅前で下車して歩く、日

常の買い物の際に自動車や自転車ではなく歩くなど、日々の生活の中に徐々にウォーキングを取り入れてみましょう。
Ｑ：どこでウォーキングすればいい？
Ａ：ウォーキングに適している条件として、①信号がない、②人や車の通りが少ない、③見通し（景色）が良いことが挙げられ 

ます。浦安市内だと、境川沿い（中町～新町）、見明川沿い、しおかぜ緑道がおすすめです。
　　また明海地区にある『総合公園』は景色も良く、起伏があるため楽しくウォーキングができます。
　　（1周約1.6㎞の歩道があり、広い芝生もあります。）

☆ ウォーキングを継続して行うことが難しいと思われる方は、まずは近所を“お散歩”してみてください。普段は気づかなかっ
た事や様々な発見で楽しくなるはずです！ スポーツ（sports）の語源は、『日常生活から離れる』『気晴らし』からきている
と言われています。『気晴らし』の継続から始めてみましょう！　 

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160円・２時間320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




