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体協だより
第64回千葉県民体育大会結果報告

3種目で優勝！空手道（男子・女子）カヌー競技（男子）
　浦安市からは、夏季5競技・秋季14競技に284名の選手・役員が参加しました。
　総合成績は33郡市中11位（64.5点）で、空手道競技（女子）・カヌー競技（男子）は連覇を、ヨット競技（男子）が準優勝
を果たしました。
　各団体共に県民体育大会の強化事業に力を入れ準備をしてきましたが、全国大会等と大会が重なりチーム・選手変更を余儀
なくされた競技団体も少なくなく厳しいチーム状況もあり、昨年より総合順位が下がる結果となってしまいました。
　大会中は、野崎会長をはじめ、両副会長、理事長と多くの競技の応援に駆けつけ、選手を激励いたしました。

順位 総合 男子 女子
第1位 千葉市 244.0 千葉市 159.0 千葉市 85.0
第2位 船橋市 199.5 船橋市 134.5 船橋市 65.0
第3位 松戸市 190.5 松戸市 133.5 市川市 58.0
第4位 市川市 145.5 印旛郡市 106.5 松戸市 57.0
第5位 印旛郡市 145.0 市川市 87.5 柏市 41.5
第6位 柏市 118.0 柏市 76.5 印旛郡市 38.5
第7位 市原市 97.0 山武郡市 64.5 八千代市 37.5
第8位 山武郡市 81.5 市原市 60.5 市原市 36.5
第9位 習志野市 78.0 浦安市 46.5 八千代市 23.0
第10位 八千代市 66.5 習志野市 44.0 浦安市 18.0
第11位 浦安市 64.5 八千代市 43.5 山武郡市 13.5

本年度・郡市別成績順位

総合得点・順位の推移
特別表彰

浦安市体育協会  各種目成績表
競技名 男子 得点 女子 得点

卓球競技 12位 0 予選敗退 0
柔道競技 4位 5 男女混合
ソフトテニス競技 予選敗退 0 6位 3
剣道競技 初戦敗退 0 男女混合
バレーボール競技 5位 2.5 5位 2.5
バドミントン競技 初戦敗退 0 初戦敗退 0
水泳競技 ７位 2 男女混合
空手道競技 優勝 8 優勝 8
テニス競技 5位 2.5 男女混合
サッカー競技 3位 5.5
ソフトボール競技 2回戦敗退 0 5位 2.5
陸上競技 4種目出場 0 男女混合
ゴルフ競技 9位 0 男女混合
ラグビーフットボール競技 3位 2.5
アーチェリー競技 5位 4 男女混合
バスケットボール競技 初戦敗退 0 初戦敗退 0
弓道競技 8位 0.5 男女混合
カヌー競技 優勝 7 3位 2
ヨット競技 準優勝 7

合計 46.5 合計 18
男女合計 64.5
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特別表彰 参考

男女優勝競技数 順位 男子優勝競技数 順位 女子優勝競技数

1位 千葉市（16競技） 1位 千葉市（9競技） 1位 千葉市（7競技）

2位 船橋市（10競技）
2位

船橋市（5競技） 2位 船橋市（5競技）

3位 松戸市（7競技） 松戸市（5競技）
3位

市川市（2競技）

4位 市川市（6競技） 4位 市川市（4競技） 松戸市（2競技）

5位

浦安市（3競技）

5位

浦安市（2競技）

5位

浦安市（1競技）

野田市（3競技） 野田市（2競技） 習志野市（1競技）

印旛郡市（3競技） 印旛郡市（2競技） 香取郡（1競技）

柏市（3競技） 柏市（2競技） 印旛郡市（1競技）

木更津市（2競技） 野田市（1競技）

山武郡市（2競技） 柏市（1競技）

平成26年度千葉県体育協会功労賞　佐藤 健治 氏　受賞！
　平成26年10月31日、浦安市柔道協会会長の佐藤健治氏が、公益財団法人千葉県
体育協会功労賞を受賞いたしました。
　佐藤健治氏は、昭和38年に浦安市柔道協会の指導部長となり、その後副会長を経
て平成11年より会長としてご活躍され、本市における柔道の普及、振興への貢献は
顕著なものがあります。
　現在も会長という立場ながら、稽古には必ず出席し指導をしています。中でもジ
ュニアの育成に力を入れており、毎年関東、全国大会へと選手を輩出しています。

佐藤 健治 氏
（柔道協会）

［現役職］
柔道協会  会長
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優勝　空手道（男子）

優勝　カヌー競技（男子）

3位 サッカー競技（男子） 3位　ラグビーフットボール競技（男子）

４位　柔道競技（男子）

３位　カヌー競技（女子）

５位　アーチェリー競技（男女混合）

優勝　空手道（女子）

準優勝　ヨット競技（男子）

●男女ともに優勝！
今回から男子は7人制から5
人制（高校生は2名から1名
に、一般は5人から3人に、
シニア45歳以上を1人）と新
しいルールになったことから
一般の3人の選手が重要とな
りました。今年はアベック優
勝を目標に掲げて大会に臨
み、見事男女ともに優勝し、
目標を達成しました。

●２連覇達成！
怪我や仕事の都合で強力メン
バー２名を欠き連覇が危ぶま
れました。
レースは4人リレー方式で、
監督の采配が重要です。見事、
第一漕手がベストタイム賞に
輝く活躍をみせ、レースを有
利に進めることができ、２連
覇を果たすことができまし
た。

●堂々の第3位！
浦安１部に所属するチームの選抜で挑み、堂々の3位。
少ない時間での合同練習で３位いう結果は素晴らしいと
思います。最後の船橋戦はチーム力の差が出たように思
います。来年も３位以上を目標に頑張ります。

●波に乗りきれず
通常40分ハーフの試合ですが、今回は25分ハーフと試
合時間が短く、前半終了間際に逆転を許してしまい波に
乗り切れぬまま試合終了となってしまいました。春に行
った千葉市との試合では勝利を収めていたこともあり、
油断していた部分もあったかもしれません。

●高校生の活躍が光る
香取市戦は苦戦を強いられながらも、その他は準決勝ま
で順調に勝ち上がり、準決勝は優勝候補の市川市との対
戦で力及ばず敗れました。３位決定戦でも強豪千葉市に
惜敗。全体的に皆が非常に良い試合内容で、特に高校生
２名の活躍が目立った大会でした。

●3位入賞！
大会当日は久しぶりの秋晴れで陽射しが暑い中でのレー
スとなりました。前回は予選敗退でしたが、今回は実力
を発揮し３位入賞ができました。体育協会より野崎会長
や役員の方が応援に駆けつけ、選手のやる気を盛り上げ
てくれました。

●5位ながらも選手層の厚さを感じさせる結果
出場した選手5名全員が好成績でしたが、高得点へ牽引
する選手がなく、残念ながら５位にとどまりました。

●悲願の２連覇！
女子の部はルール変更は特に
なく、昨年同様に実力を発
揮することができ、安定した
試合運びで昨年に続けて二連
覇を達成することができまし
た。来年は三連覇を目指し取
り組んで参ります。

●惜しくも準優勝
昨年に続き連覇を狙って今回
大会に臨みました。
強化指定選手が出場している
千葉市を相手に同ポイントで
したが、大会規定により惜し
くも優勝を逃しました。来年
は優勝奪還できるように頑張
りたいと思います。

5位　ソフトボール競技（女子）

●強豪相手に一歩及ばず
早期に加盟各チームより選抜してチームを組成し、しっ
かりチーム作りをしました。好投手を配する強豪松戸市
に一歩及ばずベスト８で敗退したが、目標のポイントが
獲得出来てよかったです。。良い兆しも有り来年度に向
け継続して、県民大会優勝を目指します。
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ゴルフ競技（男女混合）

バスケットボール競技（男子）

バレーボール競技（男子）

ソフトテニス競技（男子）

5位　テニス競技（男女混合）

ソフトボール競技（男子）

バスケットボール競技（女子）

バレーボール競技（女子）

6位　ソフトテニス競技（女子）

卓球競技（男子・女子）

剣道競技（男女混合）

バドミントン競技（男子・女子）

●シニア・女性の部での活躍が光る
総合順位は９位でした（７位タイになるもマッチングス
コアによる）。優勝の柏市とは16ストローク差でした。
個人においては、シニアの部で深澤選手が１位。女性の
部で石山選手が２位と活躍しました。

●流れをつかみ切れず惜敗
初戦は対柏市。第2クオーターまでは1点を争う、一進一
退の展開となりました。後半は出だしから相手のタイト
なディフェンスに阻まれてシュートに持ち込めず、流れ
をつかめないまま48-66で敗退となりました。

●総合力アップして来年はさらに上を
メンバー不足という中で３回戦まで進めたことは良い結
果であったと思います。しかし、相手チームと比べ個の
力ではなくチームとしての総合力が劣っていたと感じま
した。来年の大会に向けてチーム練習をより多くし、総
合力の底上げをしていきたいと思います。

●来年は入賞を目指して
決勝トーナメント進出を決める君津市との対戦では、優
勢に進めた試合もありながら、惜しくも１勝３敗という
結果で負けてしまいました。今年は、より手応えの感じ
られる試合が出来ましたので、来年の奮起を期待したい
と思っています。

●昨年と同じく5位
今年は大学生のリーグ戦と日程が重なり、出場選手の選
考が大変でしたが、昨年同様の順位を確保しました。

●今回の経験を糧にさらに強く
この度はチームとして（宮前クラブ）10数年ぶりに県
民大会に出場の機会を頂き使命感を持って参加しました
が、２回戦敗退となりました。今後はこの経験した事を
教訓として市民大会を常に勝ち抜け、県民大会出場を目
指し日々の練習を重ねます。

●苦しい中での健闘
今回の大会は全国大会と重なったり、又選手が体調不良
だったりとメンバーが揃わず、練習不足もありましたが
そんな中でも出場メンバーが健闘しました。残念ながら
負けてしまいましたが、次回大会では良い結果を期待し
ています。

●接戦をものにできず
今回は全てのセットが接戦となりました。わずかなミス
が相手のポイントとなり結果を残すことができませんで
した。上位を狙うためには日々の練習、チームワークが
必要であることを改めて感じました。皆様応援ありがと
うござました。

●6位入賞
予選リーグは強豪の千葉市を２－１で破り、館山市、富津
市に３－０で勝ち決勝トーナメント進出を決めました。決
勝トーナメントでは、優勝した印旛郡に対し１勝を挙げま
したが１－２と惜敗。今年は若手の成長と新加入のメンバ
ーで一段と強みを増し、入賞の成績を残せました

●来年に期待
男子12位、女子予選リーグ敗退となり、残念ながら昨年
の成績（男女ともベスト８）を上回る事ができませんで
した。しかし、男女ともに来年に期待を抱かせる試合内
容でした。

●1本差での惜敗
男女７人による団体戦。初戦は力のある木更津市との対戦。
２勝２敗３分けでしたが、取得本数１本差で惜敗。優勝経験
のある浦安市ですが、どの市もレベルが均衡してきておりど
こが優勝してもおかしくない状況になっています。そんな中
でも常に上位入賞ができるよう、強化を図っていきます。

●善戦するも接戦を制せず
男子は第1第2ダブルス共にファイナルゲームまでの接戦の末セ
ット数2対１で敗れました。シングルスは2ゲーム先取して勝利
しましたが、ゲーム勝敗数1勝2敗で敗退。女子は、優勝チーム
の野田市を相手に第1ダブルスとシングルスは完敗。しかし第2
ダブルスは粘りをみせ、1セットを取るという活躍がありました。

7位 水泳競技（男子・女子）

●粒揃いの選手たち
男子15名、女子2名が出場し、男子はエントリーの半分
以上で8位入賞。女子はエントリー種目全てで4位以上の
好成績でした。エントリー数を増やすことでさらに上位
が期待できそうです。

8位　弓道競技（男女混合）

●総合で辛くも８位
遠的は点数が伸び悩み、何とか予選通過したものの６位
に終わりました。実力的にはもっと上を目指せるので、
来年は結果を出せるように頑張りたいです。入賞できた
ことは良かったですが、近的はまだ予選通過のレベルに
ないので、さらに精進します。

陸上競技（男女混合）

●エントリー数の増加が急務
時期的なことからか、今年も参加者を増やせませんでした。
得点に絡むには、多種目のエントリーが必要だと思うので、
選手増のアイデアを多くの人から頂こうと思います。今後
は市外の学校・企業等に通う市内在住競技者のリストアッ
プに努め、早い時期に選手推薦依頼をしたいです。
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■ ソフトボール協会

■ 陸上競技協会

■ カヌー協会

■ 小中学校体育連盟

■ バレーボール協会

■ 剣道連盟

●浦安中学校女子ソフトボール部が市川浦安支部新人大会で優勝!
　浦安中学校は、9月27-28日・10月4日に浦安市今川球技場他で、浦安市・市川市から9チームが参加して
開催された、「平成26年度市川浦安支部新人大会」に於いて、抜群の強さで悲願の優勝を果たしました。
　浦安中山崎監督（先生）によれば、中心選手である2年生4人を怪我で欠き苦しい状況でしたが、出場で
きない選手の分まで頑張ろうとチームが一つになった事が結果を出せた要因と語っています。
　10月25日から開催された県大会で、ベスト16へ進出、活躍しました。

● 第30回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会及び第９回ちばキッズ陸
上競技大会

　7月13日と10月12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３０回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会及び第９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。
　市内小学生総勢48名が参加し、浦安市の子ども達が素晴らしい健闘を見せ
てくれました。

●JOCジュニアオリピックカップ　平成26年度全国中学生カヌー大会優勝
　7月25日～27日に香川県坂出市府中湖カヌー競技場にて、38度を超える日差しの中で全国の中学生男子322名、
女子425名が集まり、熱い戦いが繰り広げられました。浦安からは、穂積玲奈（中２）穂積裕輝（中１）上野由斐（中
２）の3名が出場し、玲奈さんがフラットスラローム女子の部で見事優勝の栄冠を手にしました。
　由斐さんは3位でしたが、1位から4位以内が１秒以内の僅差でのきわどい勝負でした。昨年は穂積将輝君が同大
会で優勝しており、兄弟で同大会を制したことになります。また裕輝君が予選で第2位のタイムを記録し、中学1年
生での優勝を記録できるかと沸き立ちましたが、本番でターンミスが出てしまい4位に終わりました。来年、裕輝君が優勝することが出来たら
3兄弟揃って全国大会を制覇することになりますので、協会も大いに期待しております。
　来年度は、玲奈さんは連覇を、由斐さんは最後のチャンスに、裕輝君は雪辱をそれぞれ胸に誓っている事でしょう。
　協会の皆さまも市民の皆さまもたくさんの応援をお願いします。

●日の出中学校野球部　関東大会ベスト８！
　毎年7月から8月にかけて中学校総合体育大会が開催されています。
　今年は日の出中学校野球部が関東大会ベスト８という快挙を成し遂げました。
　日の出中学校は県大会準決勝で松戸三中を延長戦で破り、関東大会出場を決めました。
　関東大会も1回戦を勝ち上がり、全国大会出場をかけ神奈川県相模原市立大沢中学校と対戦しました。
　この大会の優勝校となった大沢中との戦いは雨という悪条件の中で十分に力を出し切ることができず敗れてしまいま
したが、千葉県準優勝、関東大会出場の堂々とした成績と、それに至る日々の努力の積み重ねは本当にすばらしいものでした。
　その他の市内中学校各部活動も来年の夏に向けて練習を積んでいるところです。応援よろしくお願いいたします。

●関東Ｕ14クラブチャンピオンシップ男子バレーボール大会に参加して
　本大会は従来の学校単位での枠組を取払い、広く小中学校の年代を中心とする若年層男子の競技人口の拡大推進を図り、底辺からトップへ
の一貫指導体制の確立をねらいとして開催されています。
　7年前から市内で小学生男子チームを立ち上げて活動を行っていましたが、市内中学では男子バレーボ
ール部は富岡中学校だけです。小学校よりバレーボールを続けていたが中学では他の部活もしくは越境し
て続けるかの選択を迫られていたため、今年度より中学の部を結成し関東Ｕ14クラブチャンピオンシップ
男子バレーボール大会に参加しました。1年生中心のチームで初出場ながら千葉県大会で準優勝し、関東
大会へ出場することができました。関東大会は、惜しくも1回戦敗退ではありましたが今年の高校バレー
ボールのインターハイの会場となった東京都墨田区総合体育館でプレーできたことは子どもたちにとって
良い経験になったかと思います。
　これからも中学、高校と繋がる活動を続けていきたいと思います。

●東京学館浦安中学校剣道部　第68回千葉県中学校総合体育大会剣道大会男女優勝
　７月30日～31日八日市場ドームに於いて、第68回千葉県中学校総合体育大会剣道大会が開催されました。
　団体男子の決勝戦は、昨年と同じ様に同浦安市川ブロックの東海大学付属浦安高等学校中等部との対戦となりました。本年の結果は１－１、
代表戦で見事に破り、初優勝をしました。団体女子の決勝戦は、幾度となく決勝で対戦している君津ブロックの千葉国際中学校と対戦しまし
たが、見事に破り、２度目の優勝をしました。個人男子では、黒木裕二郎選手が決勝戦で勝浦中学校の岩切勇磨選手と対戦し敗れはしました
が素晴らしい試合を行い、準優勝しました。また、八代雄士選手が3位となりました。個人女子の決勝戦では、同校同志の徳田朱咲選手と菊川
ともみ選手の対戦となり、徳田選手が優勝、菊川選手が準優勝となりました。
　この結果、千葉県では同校内で初となる団体男子・女子、個人男子・女子の４部門の全国大会出場権を取得しました。

第30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

男子走高跳 鷲嶺　諒馬 南　小 1m28 6位
6年女子100ｍ 市川　沙織 北部小 14秒34 7位
女子ソフトボール投 慶本　怜奈 南　小 45ｍ19 5位

第9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

男子80ｍハードル 逢阪　　健 東野小 13秒43 6位
女子1000ｍ 岡田　里優 明海南小 3分24秒38 7位
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■ サッカー協会

■ 卓球連盟

■ 弓道連盟

■ 空手道連盟

■ 少林寺拳法連盟

■ ソフトテニス連盟

●切れ目ない環境を整えるために
　浦安市サッカー協会には、現在約3,000名が所属しています。週末となると市内の学校や球技場で練習、大会な
どが活発に行われています。登録者数で一番を占めているのが小学生（四種）で、コーチングスタッフも含めると
全体の約60パーセントを占めています。この60パーセントの会員が中学校、高等学校に進み、将来にわたってサッ
カーを楽しんでいくことに、現在、サッカー協会として力を注いでいます。女子の育成は、なでしこジャパンの快
進撃に代表されるように、サッカーをやりたい女子の進路を確保するために、U-15女子の育成に取り組んだり、小
学生のお子さんがいるお母さんたちがチームを編成し年４回の大会を開催し、女子の環境が整いつつあります。また、男子においては、市内
の中学生世代の今まで以上の交流を進めるため、今年度下半期から市内のクラブチームによるリーグ戦をスタートさせました。来年度からは
市内の中学校も含めた年間リーグ戦を企画していきたいと考えています。
　それでも課題は山積しています。現在は競技者人口が増加している状況ではありますが、少子化・高齢化の進展は進み、競技者人口動態の
変化にどう対応していくか、アスリート育成とエンジョイサッカーのバランスなど、優先順位をつけることなく、いかに切れ目のないサッカ
ー環境を整えていくかがカギとなっています。サッカー協会は、「生涯楽しくサッカーを続けていくために」をモットーに、日々の変化に的確
に対応するとともに、さまざまな課題に正面から向き合い、少しでも「浦安ブランドの再生・創生」に寄与できるように努力していきます。

●ラージボール卓球の講習会を開催
　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、
昨年に続き総合体育館と卓球連盟の共催事業として、9月2日(火)から10月14日（火）にかけて、6回の講習会を
開催しました。素晴らしい講師の下、毎回2時間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。

●浦安スポーツフェア2014に参加しました
　10月12日浦安スポーツフェアが行われ、弓道連盟も参加しました。秋晴れの弓道日和のなか、体験者数は史上最多の
245名！見学者91名！子どもからお年寄りまで、楽しそうに的に向かわれていました。
　弓道連盟有志による演舞では、的に矢が中たると大きな拍手が湧き上がりました。皆さん、弓の醍醐味の一端をお感
じになられたのではないでしょうか。また来年も沢山の方のご来場をお待ちしています。

●内田　千奈美さんインターハイ出場！
　平成26年6月16日に平成26年度千葉県総合体育大会空手道大会（兼全国総体県予選）が行われ、千葉県内29の高校
空手部の学校が参加しました。その大会に市空手道連盟所属雄飛会所属の内田千奈美さん（麗澤高校）が出場しました。
高校最後の試合。負ければ引退、勝てばインターハイ出場。絶対インターハイに出場するという強い気持ちで１戦１
戦を戦い、見事千奈美さんは3位入賞を果たし、千葉県高校代表として、インターハイ出場の切符を手にしました。
　そして千奈美さんは、8月1日～4日の4日間にわたり、千葉県印西市にある印西市松山下公園総合体育館で行われた、
第41回全国高等学校空手道選手権大会に出場しました。千奈美さんが出場する種目の女子個人組手の部には、96名
の各県代表選手が集まりました。1回戦の相手は、佐賀県代表選手に5-2で勝利しましたが、2回戦の相手である広島
県代表選手に3-5で惜しくも負けてしまいました。千奈美さんは「幼少のころから空手を始め、最後にインターハイ
に出場できたことをとても嬉しく思っています。大会に出場できたのも、道場の先生、先輩、学校の先生や仲間のお
かげです。皆に感謝しています、今後も感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいと思ってます。」とコメント。

●千葉県大会で最優秀賞（１位）、優良賞（３位）を受賞
　６月15日、船橋総合体育館のアリーナで開催された少林寺拳法千葉県大会に出場し、運用
法の部（昔日の乱取りです）で本多智裕、豊間根洋行両拳士が最優秀賞（１位）を受賞しました。
　小学生有段者の部、小学生１～３級の部でも優良賞(３位)を受賞しました。当連盟では、県
大会に向けて厳正な予備審査を行い、少数精鋭の代表拳士が出場しており、来年は更に向上さ
せる努力が肝要であり、結果の有無に一喜一憂することなく、日頃の修練の態度、コツコツと
続けて取り組む姿勢及び同志間の連帯性を深めて参ります。身心共に有意義な大会となりまし
た。

●第36回関東家庭婦人大会優勝　一般の部　宇田川・松村ペア優勝
　皆さんのおかげで、昨年に続き2連覇させて頂きました。子どもをテニスコートに連れて行
っても、みんな優しく受け入れてくれるので、ソフトテニスを楽しく続けさせて頂いています。
今では子供達も浦安ソフトテニスジュニアに入会し、親子でソフトテニスを楽しんでいます。
　平成26年度全国小学生千葉県予選会が、10月18日に行われ浦安ソフトテニスジュニアから
全国大会出場が決定！ 4年生以下女子の部、布施谷嶺、市原ジュニアの長井さんとペアで3月に
白子町で開催の全国大会に出場します。応援宜しくお願いします！
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浦安スポーツフェア2014

浦安市体育協会　研修会

第24回東京ベイ浦安シティマラソン

　10月12日（日）運動公園・総合体育館・屋内水泳プール・高洲海浜公園パークゴルフ場に於いて、浦安スポー
ツフェア2014を開催しました。このスポーツフェアは気軽にスポーツに親しみ、スポーツの楽しさを体験し広く
スポーツに対する意識の向上を図りることを目的に、体育の日の時期に合わせ毎年開催しています。
　当日は天候にも恵まれ、約23,000名が来場しました。浦安市体育協会からは14団体がスポーツ体験コーナーや
チャレンジゲームの運営協力をしました。スポーツ体験コーナーでは、市民の皆さんが普段体験することが難しい
アーチェリーや弓道などを体験したり、テレビで流行したストライクアウト、キックターゲットに挑戦したりと楽
しい1日を過ごされました。
　また、毎年人気がある赤ちゃんダービーでは、１歳～３歳までの小さな子たちが各クラスに分かれ、優勝を目指
し家族の待つゴールへ飛び込んでいました。
　さらに今回は茨城県下妻市から少年サッカーチームを招き、本市の少年サッカーチーム舞浜ファルコンズと交流
試合を行ったり、Ｆリーグのバルドラール浦安によるサッカークリニックを受けたりしました。下妻市から参加し
た子どもたちも大変楽しまれ、「また来年もぜひ参加したい」とのことでした。

　11月25日（火）運動公園総合体育館に於いて、体育協会主催で「体幹トレーニング」研修会を開催し、各加盟
団体から59名が参加されました。この体幹トレーニング研修会は、平成23年度にも実施しており参加者に大変好
評を得ていました。スポーツでも何でも、体幹が安定しないと力の伝達も上手くいかないことから、現在ではプロ
スポーツ選手もトレーニングに取り入れています。体幹を鍛えることにより、姿勢や体のバランスがよくなり、怪
我の予防にも役立ちます。
　体育協会研修会で何度か講師を務めていただいております、総合体育館トレーニング指導員の吉岡さんのわかり
やすい説明を受けながら、実際にトレーニングに取り組みました。皆さん真剣に取り組みながらも、笑顔のあると
ても充実した研修を体験しました。

　第24回東京ベイ浦安シティマラソンは、平成27年2月1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10Km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5,478名が申込みを
され、TDR周辺を爽やかな風に乗って走ります。
　申込みは、すでに締め切っていますが、例年11月1日から申込みを開始
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、今回は10Kmの部が復活し、新しく出来ました運動公園陸上競技
場がゴールとなります。
　大会当日は運動公園内に模擬店も多数出店しますので、マラソンに参加し
ない応援の方たちも楽しめます。ご家族、お友達を誘ってご来場ください。

指導員の吉岡さんによる指導

赤ちゃんダービー

ペアを組んでのトレーニング

チャレンジゲーム

ゲーム感覚で楽しく鍛えられます

ステージでの演武発表
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浦安市体育協会加盟団体一覧　みなさんふるって参加しましょう！

団体名 活動概要 加入の仕方 HP有無 担当者（連絡者）

野球協会 舞浜球場・中央公園球場に於いて、春・秋の市民大
会を開催。1部13チーム、2部24チーム、3部16チ
ームです。

3月と8月に申込み受付 牧野　亙
090-1110-4085

卓球連盟 総合体育館に於いて、春・秋の市民大会を含め10試
合を開催。練習は各クラブ毎に小学校、公民館等で
行ってます。

連盟への加入は、連盟登録クラブへの
加入を通じて可。

緒方　雄介
ogatanch@gmail.com

柔道協会 中央武道館に於いて、春・秋の市民大会を開催。毎週、
火木土の19時より中央武道館で練習中です。

小学１年生より一般まで対象。 宇田川　富生
090-4925-6137

ソフトテニス連盟 幼児から90歳超まで、初心者から名選手まで、中央
公園コートで練習しています。多数試合あり

連盟ＨＰからご連絡ください。見学歓
迎。

○ 田所　博
hitadokoro500227@yahoo.co.jp
連盟ＨＰ
http://urayasust.web.fc2.com

剣道連盟 市内小中学校、武道館等を活動拠点として、15団体
が稽古に励んでいます。

個人・団体でも随時加入可能。初心者
の加入も歓迎。

須賀　達春
090-4609-0028
文違　一博
hijikai.kazuhiro@city.urayasu.lg.jp

バレーボール協会 総合体育館で、春・秋市民大会6・9人制のソフトバ
レーを開催。毎週火曜日にバレーボール教室を開催。

個人登録です。浦安市バレーボール協
会のＨＰ。

○ 岡田　健嗣
kenji.knetcorp.2.24@docomo.ne.jp

バドミントン協会 総合体育会に於いて、春・秋の市民大会と協会主催
のオープン大会を５回開催。シングル、ダブルス大
会は近郊の高いレベルの選手たちも目標とする大会
です。

協会加盟７クラブあり。各クラブで随
時入会可能です。

○ 協会ホームページにて確認ください

水泳連盟 市民水泳記録会と講習会の開催、県大会へ参加をし
ています。

市民水泳記録会または講習会に参加し
てください。

○ 佐々木　義彦
u_suiren@yahoo.co.jp

空手道連盟 春・秋と市民大会を開催。毎日夕方5時～9時まで練
習。詳しい内容は事務局まで連絡下さい。

個人・４才からも加入可能。初心者の
加入も歓迎。

内田　典恵
090-4224-2566

テニス協会 各種大会及びスクールを中心に企画しています。
詳細は浦安市広報及び浦安市テニス協会ＨＰをご覧
ください。

団体加入ですので市内の協会加盟各ク
ラブに入会ください。

○ 青柳　和治
351-4331
kz-aoyagi@ray.ocn.ne.jp

サッカー協会 50歳以上の方でサッカーをやりたい方、月に数回楽
しくサッカーしています。まずは見学歓迎！

協会ＨＰ、シニア委員会からアクセス。 ○ 事務局
urayasu.fa.2006@ufa.jp

ソフトボール協会 市民大会（春・秋）の開催。県・関東・全国大会・
千葉県民大会への出場。中学生・一般・実年・シニ
アが参加・活動中

個人・チームでの参加できます。個人
の場合、チームをご紹介します。

○ 和田　芳明
yoshiaki-wada@jcom.home.ne.jp

陸上競技協会 江戸川区陸上競技場にて、春・秋3回市民大会を開催。
来年度より浦安市陸上競技場での開催

個人・団体でも随時加入可能。ジュニ
ア育成指導者歓迎。

齊藤　晴一
090-3878-1240
saitou.seiichi@city.urayasu.lg.jp

ゴルフ協会 春・秋に市民大会を開催。県民大会にも選手団を派遣。
Ｈ25年度は優勝を果たしました。

18歳以上（学生除く）の方。初心者歓
迎。随時加入可。

賀川　博行
380-0025

ラグビーフットボール協会 ＨＰを参照ください。
子供：http://urayasu.d2.r-cms.jp/
大人：http://urayasu-rfc.d2.r-cms.jp/

個人のみ、詳細はＨＰをご覧ください。 ○ 辻田　明
381-0080

少林寺拳法連盟 1. 清掃を32年間、募金を23年活動中
2. 連盟加入団体は優秀な指導者達
3. 全国大会等で毎年優秀成績更新

個人の随時入会可能。初心者（親子）
歓迎します。団体は別途。

豊間根　洋行
090-9374-2771

合気道連盟 総合体育館に於いて、年2回の市民大会を開催。月
曜を除く毎日、市内各所で稽古しています。

個人のみ。随時加入可能。初心者歓迎。 中嶋　正憲
080-5656-4630
安藤　毎夫
355-7140

アーチェリー協会 スポーツコートで春・秋の市民大会を開催。弓道場
を加え、水・土・日の週3回貸切練習。月例の競技会。

アーチェリー基礎技術を習得した個
人。随時入会可。

○ 上遠野　明夫
090-3332-8629

スキー連盟 冬季シーズンにスキー教室や市民大会を開催してい
ます。スキー好きの仲間の会です。

随時加入可能。詳細はＨＰ参照くださ
い。

○ スキー連盟ＨＰのお問合せを参照

バスケットボール協会 春・秋と市民大会を開催。代表者会議、審判講習会、
理事会を開いています。

審判講習会迄に申込。詳しくは協会Ｈ
Ｐで

○ 内田　勝男
352-3978

弓道連盟 総合体育館弓道場において、毎週奇数の土日を中心
に練習。月1回は記録会（射会）を開催。

経験者は随時加入可。未経験者は弓道
コースに参加。

北村　圭
050-3767-7141
info@io.ocn.ne.jp

小中学校体育連盟 各小中学校ごとに活動しています。学校規模や実態
に応じて多少の違いはありますが、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。

小学校は概ね4年生以上、中学校では
全校生徒が対象。

萩野　浩明
351-1111

カヌー協会 境川の高洲橋周辺及び東野プールにて毎週土日の10
時から練習しています。体験乗船常時可。

体験乗船後常時加入可。艇＆装備あり。 ○ 三浦　寛
090-7729-1387
kanhm9904@ybb.ne.jp

※詳細は各団体担当者へご連絡ください。
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浦安市総合体育館
指導員　柿崎直宏

テーピングについて
テーピングは“運動する人だけがするもの”と認識しがちですが、運動習慣のない方
やご高齢の方も、正しい使い方をすれば、良い効果を得られることができます。
もちろん日々運動されている方もケガの予防やパフォーマンス維持のため基礎知識を
身に付けましょう！

『テーピングの目的』
　☆ケガの予防：ケガをしやすい部位にあらかじめテーピングを行うことで、ケガを予防できます。
　☆再 発 防 止：ケガをしている部位や以前にケガをした部位にテーピングを行い、悪化や再発を防ぎます。
　☆応 急 処 置：ケガ直後にテーピングを行うことで、患部を固定・圧迫し痛みや腫れを防ぐことができます。

『テーピングの効果』
　Ⅰ　関節の動く範囲を制限… 関節が正常な範囲を越えて動くことで、捻挫や脱臼が起こります。関節の動きを制限することでケ

ガの予防やケガの悪化・痛みなどを防ぐ効果があります。
　Ⅱ　筋肉や靭帯・腱を補強… ケガや疲労・加齢によって筋肉や靭帯・腱の働きが低下することがあります。テーピングを行うことで、

その働きをサポートする効果があります。
　Ⅲ　患部を固定・圧迫……… 応急処置で用いられる方法。ケガをした直後に患部を圧迫することで、腫れや内出血を防ぎ、固定

することにより動きに伴う痛みをやわらげる効果があります。
　Ⅳ　不安感を軽減…………… ケガに対する不安があると運動時のパフォーマンスは低下します。テーピングを行うことで再発の

可能性が低くなり、運動時の精神的な支えとなります。
『テープの種類』
　☆非伸縮テープ（ホワイトテープ）《使用時の主な効果Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ》
　　もっとも一般的なテープ。しっかり固定し、動きの制限と圧迫ができます。
　☆伸縮テープ《使用時の主な効果Ⅰ、Ⅳ》
　　比較的ソフトに固定でき、可動域の大きな肩や膝などに用いる。巻くときの力加減で固定力を変えられます。
　☆筋肉サポートテープ（キネシオタイプのテープ）《使用時の主な効果Ⅱ、Ⅳ》
　　筋肉や皮膚と同じ程度の伸縮があり、筋肉や靭帯・腱のサポートや疲労や痛みを軽減することができます。

ケガの部位や種類が数多くあるように、その症状に対する正しい巻き方・テープの種類・姿勢などがあります。
その全てをご紹介するのは難しいため、今回は簡単にできるケガ予防（補強）のテーピングをご紹介します。

★アキレス腱にかかる負担を軽減するテーピング（キネシオタイプのテープ  幅50㎜使用）
 ①カカト中央の浅い位置からアキレス腱を
 　おおうように引き上げて、膝の裏まで貼ります。
 ②カカトの底の深い位置からカカトの外側を通り
 　アキレス腱の上を通り、ふくらはぎの内側に貼ります。
 ③カカトの底の深い位置からカカトの内側を通り
 　アキレス腱の上を通り、ふくらはぎの外側に貼ります。

根本的にテーピングはケガを治すものではありません。自身の判断でテーピングに頼るのではなく、ケガをしたら
必ず医師の診断を受けることが大切です。また、正しいテーピングを行ったから絶対にケガをしないという訳では
ありませんので、テーピングの特性を上手に活用し今後のスポーツに役立ててください。

※ 筋肉と骨を結びつける『腱』は加齢と共に、伸張性が低下して怪我をしやすくなります。このテーピングでは運動によってふくらはぎの筋肉が疲労し、
アキレス腱への負担が増すことを補えます。

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

アキレス腱が
伸びていない体勢で
行いましょう！




