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　加盟団体の皆様におかれましては、日頃より本市社会体育の振興と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。
　4月1日に念願の浦安市運動公園陸上競技場がオープンいたしました。この競技場は日本陸連の第4種公認の競技場に対
応している、市内で初めて整備される本格的な陸上競技場となります。
　今後は体育協会としましても、色々な競技会を開催出来るほか主要競技会を誘致しやすくなるなど、市民のスポーツ振
興に寄与するものと考えておりますので、多くの皆様にご利用していただきたいと思っています。
　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。

　加盟団体の皆様には、体育協会主催の様々な協会事業におきまし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いただき有難うございます。
　5月の理事会におきまして、理事の皆様から推薦を受け理事長という大役を仰せつかり2期目を迎えます。本市体育協会
の充実を図り、より良い体育協会を目指していきたいと考えています。
　さて、2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、本市体育協会から、そして浦安市から出場でき
るような選手が生まれることを願っております。そのためには、トップ選手の育成や指導者の招聘、練習環境の充実など
課題も沢山ありますので、行政と連携し選手を育てていきたいと考えております。
　今後とも皆様には体育協会へのご支援、ご協力のほどお願い申し上げます。

会  長  野崎��実

理事長  福元��明彦

平成27年度　体育協会事業計画
行　事　名 主催等 日　程 開　催　場　所

体育協会表彰式 主催 4/18 文化会館（中会議室）
広報誌・体協だより（30号） 発行 6/15
春季市民体育大会

共催

野球競技 3/29〜 運動公園野球場　他
卓球競技 5/10 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 5/17 中央武道館
ソフトテニス競技 5/9 運動公園テニスコート
剣道競技 5/17 東小学校体育館
バレーボール競技 4/19〜 総合体育館メインアリーナ・サブアリーナ
バドミントン競技 5/24 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 6/7 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 5/17〜 運動公園テニスコート他
サッカー競技 5/10〜 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 4/12〜 今川球技場
陸上競技 6/13 運動公園陸上競技場
合気道競技 5/17 総合体育館メインアリーナ
アーチェリー競技 4/19 運動公園スポーツコート
バスケットボール競技 7/12 総合体育館メインアリーナ
弓道競技 5/31 総合体育館弓道場

夏季市民体育大会
水泳競技 共催 7/5 総合体育館屋内プール

納涼花火大会（会場警備協力） 協力 7/25 総合公園
秋季市民体育大会

野球競技

共催

8/30〜 運動公園野球場　他
卓球競技 10/4〜 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 11/15 中央武道館
ソフトテニス競技 10/10 中央公園テニスコート
剣道競技 10/18 総合体育館メインアリーナ
バレーボール競技 9/20〜 総合体育館メインアリーナ・サブアリーナ
バドミントン競技 9/27 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 11/1 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 10/25〜 運動公園テニスコート他
サッカー競技 9/27〜 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 9/6〜 今川球技場
陸上競技 10/31 運動公園陸上競技場

行　事　名 主催等 日　程 開　催　場　所
ゴルフ競技

共催

10/10 未定
少林寺拳法競技 11/８ 中央武道館
アーチェリー競技 10/12 運動公園陸上競技
バスケットボール競技 1/16〜 総合体育館
弓道競技 9/13 総合体育館弓道場

65回千葉県民体育大会・夏季大会
水泳競技 参加 9/6 千葉県国際総合水泳場

浦安スポーツフェア2015 協力 10/11 運動公園･総合体育館
65回千葉県民体育大会・秋季大会

野球競技

参加

10/17、18 山桑野球場他
卓球競技 10/10、11 大網白里アリーナ他
柔道競技 10/25 千葉県総合スポーツセンター武道館
ソフトテニス競技 10/24、25 フクダ電子ヒルスコート
剣道競技 10/12 日本武道館研修センター
バレーボール競技 10/17、18 茂原市市民体育館他
バドミントン競技 10/17、18 野田市関宿総合公園体育館
空手道競技 10/18 東金アリーナ
テニス競技 10/17、18 千葉県総合スポーツセンター庭球場
サッカー競技 8/29〜 市原市スポレクパーク他
ソフトボール競技 10/17〜 中台運動公園野球場他
陸上競技 10/18 鴨川市陸上競技場
ゴルフ競技 9/2 姉ヶ崎カントリー倶楽部
ラグビーフットボール競技 10/11〜 市原市スポレクパーク
アーチェリー競技 10/18 船橋アーチェリーレンジ
バスケットボール競技 10/11〜 船橋市運動公園体育館
弓道競技 10/17、18 千葉県総合スポーツセンター弓道場
カヌー競技 10/18 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（31号） 発行 12/15
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25回東京ベイ浦安シティマラソン 協力 2/7 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〜 会津高原たかつえスキー場
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平成27年度功労賞・優秀賞表彰

優　　　　秀　　　　賞
ブリオベッカ浦安

（浦安市代表チーム） サッカー 千葉県サッカー選手権大会 優勝

malva chiba
fc U-12

フットサル

バーモントカップ
第24回全日本少年フットサル大会 優勝

バルドラール浦安
セグンド

PUMA　CUP　2015　第20回全日本
フットサル選手権大会関東大会 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

夏原　麗子

ソフトテニス

全日本シニア選手権 準優勝

野間　ひろみ 千葉県レディース大会 優勝

林田　美幸 ルーセント杯千葉県大会 優勝

宇田川　なつみ 関東家庭婦人大会 優勝

加納　優子 テ　ニ　ス 第68回千葉テニストーナメント 優勝

浦安市立　日の出
中学校卓球部 卓　　球 第44回千葉県中学校新人卓球大会

男子団体の部 優勝

浦安レディース ソフトボール 第９回千葉県エルデスト
ソフトボール選手権大会 優勝

浦安ウィングス
ラグビー

フットボール

第11回全国小学生タグラグビー選手権
大会地区予選　中関東ブロック大会 準優勝

浦安ビアーズ 千葉県クラブ選手権大会 優勝

QUEEN　BEE バスケット
ボール

第41回　全日本クラブバスケットボール
選手権大会 第３位

宇田川　敏明 バレーボール 第5回全国ヴィンテージ8'S
バレーボール交流大会 第３位

田中　恵祐

アーチェリー

平成26年度第3回千葉県中学生大会 優勝

坂本　　偲 平成26年度第3回千葉県中学生大会 準優勝

坂本　　悠 平成26年度第1回千葉県中学生大会 優勝

早田　真宙
水　泳

平成26年度千葉県中学校総合体育大会
（男子200m自由形　男子100m自由形） 優勝

加藤　隆真 平成26年度千葉県中学校総合体育大会
（男子400ｍ個人メドレー） 優勝

浦安市代表チーム

剣　道

第62回千葉県地区連盟対抗剣道優勝大
会中学生の部 優勝

東海大付属　浦安
高等学校剣道部

平成26年度千葉県高等学校
新人剣道部大会　男子団体の部 優勝

東京学館浦安高等
学校剣道部

第61回関東高等学校剣道大会
千葉県予選会　女子団体の部 優勝

東京学館浦安中学校
男子剣道部

第67回千葉県総合体育大会剣道大会
男子団体の部 優勝

東京学館浦安中学校
女子剣道部

第67回千葉県総合体育剣道大会
女子団体の部 優勝

北田　奈子 平成26年度千葉県中学校総合体育大会
剣道大会　女子個人の部 優勝

徳田　朱咲 第67回千葉県総合体育大会剣道大会
女子個人の部 準優勝

藤城　　心

柔　道

平成26年度第39回関東中学校柔道大会
女子48kg級 優勝

醍醐　恵二
藤城　靖博

日本ベテランズ国際柔道大会兼　第11回
日本マスターズ柔道大会　投の形の部 優勝

坂東　雅邦 日本ベテランズ国際柔道大会兼　第11回日本マ
スターズ柔道大会　65歳〜69歳の部　66kg級 準優勝

浦安市空手道連盟
男子チーム

空　手　道

第64回千葉県民大会空手道競技
男子団体の部 優勝

浦安市空手道連盟
女子チーム

第64回千葉県民大会空手道競技
女子団体の部 優勝

内田　典恵 第4回マスターズ関東大会2014
3部（45〜49歳）　個人組手 第3位

川手　香織 第4回マスターズ関東大会2014
4部（50歳以上）　個人組手 第3位

小林　千晃 第14回全日本少年少女空手道選手権大会
6年生女子組手 第3位

浦崎　綾花 第3回関東少年少女空手道選手権大会
4年生女子組手 第３位

長畑　　薫 合　気　道 第59回全日本神館合気道総合演武大会
黒帯女子の部 優勝

宮岡　柚季 新　体　操 平成26年度　千葉県中学校新人体育大会
（ロープ競技） 優勝

穂積　玲奈
カ　ヌ　ー

JOCジュニアオリンピックカップ 優勝

浦安市カヌー協会
男子チーム 第64回千葉県民大会カヌー競技 優勝

　平成27年4月18日、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。昨年度と同様に、多くの小中学生
が優秀な成績を収めています。今年度についても、これまで以上の成績があ
げられるよう期待しています。2020年に開催される東京オリンピック選手が
浦安市から輩出されることを願っています。

功　　　労　　　賞
石井　保興 野球協会
清水　照子 ソフトテニス連盟
立石佐智江 バレーボール協会
小原　政孝 テニス協会
斉藤　信義 ソフトボール協会
米田　　喬 陸上競技協会
関　　喜和 ゴルフ協会
難波　久子 スキー連盟
中村　義行 弓道連盟

平成27年度　表彰式　記念撮影

野崎会長より賞状とトロフィーの授与 平成27年度より教育長に就任された
細田玲子氏　懇親会のご挨拶に出席

松崎市長からのお祝いの言葉

受賞者からのよろこびの声

石井　保興　様
（野球連盟）

小原　政孝　様
（テニス協会）

中村　義行　様
（弓道連盟）

斉藤　信義　様
（ソフトボール協会）

難波　久子　様
（スキー連盟） 

米田　喬　様
（陸上競技会）

第２の人生で浦安の野球協会へ
恩返しをしたいとの思いで協会
役員を務めてきました。野球協
会のスタッフの拡充を図りたい
です。

「１人でも多くの子供達にテニ
スを体験して欲しい」という思
いで続けてきました。夢は、孫
とテニスの試合に出場すること
です。

賞を頂いたこと大変光栄に思っ
ております。今後も、より多く
の市民の方々に弓道のおもしろ
さを発信していきたいです。

楽しみながらやって来た事で功
労賞をいただき大変嬉しく思い
ます。今後もソフトボールの審
判として楽しみながら頑張りま
す。

この度は功労賞を賜りましてあ
りがとうございます。今後もス
キーを通して地域の活動に貢献
できるように励みたいと思いま
す。

浦安ジョギングクラブ創設等、様々
な活動が顕彰され嬉しく思います。
競技志向が強いスポーツの世界で
見落とされがちな、弱者のための
環境整備が今後の使命です。
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浦安スポーツフェア2015開催案内

生涯学習部　市民スポーツ課のご紹介

　生涯学習部長を拝命しまして2年目を迎えました。
　「生涯スポーツ健康都市宣言」の趣旨を踏まえ、スポーツに親しめる環境づく
りやスポーツを通じて市民が心身共に明るく健康な生活が送れるよう、体育協
会の皆様と一緒に、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2015を下記のとおり開催いたします。スポーツフェアは、市民が気軽にスポーツに親
しみ、生涯にわたって心身ともに明るく健康な生活を送れるよう「体育の日」の時期に合わせて開催している、
浦安市最大のスポーツイベントです。毎年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、
ご家族、お友達をお誘いあわせのうえご来場ください。
日時：平成27年10月11日（日）　午前9時30分〜午後4時
会場：運動公園・総合体育館・屋内水泳プール・運動公園陸上競技場
１．�チャレンジラリー………ラリーカードを持っていろいろな種目にチャレンジして賞品をもらおう。約50種

類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………当日はプールを無料開放するほか、プールイベントを行います。
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

手道の演武などを鑑賞いただけます。
５．�こども広場………小さなお子様が楽しめるよう、さまざまな遊具

を用意しています。
６．�健康増進ゾーン………市内スポーツクラブにご協力いただき、健

康チェックができるブースを用意します。
７．�模擬店………飲食物等を提供する模擬店が出店します。
８．�赤ちゃんダービー………毎年9月初旬ごろに参加者を募集していま

す。200名近い赤ちゃんが参加する名物イベントです。

部長　石田　和明

生涯学習部 参事　永井　勲
次長　石井　正幸　（転入）

市民スポーツ課 課長　三枝　明 森田　和徳（課長補佐） （27.4.1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
小川　博嗣（係長） 横川　泰裕（主事） 渡邊　康斗（主事）
川上　元大（新規採用）

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

転　出　者　　 加藤　茂（次長）　　須賀　達春（係長）　　矢田　隆廣（副主査）

川手　香織　選手
（空手道）

坂本　悠・偲　選手
（アーチェリー）

田中　恵祐　選手
（アーチェリー）

穂積　玲奈　選手
（カヌー）

早田　真宙　選手
（小中体連・水泳）

宮岡　柚季　選手
（小中体連・新体操）

この度は、このような賞を受賞
できて大変光栄に思います。一
昨年の優勝を奪還すべく、稽古
に励む所存です。

今年度も受賞できて大変うれし
いです。高校生になるので国体
やインターハイ等に出場できる
よう、練習の質や量を増やした
いです。

今回、受賞できてとても嬉しい
です。今年度も受賞できるよう
に、集中して練習していきたい
です。目標は、関東大会で上位
に入ることです。

この度、優秀賞を受賞できて大
変光栄に思っております。今年
度は、昨年度よりも良い記録で
勝利していきたいです。

2年連続でこのような賞をもら
ったことができてとてもうれし
いです。今後は、インターハイ・
国体優勝を目標に努力していき
たいです。

このような賞をもらえるとは、
思いませんでした。今年は、全
国中学校大会まで進めるよう
日々練習に励んでいきたいと思
います。

malva chiba fc U-12
（フットサル）

東海大学付属  浦安高等学校  剣道部
（剣道）

東京学館浦安高等学校  剣道部
（剣道）

北田　奈子　選手
（剣道）

浦崎　綾花　選手
（空手道）

小林　千晃　選手
（空手道）

2年連続優勝を目指していたの
で大変うれしく思います。今後
も全国優勝を目標として浦安
に優勝カップを持ち帰ってきま
す。

昨年度に続いての受賞を光栄に
思います。日頃から本校剣道部
を支えていただいている皆様の
おかげだと感謝し、日々精進し
ます。

今回、賞を受賞できて大変うれ
しいです。日々の練習の成果だ
と思います。より大きな大会に
出場できるように、努力してい
きたいです。

表彰していただきとてもうれし
く思います。これを励みに稽古
を頑張り、総体で2連覇を目指
して全国大会で上位をとりたい
です。

練習を一生懸命やった成果が出
てよかったです。今後の目標は、
いろいろな大会で勝ち進むこと
です。

優秀賞をいただくことができて
とても嬉しいです。中学生にな
り勉強や部活動で忙しくなりま
すが、優勝できるように頑張り
ます。

宇田川　なつみ　選手
（ソフトテニス）

林田　美幸　選手
（ソフトテニス）

長畑　薫　選手
（合気道）

ブリオベッカ浦安
（サッカー）

バルドラール浦安  セグンド
（フットサル）

バルドラール浦安  ラス・ボニータス
（フットサル）

このような賞をいただきとても嬉
しいです。今後は、更に大きな大
会にチャレンジしていくとともに
浦安ソフトテニスジュニアのサポ
ートにも力を入れていきたいです。

このような賞をいただき大変光
栄に思います。ソフトテニスを
楽しみながら、できるだけ長く
続けたいと思います。より一層
競技に励みたいと思います。

賞をいただき光栄です。一緒に
稽古をする仲間や家族の理解が
あっての結果だと思います。合
気道の楽しさを広めていきたい
です。

今回、このような賞をいただく
ことができ大変光栄に思ってお
ります。今年度よりチーム名を
変更したのでより一層気持ちを
入れていきたいです。

このような素晴らしい賞をいた
だきありがとうございます。今
後も賞をいただけるようチーム
一丸となって成長していきたい
です。

このような栄誉ある賞をいただ
きありがとうございます。全日
本選手権をはじめとした様々な
大会で優勝を目指したいと思い
ます。

毎年大人気の赤ちゃんダービー

各種目のステージ発表輪投げなどのチャレンジゲーム
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■ サッカー協会

■ 卓球連盟

■ バドミントン協会

■ 弓道連盟

■ バスケットボール協会

●ホームゲームで劇的な白星
　4月4日、関東サッカーリーグ開幕戦ブリオベッカ浦安vsジョイフル本田つくばFC戦が4月1日にオー
プンした陸上競技場を会場に開催されました。
　これまでブリオベッカ浦安（旧：浦安サッカークラブ）は、ホームゲームを他自治体が保有する会場
をお借りし開催してきましたが、陸上競技場がオープンしたことに伴い、悲願のホームタウンでのホー
ムゲーム開催ができるようになりました。
　試合は、ジョイフル本田つくばFCに先制されるも、後半残り11分に田中（貴）選手のゴールで同点に
追い付き、その2分後、坂谷選手が逆転のゴールを決め勝利しました。
　観戦に訪れた1,500名を超すサポーターから勝利の祝福を受けると、選手たちは口々に「よかった」と
の声が聞こえました。そうした中でも、大勢のサポーターの中で試合ができる喜びと緊張感がたまらな
くいいという声も聞こえました。
　サッカー協会では、スポーツがいつまでも浦安の地域活動の中心であることを願いつつ、浦安市が幼児から高齢者まで誰もが世界一楽しく
サッカーをできる街になっていくことを目指し、スポーツ観戦することもスポーツの一つと位置づけ、バルドラール浦安やブリオベッカ浦安
への支援を引き続き進めていきます。

●ビッグトーナメントの開催と若者の活躍
　4月12日（日）、本連盟が主管となっている日本ビッグトーナメント大会が行われました。日本卓球リ
ーグ実業団連盟のトップ選手男女20名による大会で、世界大会男子代表の村松選手、女子代表の平野選
手や今年のドイツオープン大会で史上最年少優勝を果たした伊藤選手も参加した大きな大会です。松崎
市長も観戦に訪れ、トップ選手の技術に目を丸くして観戦されていました。
　また、千葉県小中体連主催の千葉県新人戦において、日の出中学校男子卓球部が優勝を果たし、4月
18日に行われた本市の体育協会表彰式において優秀賞を授与されました。創部わずか2年での優勝を大
変素晴らしいと思うとともに、若者の活躍を嬉しく思います。「スポーツで輝け！」を連盟一丸となって
今年も目指していきたいと思います。

●ジュニアの育成を強化しています
　浦安市の未来のバドミントン選手を育てたい思いから、総合体育館で火曜日の夜にジュニアの練習を
始めて2年近く経ちます。初めはラケットにシャトルが当たらずに空振りをする子もいましたが、最近で
はシャトルがネットを越えて飛ぶようになりました。走ったり、シャトルを拾ったりと、きつい練習も
遊び感覚で楽しみながら行います。
　小学校高学年になると、ゲーム練習での勝つ喜びや負ける悔しさも感じるようになりました。そこで、
ジュニアの試合をやってみようということになり、今年度の市民大会でジュニアの部を試行的に行いま
す。これを機会に、浦安市の子ども達がバドミントンの楽しさを知り、それを見た子どもたちも一緒に
やってみたいと思ってくれたら嬉しいです。
　しかし、見た目よりもかなりハードなスポーツですから、保護者が見守る中で怪我防止のために、き
ちんとバドミントンシューズを履いて、体に負担のないように練習をしていければと思います。スポー
ツとしてバドミントンをやってみたい小学生がいましたら、是非見学に来てください。

●変化の年
　年度初めの恒例行事、総会と総会射会が行われました。
　さて、今年度は、アーチェリーと弓道の遠的ができる“弓場”の着工がいよいよ始まるということで、
連盟にとっても大きな変化を迎えます。現在、アーチェリー連盟さんと共有している弓道場ですが、新
しい施設が完成すれば弓道場の本連盟利用回数は大幅に増える予定でいます。
　将来、弓道人口が増えたとしても十分に対応できるだけの立派な設備が整いますので、期待をこめ、
新人コースを昨年度に引き続き年に３回行うこととなりました。春と秋のいつもどおりのコースに加え、
夏には毎週土曜日、まずは少し体験してみたいという方のための「体験コース」を初めて行います。「弓
に興味はあるけど、いきなりはちょっと…」と思われる方は、この機会にぜひご参加下さい。
　また、今年度は本連盟創立20年の節目の年となります。市民の皆様のご支援を得て、ますます発展し
ていければと考えておりますので、今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。

●創立30周年記念祝賀会
　当協会は平成26年7月をもって創立30周年を迎えました。平成26年12月21日に浦安ブライトンホテ
ルにおいて記念パーティを開催しました。
　当日は松崎市長や黒田前教育長をはじめとする行政や市体育協会並びに加盟団体の代表の方々、さら
には当協会の加盟チームの代表等、総勢94名の方にご参加いただきました。プログラムでは、加盟チー
ムの中で全国的に活躍するQueenBeeの表彰や大道芸、バスケットボールを使ったパフォーマンス、更
には当協会の阿部会長自ら津軽三味線の演奏を披露するなど会場を大いに沸かせました。
　ご参加いただいた皆様のご協力のもと、楽しい年末のひと時を過ごすことができました。改めて、ご
参加いただいた皆様に御礼申し上げます。
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■ 陸上競技協会

■ 野球協会

■ カヌー協会

■ 運動公園陸上競技場オープニングセレモニー・イベント

●次回はいよいよ市内での開催
　3月21日（土）、第29回市民陸上大会を開催しました。小学生から一般まで男女
1,041名が参加して熱戦が繰り広げられ、今回は2つの大会新記録が生まれました。
これまで江戸川区陸上競技場で開催していましたが、いよいよ次回からは新たに完
成した浦安市運動公園陸上競技場での開催です。

●東日本大会での経験を糧に　　ダイニチ闘魂ジョーズ　主将　澤井�義志選手のコメント
　野球協会からの推薦により東日本大会に出場することができました。市の代表としてこのような素晴らしい大会に出場で
きたことにまず心から御礼申し上げます。全国大会出場を目指し各市代表との2日間の試合に挑みました。これまで市民大
会のみの経験しかない我々にとっては短期間で多くの試合数をこなすという経験は初めてでした。
　今回感じたことは、他チームの選手層の厚さです。我々は、野手の能力は遜色ないと思っていましたが、投手は実績のあ
る選手が少ないのが現状でした。
　また、個々の能力の高さだけではなく、組織力の強さも感じました。おそらく今回優勝したチームはメンバー１人ひとり
の気持ちが強かったのだと思います。
　今回は準決勝敗退という結果に終わりましたが、チャンスがあれば次は必ず優勝を持ち帰れるよう、これからも精進しま
す。

●NHK杯を目指して
　日本のカヌースラローム競技大会の最高峰であるこの大会は、当然日本のスラローマーたちにとっては一度はその頂点に立ち栄光と名誉を
手にしたい憧れの大会です。本年も4月4日〜5日、富山県八尾町井田川でその大会が行われ、本協会からも小倉貴史（大2)、穂積将輝（高2)、
穂積裕輝（中2)の三名の選手が挑みました。
　まずは同大会への出場枠20名（内10名はシード選手）に入るための戦いを、全国から集う選手と争わなけらばなりません。例年にない増水
により、全長250ｍのコースのどこにも一息できるような場所はなく、場所によって波の高さは2ｍを超
えており、一瞬のミスで選手は艇もろとも空中に放り出されてしまいます。
　結果、小倉選手のみが出場権を獲得し準決勝に進出しましたが、決勝進出の上位10名枠の中には残る
事はできませんでした。準決勝までは若手選手の活躍も目立っていましたが、最終結果を見れば、やは
り波を読み波の力を利用する経験に長けたベテラン選手が上位を占める結果でした。
　今回は小倉選手はU23のメンバーの一員として、穂積将輝選手もジュニアナショナルBチームの一員と
して海外大会にも出場する予定なので、その成果を今後の大会に活かしてくるでしょうし、胸の内には
2020年の東京オリンピック・パラリンピックの文字が刻まれている事でしょう。穂積裕輝選手も今回の
挑戦選手の中では最年少、日本一厳しいコースを体験し、その中を漕ぐトップ選手の心技体を目の当た
りにしたことをこれからの練習にぜひ活かしていってほしいです。

●念願の市内競技場がオープン
　平成27年4月1日、浦安市運動公園陸上競技場がオープンしました。初日には多くのご来賓、市民の民様がお集まりのなか、盛大に記念セレ
モニーが行われました。また、浦安市教育委員会主催、陸上競技協会・サッカー協会・ラグビーフットボール協会主管で様々なイベントが開
催されました。
　なお、運動公園については今後平成27年〜28年にかけて野球場とアーチェリー場の整備が進行中です。

大会新記録
種目 選手 記録

小学生男子50m 田崎　那智 　　 7秒99
小学生男子800ｍ 高田　康貴 2分51秒87

陸上競技イベント  4月1日（水）
●かけっこが早くなるコツ
　総合体育館職員に走り方のコツ
を指導いただきました。
　小学生50名が参加し、新しい競
技場で汗を流しました。
●中長距離ラン
　市内小学生以上を対象に1500
ｍ、3000ｍの記録会を実施しまし
た。真新しいトラックを31名が駆
け抜けました。

4月5日（日）
●中長距離模範走およびランニング教室
　あいにくの天気で総合体育館メインアリーナでの開催となりまし
たが、小学生47名が参加しました。
　講師は元陸上競技女子5000・10000ｍ五輪選手の弘山晴美選手。
本格的ながらも親しみやすい内容で、子供たちは熱心に指導を受け
ていました。
●子どもの体力向上講座
　総合体育館職員による運動能力を引き出すトレーニング講習会を
実施しました。小学生43名が、様々な動作を取り入れたトレーニン
グを楽しく取り組みました。

サッカーイベント
4月4日（土）
●関東リーグ開幕戦
　 ブリオベッカ浦安  対  ジョイフル

本田つくば
　 試合結果：ブリオベッカ浦安２－１

ジョイフル本田つくば
　来場者数：約1,500名
　 ※詳細はサッカー協会トピックスを

ご覧ください。

ラグビーフットボールイベント
4月12日（日）
●タグラグビー祭
　午前中に小学生を対象としたラグビ
ー教室、午後はタグラグビーの試合体
験を行い、240名の市民が参加しまし
た。
　ほか、お昼にはラグビーテレビ中継
テーマソングを歌う田中美里さんのラ
イブを開催するなど、盛大なイベント
となりました。
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団体の有名人

団体の有名人

今井　俊広　さん

鳥居　和男　さん

弓の伝道師

小学校の早朝練習を支えて12年

　今井さんは、16歳から弓を始め、社会人になっ
て一時止めたものの、総合体育館に弓道場ができる
と聞き、それに備えて東京の江戸川区で弓を再開さ
れた程の弓好きです。
　浦安市弓道連盟の前身、「浦安弓道クラブ」創立
メンバーの一人であり、当初の苦労も色々ご存じの
方です。（安土が硬すぎて、矢が刺さらなかったこ
ともあったとか・・・！）
　お仕事の関係で、平日のみの練習をずっと続ける
かたわら、毎週火曜日の支援事業の講師や、弓道コ
ースの講師も務めてこられました。支援事業の講師
は今も続けていて、20年近くにも及びます。
　「常に正射を目指しているが、常に迷っている。
構築しては崩し、を１〜２年サイクルで繰り返して
いる。弓には終わりがない。探求。自分の可能性。
どこまで行けるか。体力が落ちてもそれに負けない
精神を鍛えることができるのが弓の魅力。楽しい仲
間と一緒に引けるのもまた大きな魅力。」と語る浦
安きっての弓の伝道師、今井さん。
　お会いしたい方は弓道コースにご参加くださ
い！（コース参加後、弓道教室に参加できます♪）
お待ちしています。

　鳥居さんがオリエンタルランド社に入社したの
と同じ34年前に、浦安市サッカー協会が発足しま
した。当時の加盟チームは６チーム。大会も中学校
の校庭をお借りしての開催でした。第1回市民大会
の優勝チームは鳥居さんが所属するオリエンタル
ランドでした。
　結婚と同時に浦安に移住。お子さんが地域のクラ
ブにお世話になったのをきっかけにコーチになり
ました。お子さんが卒業後も地域のクラブでコー
チとして活躍され、入船北小学校の平日朝練担当を
12年間続けれらました。今年からは美浜北小学校
の指導員として朝練のコーチを務めています。
　昨年、そうした鳥居さんを涙ぐませることが起き
ました。鳥居さんを“指導者の道？”に進ませたお
子さんが所属する社会人チームが、昨年の市民大
会で優勝。第1回大会でお父さんが優勝し、第33回
大会でお子さんが優勝。世代交代に思いを馳せなが
ら、“リトルからシニアまで世界一楽しくサッカー
ができる街・浦安”のスローガンのもと、浦安市サ
ッカー協会の会長として浦安のサッカーを支えて
います。
　「子供たちが練習や試合のたびに成長していく姿
をみることに大きなやりがいを感じる」と語る鳥居
さん。大きな目を見開き、時には説教を交えながら
の語り口にはまわりの人を巻き込む不思議な力が
宿っているようです。

＜プロフィール＞
　　所属団体：サッカー協会
　　生年月日：昭和33年3月25日
　　趣　　味：ゴルフ・B級グルメ巡り

＜プロフィール＞
　　所属団体：弓道連盟
　　生年月日：昭和23年8月13日
　　趣　　味：犬と戯れること
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■�小中学校体育連盟の活動

■�日の出中学校卓球部の活躍

●子どもたちの体力向上をサポート
　本連盟は、浦安市の小・中学生の保健体育を振興し、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とし、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
ともに活動しています。
　各学校の実状や少子化に伴う部員数の減少など課題はあるものの、子どもたちが、
自己記録の更新やチームの勝利を目指して頑張る姿には、多くの感動があります。各専門部では、子どもたちの競
技力や体力の向上、個性の伸長を図るとともに、子どもたちの相互の親睦が深まり、楽しく充実した学校生活が送
れるよう配慮し、大会運営や指導にあたっています。

●創部2年目の快進撃！目指すは全国大会出場
　平成25年度から活動をスタートした日の出中学校卓球部。歴史はまだまだ浅い中ですが、創部2年目の平成26
年度に千葉県中学校新人大会を制するなど、とても目覚ましい活躍を見せています。
　黎明期にもかかわらず快進撃をみせる日の出中学校卓球部。これからのさらなる活躍に目が離せませんが、そん
なチームについてとこれまでの活躍を今回はご紹介します。

○これまでの大会成績
・第44回千葉県中学校新人体育大会　男子団体優勝
・第21回関東中学校選抜卓球大会　　男子団体ベスト16
・第16回全国中学選抜卓球大会　　　男子団体3位トーナメント　第3位
・全日本卓球選手権大会〈中学生（カデット）の部〉
　14歳以下シングルス３回戦進出（ベスト64）石田　武くん
・全日本卓球選手権大会〈中学生（カデット）の部〉男子ダブルス　出場
　石田　武くん・丹羽　達朗くん

○日々の練習状況、チームの様子など
　日の出中学校卓球部は平成25年度に創設されました。部員全員が未経験者とい
う状態からスタートし「上に行かなきゃ見えない世界がある」という方針の下、

部員一同日々努力しています。
　平成26年度の千葉県新人体育大会では男子団体の部において優勝をすることが出来ました。創設3年目となる今
年度は総合体育大会で全国大会出場を目指します。応援よろしくお願いいたします。

少年・少女スポーツ

部員からのコメント
　僕たち卓球部は、全国大会出場を目指し日々努力してい
ます。技術面を磨くことはもちろんですが、礼儀やマナー
をしっかりすることも大切にしています。練習試合では県
内・外をはじめ、近隣の強豪高校にも胸をお借りしていま
す。今までお世話になった方々への感謝の気持ちを忘れず
に最後の引退の日まで頑張りたいと思います。

部長　石田　武くん
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浦安市総合体育館
指導員　柿崎直宏

夏場の運動に気をつけよう！
　暑い時期になると、新聞でも「熱中症」などの事故が取り上げられます。運動する
際は、季節に関わらず気をつけなければならない事がありますが、今回は『夏場』に
気をつけたい事をいくつかご紹介します！

★熱中症予防
・体調管理：運動前にその日の体調を確認しましょう！睡眠不足、発熱、疲労を感じる際は休養を！
・水分補給：�夏場の運動は汗の量も多くなり、水分はもちろんナトリウム(塩分)も失われます。失われた塩分を補給するため「喉

が渇いたと感じる前に」スポーツドリンクで水分補給をしましょう！スポーツドリンクは糖分が多めに含まれてい
ることから、水で2〜3倍に薄めることをお薦めします！

・服　　装：「通気性」や「速乾性」に優れた素材で、色合いも熱を吸収しにくい『白系』の服装を選びましょう！
　　　　　　また、帽子や薄手の長袖を着用することで、日焼けによる疲労を軽減することができます。

★運動をする時間帯はいつがいい？
　屋外の運動はもちろん屋内での運動も、暑い日中を避け、できるだけ涼しい時間帯がお勧めです。仕事や学校等の都合で夕方
以降に運動する方が多いと思いますが、近年は夜間も気温が下がらず熱帯夜も多くなっていますので、時間に余裕があれば『早
朝〜午前中まで』に活動しましょう！
※ 夏場の涼しい時間帯や曇りの日、または屋内でも、気温や湿度が高いと熱中症になりますので、油断せずしっかり予防してお

きましょう！　約30分に1回を目安に休憩をとるのを忘れずに！

★ウォーミングアップ不足
　季節に関係なく、運動をする際には必ずウォーミングアップを行いましょう。夏場においては、外気温が高く運動前にすでに
汗をかいていることがあります。これは「温熱性発汗」といい、体温を一定に保つように汗をかいて熱を逃がしているのです。「汗
をかいているからウォーミングアップは少しでいいだろう」と思いがちですが、ここで注意しておきたいのは『汗はかいているが、
身体全身は運動の準備ができていない（十分に温まっていない）』ということです。夏場でも、普段と同様にストレッチや軽い
有酸素運動をしっかり行うよう心がけましょう！

★クーラーは控えめに
　夏になると「身体がだるい」「疲れを感じる」といった症状が多くなってきます。その原因は様々ありますが、クーラーの使
いすぎも原因の１つです。クーラーで身体が冷えすぎたり、冷えた室内と炎天下の屋外を頻繁に出入りすると『自律神経の働き
が低下』します。自律神経は、呼吸・消化・吸収・代謝・分泌・体温維持などの機能を司り、様々な環境に適応するために、生
命を一定の状態に維持する大切な機能です。クーラーを使用する際は、28℃を目安にし、また室内と外気の温度差を5℃以内に
することも１つの目安にしましょう。運動をする方は私生活から見直してみましょう！　「使わない」ではなく「使いすぎない」
こと！

★夏は太りやすい？
　身体には体温を維持しようとする働きがあり、体温よりも気温の方が低くなる冬は、体温を維持するために多くのエネルギー
を消費していますが、夏場は気温が高く体温との差が少なくなるため、体温維持が容易でエネルギーの消費も少なくなります。
ですから夏は冬よりも『基礎代謝が低下』しており、太りやすい状況なのです。また食事面でも、夏バテするからスタミナのつ
くものを沢山食べる、冷えたお酒(ビール)を飲む、冷たいアイスを食べる、食欲がなく「そうめん」などの炭水化物ばかりなど、
栄養バランスが崩れがちになります。冷たい食べ物は内臓まで冷やし代謝機能を低下させます。甘いもの冷たいものは控えめに
し、夏場こそバランスの良い食事を意識しないと太ってしまいます。更には、暑い日に運動をしたくない、汗をかきたくないと
いう思いから「運動不足になりがちな時期」でもあります。まずは、自宅でもできるストレッチから始めてみたり、涼しい屋内
で運動をしてみてください。

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




