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体協だより

　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。
　先日行いました体育協会表彰式において、多くの方が功労賞・優秀賞を受賞されました。また近年の千葉県民体
育大会の戦績を見ますと、他市と比較し出場種目が限られている中、各競技での競技力の向上が感じられます。今
年度は更なる飛躍に期待を寄せているところです。
　また、競技スポーツのみならず、青少年の健全育成や、一人ひとりの生きがいとしてなど、スポーツの存在意義
は多岐にわたり、それにつれて体育協会の果たすべき役割が大きくなってきていると感じております。
　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をいただき有難うございます。
　さて、今年はリオデジャネイロにおいて、オリンピック・パラリンピック夏季大会が開催されます。その次の夏
季大会はいよいよ東京での開催となりますが、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。
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おりま
す。体育協会としましては、行政と連携し、優秀な指導者の発掘や、練習環境の改善に取り組んでいきたいと考え
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 あ い さ つ

理 事 長 あ い さ つ

平成28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 ４/16 文化会館（中会議室）
広報誌・体協だより（32号） 発行 ６/15
春季市民体育大会

野球競技

共催

３/27〜 運動公園野球場　他
卓球競技 ５/８ 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 ５/15 中央武道館
ソフトテニス競技 ５/８ 運動公園テニスコート
剣道競技 ５/22 東小学校体育館
バレーボール競技 ４/24〜 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 ４/23 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 ６/５ 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 ５/15〜 運動公園テニスコート他
サッカー競技 ５/８〜 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 ４/３〜 今川球技場
陸上競技 ６/11 運動公園陸上競技場
合気道競技 ５/15 総合体育館メインアリーナ
アーチェリー競技 ４/24 運動公園スポーツコート
バスケットボール競技 7/1〜 総合体育館メインアリーナ
弓道競技 ５/21 総合体育館弓道場
バウンドテニス競技 5/28 総合体育館メインアリーナ

夏季市民体育大会
　 水泳競技 共催 未定 総合体育館屋内プール
納涼花火大会（会場警備協力） 協力 ７/30 総合公園
秋季市民体育大会
　 野球競技

共催

８/27〜 運動公園野球場　他
卓球競技 10/２ 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 11/13 中央武道館
ソフトテニス競技 10/２ 中央公園テニスコート
剣道競技 10/16 総合体育館メインアリーナ
バレーボール競技 ９/18〜 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 ９/11 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 11/６ 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 10/16〜 運動公園テニスコート他
サッカー競技 10/２〜 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 ８/28〜 今川球技場
陸上競技 10/22 運動公園陸上競技場
ゴルフ競技 未定 未定

行　　事　　名 主催等 日　程 開　催　場　所
少林寺拳法競技 11/６〜 中央武道館
アーチェリー競技 10/23 運動公園陸上競技場
バスケットボール競技 １/21〜 総合体育館メインアリーナ
弓道競技 ９/11 総合体育館弓道場
バウンドテニス競技 11/27 総合体育館メインアリーナ

66回千葉県民体育大会・夏季大会
水泳競技

参加

８/28 千葉県国際水泳場
サッカー競技 ８/27〜 市原スポレクパーク他
ゴルフ競技 ９/15 姉ヶ崎カントリー倶楽部
カヌー競技 ８/28 香取市黒部川特設コース

浦安スポーツフェア2016 協力 10/９ 運動公園・総合体育館
66回千葉県民体育大会・秋季大会

野球競技

参加

10/29・30 四街道総合公園野球場
富里中央公園野球場

卓球競技 10/29・30 旭市総合体育館
柔道競技 10/23 ゼットエー武道場
ソフトテニス競技 10/22・23 フクダ電子ヒスルコート
剣道競技 10/23 四街道総合公園体育館
バレーボール競技 10/29・30 茂原市市民体育館他
バドミントン競技 10/29・30 野田市関宿総合公園体育館
空手道競技 10/23 東金アリーナ
テニス競技 10/29・30 千葉県総合スポーツセンター
ソフトボール競技 11/５・６・13 下総運動公園野球場他
陸上競技 10/30 千葉県総合スポーツセンター
ラグビーフットボール競技 10/９・16・30 八幡公園球技場
アーチェリー競技 10/30 船橋アーチェリーレンジ

バスケットボール競技 10/22・29・30 船橋市運動公園体育館
八千代市市民体育館

弓道競技 10/29・30 千葉県総合スポーツセンター
体育協会研修会 主催 11/下旬 未定
広報誌・体協だより（33号） 発行 12/15
新年会 主催 未定 未定
冬季市民体育大会・スキー競技 共催 未定 未定
第26回東京ベイ浦安シティマラソン 協力 ２/５ 運動公園（主会場）
67回千葉県民体育大会・冬季大会

スキー競技 参加 ３/10〜12 会津高原たかつえスキー場
宿泊研修会 主催 ３/４、５ 未定



受 賞 者 の 喜 び の 声

泉沢　治行
（野球協会）

船戸　美佐子
（ソフトテニス連盟）

田中　淳子
（バレーボール協会）

岩島　祐子
（バドミントン協会）

岩原　正純
（空手道連盟）

工藤　正人
（テニス協会）

　このような賞をいただき感
謝しております。この年まで
野球に携われたことを幸せに
感じております。
　これからも身体の許す限り
野球に関わり続けていければ
と思います。ありがとうござ
いました。

　思いがけずこのような賞を
いただき驚いております。
　健康に注意していつまでも
テニスができるよう、そして
連盟のお手伝いが少しでもで
きるように頑張ります。

　大好きなバレーボールを続
けて早30年。賞を頂けて幸福
です。
　４年後の東京オリンピック・
パラリンピックイヤーに、バ
レーボールに、スポーツに携
わっていられればと思います。

　この度の受賞は、家族はも
ちろん、クラブの仲間や周囲
の協力に支えられてのことと
思い、深く感謝しております。
　これからも健康に留意して、
生涯スポーツとしてバドミン
トンを楽しみたいと思ってい
ます。

　私個人というより、連盟の
地道な努力が認められたもの
思っております。
　東京オリンピック・パラリ
ンピックでは空手道も正式種
目になることが予想されます
が、出場選手が育てられたら
幸いです。

　表彰いただき大変ありがと
うございました。
　いつの間にか、16年たっ
てしまいましたが、微力なが
ら、これからも地道にテニス
協会に貢献していけたらと思
っております。

（2） 第32号

平成28年度　功労賞・優秀賞表彰

　平成28年４月16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。今年も多くの方が団体の運営や指導面での功績、競技成績で受賞しました。
競技面においては、近年、千葉県民体育大会では総合成績が上昇してきています。体育協会からの表彰が各競技団体にとってよい刺激となり、
ますますの成績向上につながることが期待されます。

功　　　労　　　賞
氏名（敬称略） 所属

泉沢　治行 野球協会
船戸　美佐子 ソフトテニス連盟
田中　淳子 バレーボール協会
岩島　祐子 バドミントン協会
岩原　正純 空手道連盟
工藤　正人 テニス協会
森　　俊雅 ソフトボール協会
大塚　恭一 陸上競技協会
須賀　光義 ゴルフ協会
渡辺　大 合気道連盟
白水　美佐子 スキー連盟
内田　勝男 バスケットボール協会
渡辺　賢三郎 弓道連盟

氏名・チーム名（敬称略） 競技種目 大　会　名 成　績

藤城　心 柔道 第40回関東中学校柔道大会
女子48kg級 第３位

夏原　麗子 ソフトテニス 全日本シニアソフトテニス選手権大会
女子シニア65歳以上の部 優勝

植草　大
楠本　恭輔

ソフトテニス
（ダブルス）

長瀬杯争奪千葉県ソフトテニス大会
一般男子ダブルス　 優勝

野間　ひろみ ソフトテニス 千葉県レディースソフトテニス選手権大会
女子45歳以上の部 優勝

宇田川　なつみ ソフトテニス 全日本レディース・ソフトテニス大会
千葉県予選　すみれの部 優勝

樋口　優衣奈 剣道 平成27年度千葉県少年剣道個人錬成大会
小学１年生の部　 優勝

武笠　慈生 剣道 平成27年度千葉県少年剣道個人錬成大会
小学６年生の部 優勝

永松　翔圭 剣道 第69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 剣道 第57回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 剣道 千葉県中学校新人体育大会　剣道大会

男子団体の部 優勝

東京学館浦安中学校
男子剣道部 剣道 第45回全国中学校剣道大会

男子団体の部 第３位

泉澤　弥生 バドミントン 日本スポーツマスターズ2015
バドミントン競技　団体戦55歳の部 第３位

坂上　哲也 バドミントン 平成27年度全日本シニアバドミントン大会
75歳シングルスの部 準優勝

浦安市空手道連盟
女子チーム 空手道 第65回千葉県民体育大会 優勝

浦安市空手道連盟
男子チーム 空手道 第65回千葉県民体育大会 優勝

奥山　大輔 空手道 第11回全日本障がい者空手道競技大会
組手の部　 優勝

川手　香織 空手道 第５回スポーツマスターズ関東
地区空手道競技会　形の部　 第３位

雑賀　弘美 空手道 第43回千葉県空手道選手権大会
マスターズ部門　形の部 優勝

内田　典恵 空手道 第43回千葉県空手道選手権大会
マスターズ部門　組手の部 優勝

優　　　　秀　　　　賞
氏名・チーム名（敬称略） 競技種目 大　会　名 成　績

浦安市中学校
女子選抜チーム 空手道 第20回千葉県中学生空手道選手権大会

女子組手団体 優勝

福塚　虎丸 空手道 第15回千葉県小学生空手道選手権大会
小学４年生男子形の部 優勝

熊川　遼 空手道 第４回千葉県選抜中学生空手道選手権大会
中学２年生男子の部　組手の部 優勝

宇賀神　由季 テニス 第37回全国レディーステニス千葉県大会 優勝

髙村　佑樹 テニス 第70回国民体育大会 テニス競技
少年男子の部 優勝

佐藤　恵美 テニス 第37回全国レディーステニス　
千葉県大会 優勝

バルドラール浦安
F.Sプリメーロ サッカー PUMA CUP 2016

第21回全日本フットサル選手権大会 第３位

浦安レディース ソフトボール 日本スポーツマスターズ2015
ソフトボール競技 第３位

浦安スーパースターズ ソフトボール 千葉県実年大会 ソフトボール競技 優勝

浦安ウイングス ラグビーフットボール サントリーカップ
第12回全国小学生タグラグビー選手権大会 第３位

山北　朱莉 柔道（小中体連） 第38回千葉県中学校新人体育大会柔道大会
個人戦中学生女子44kg級 優勝

石槗　春華 水泳（小中体連） 第39回関東中学校水泳競技大会
女子200m背泳ぎ 準優勝

新井　美月 水泳（小中体連） 第39回関東中学校水泳競技大会
女子100mバタフライ 優勝

花房　優来 新体操（小中体連） 第46回関東中学校新体操大会
個人総合 第３位

宮岡　柚季 新体操（小中体連） 千葉県中学校新体操新人大会
個人総合 優勝

QUEEN BEE バスケットボール 第29回
関東クラブバスケットボール選手権大会 優勝

浦安市カヌー協会
男子チーム カヌー 第65回千葉県民体育大会　カヌー競技 優勝

穂積　玲奈 カヌー JOCジュニアオリンピックカップ
全国中学生カヌー大会 準優勝



受 賞 者 か ら の よ ろ こ び の 声

森　俊雅
（ソフトボール協会）

須賀　光義
（ゴルフ協会）

渡辺　大
（合気道連盟）

白水　美佐子
（スキー連盟）

内田　勝男
（バスケットボール協会）

渡辺　賢三郎
（弓道連盟）

　予想外の業務量に驚きつつ
も、協会の活動を続けられたの
は、周囲の皆様のお陰です。心
より感謝いたします。
　微力ながら、今後もソフトボ
ール振興に努めます。

　長年浦安市ゴルフ協会にて活
動してきたことに対して評価し
ていただき光栄に思います。今
後も浦安市ゴルフ協会並びに市
民スポーツの発展のため努力し
てまいります。

　このような栄誉ある賞をいた
だき、大変嬉しく思います。
　微力ながら、今後も浦安市の
スポーツ推進、発展に貢献して
参る所存ですので、皆様引き続
きよろしくお願い致します。

　功労賞ありがとうございま
す。仲間の援助で長年携われま
した。
　「安全で愉しく」を目指して
います。スキー連盟のイベント
にぜひお越しください。

　浦安でバスケットを始めた頃
の、ミニバス指導と協会創立の
願いが叶い、以後、仲間と協会
運営をしてきたことの証として
の受賞と感じています。今後も
地道に活動をしていきます。

　弓道施設を作っていただき、
同好の士との修練ができる環
境に感謝しております。
　生涯スポーツとして弓道を
広め、多くの仲間と会えること
を楽しみに、修練を続けます。

藤城　心
（柔道）

宇田川　なつみ
（ソフトテニス）

樋口　優衣奈
（剣道）

坂上　哲也
（バドミントン）

福塚　虎丸
（空手道）

宇賀神　由季
（テニス）

　積み重ねてきた努力が認め
られて嬉しく思います。
　次のステップへと気持ちを
入れ直すことができました。恩
返しができるように結果を残
していきたいです。

　お世話になっているソフト
テニス連盟の皆様に感謝の気
持ちでいっぱいです。
　自身のレベルアップととも
に、ソフトテニスジュニアの
応援もしていきます。

　先生のおかげで賞をもらう
ことができました。ありがと
うございます。
　普段の稽古の一本一本の打
ちをしっかり意識し、試合で
たくさん勝てるように頑張り
ます。

　今年喜寿を迎えます。
　これまでスポーツを通じ健
康が維持できましたことに感
謝して、傘寿、米寿を目指し、
体の動く限り競技を続けたい
と思います。

　頑張って練習してきた成果
が出せて良かったです。
　これからは技の強さだけで
なく、心と身体をもっと強く
鍛えたいと思います。

　このような賞をいただき、
驚きとともに身が引き締まる
思いです。
　今後もこれまで以上に邁進
して頑張りたいと思います。

バルドラール浦安　F・Ｓプリメーロ
（フットサル）

浦安レディース
（ソフトボール）

山北　朱莉
（柔道/小中体連）

石槗　春華
（水泳/小中体連）

新井　美月
（水泳/小中体連）

花房　優来
（新体操/小中体連）

　浦安の皆様に笑顔を届ける
ことができ、嬉しく思います。
　今年度はリーグ、選手権とも
に優勝を目指して頑張ります。
皆様の応援をよろしくお願い
します。

　雑草軍団ながら、無心に、
平常心で全国に挑み、３位を
勝ち取ることが出来ました。
　今年は10月に関東大会に出
場します。受賞を糧に邁進し
ます。応援よろしくお願いし
ます。

　表彰していただき、とても
嬉しく思っています。ずっと
続けている柔道を誇りに思い
ます。
　東京オリンピック・パラリ
ンピック出場に一歩でも近づ
けるように頑張りたいです。

　このような賞を頂くことが
でき本当に光栄です。練習の
成果が報われたことを嬉しく
思っています。今後は全国大
会で活躍して、応援してくだ
さっている方に恩返ししたい
です。

　このような賞をいただくこ
とができましたが、この結果
に満足することなく、次の目
標に向けて頑張ります。今年
から高校生になるので、イン
ターハイを目指して頑張りま
す。

　指導していただいているコ
ーチ、応援してくれる両親、
一生に頑張ってきたチームメ
イトにとても感謝しています。
今年は全国大会優勝を目標に
頑張りたいと思います。
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浦安スポーツフェア2016開催案内

生涯学習部　市民スポーツ課のご紹介

　浦安スポーツフェア2016が下記のとおり開催されます。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ます。毎年１万人
以上の方が来場する、浦安市最大のスポーツイベントです。
　毎年、体育協会２団体から各２名ずつが実行委員として委員会に参加しており、今年度は卓球連盟と柔道協会から
推薦頂いた役員が実行委員となります。スポーツフェア当日は多くの体育協会加盟団体がスポーツ体験コーナーの運
営協力をしています。老若男女問わず参加できますので、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28年10月９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すると賞品がもらえます。
　　　　　　　　　　　　 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、成績によって賞品をもらえます。
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……さまざまな遊具を用意しています。エアドームなど小さなお子様が楽しめる広場です。
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。

ディスクゲッター（フリスビー的当）にチャレンジ

アーチェリー体験の様子

各種目のステージ発表

　生涯学習部長を仰せつかりまして３年目を迎えました。
　昨年４月に陸上競技場がオープンし、今年度はアーチェリー場、野球場が竣工予定です。
　こうした施設面での環境整備はもちろん、「生涯スポーツ健康都市宣言」の推進を図るため、体育協会をはじめ、様々な団体と連携
しながら、スポーツに親しめる環境づくりにも引き続き取り組んでいきたいと思います。
　皆様のご支援、ご協力を宜しくお願いします。

部長　石田　和明

生涯学習部 参事　永井　勲
次長　花田　幸雄　（転入）

市民スポーツ課 課長　三枝　明 （28.4.1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） 小川　博嗣（係長）
横川　泰裕（主事） 川上　元大　（主事） 井上　俊　（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 石井　正幸　（次長）　渡邊　康斗（主事）
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■ バウンドテニス協会

■ バスケットボール協会

■ ラグビーフットボール協会

■ 野球協会

■ 弓道連盟

●平成28年度より浦安市体育協会に新規加盟しました
　バウンドテニスは、ラケット・ボールともにテニス用よりも小さな用具を使用し、コートの広さは３×10ｍと、テニスコートの約６分の１
の狭い面積でプレーできる室内競技で、手軽でなじみやすく、しかも運動量も十分にあるスポーツです。
　昭和55年にレスリング競技ゴールドメダリストの笹原正三氏により考案開発され、昭和63年「全国スポーツレクリエーション大会」第１回
大会から正式競技種目として採用されています。平成13年に日本体育協会の正式加盟団体となり、以降、普及活動を展開中です。

　浦安市バウンドテニス協会は創立24周年目を迎え、加盟12団体が、体育館・公民館・武
道館等で汗を流し、春秋の市民大会や初心者教室等、底辺拡大と普及に取り組み、また、日
本選手権大会をはじめ、県内外の大会参加を目標に競技力向上を図っています。
　今後も生涯スポーツの普及と競技力の向上のため活動してまいります。どうぞよろしくお
願いいたします。

●関東地区予選　QUEEN　BEEが前回覇者を破っての優勝
　平成28年１月30〜31日、埼玉県さいたま市記念総合体育館において、バスケットボール選手権大
会関東地区予選が行われました。
　今年は新たにメンバーが増えて参戦した関東大会でした。決勝戦の相手は、昨年全国大会で優勝し
たチームでした。
　関東大会優勝を目標に日々の厳しい練習で新メンバーとの意思疎通を高め、しっかり策を練り挑み
ました。過去にも何度も対戦経験のある相手ではありますが、一度も勝てたことはありませんでした。
しかし、これまでの練習の成果を出すため、声を掛け合い集中力を途切れさせずにリードし続けました。
後半一度逆転を許してしまいましたが、チーム一丸となって立て直し、再度逆転し勝利を収めました。
　このメンバーがいて、応援してくださる多くの方の声があったからこその勝利だと痛感した関東大
会でした。

●全国小学生タグラグビー選手権大会　浦安ウイングスが全国ベスト４
　この１年間、全国大会で６位となった昨年のチームを超えようを合言葉に練習を積み重ねて来ました。３年連続出場となった全国大会、１
日目の予選は３勝０敗で見事１位通過。

　迎えた２日目は、ベスト８が激突した決勝トーナメント、初戦
はまさに息詰まる熱戦となりましたが、試合終了間際に決勝トラ
イを決め、勝利を収めました。浦安ラグビースクールに集う子供
たち120名の思いを乗せたトライであり、昨年のチームを超えた瞬
間でもありました。浦安ウイングスの選手たち、全国大会ベスト４、
本当におめでとう、これまで数えきれないくらいの感動を、そし
てラグビーを選んでくれて本当にありがとう。

●東日本軟式野球大会　ダイニチ闘魂ジョーズが準優勝
　千葉県旭市において東日本軟式野球大会が行われました。ダイニチ闘魂ジョーズが出場し、決勝戦
まで勝ち進みました。延長戦の末、惜しくも優勝は逃しましたが、見事準優勝を収めました。

（以下、主将の澤井義志選手のコメント）
「このたびは東日本軟式野球大会に推薦いただきありがとうございました。
　ハイレベルなチームが多く、１回戦から延長戦となりましたが、なんとか決勝戦まで勝ち上がるこ
とができました。決勝戦では１点リードで迎えた最終回に同点に追いつかれてしまい、延長特別ルー
ルの末６対３で負けてしまいました。
　今大会を振り返って、改めて勝負の厳しさを感じました。最終回２アウトまでとり、あと１アウト
で逆転を許してしまったことに悔しさを感じました。おそらく、あと１人という気持ちが、知らない
うちにスキをつくってしまっていたのだなと思います。
　この経験を活かし、１戦１戦を大切に戦っていきたいと思います。」

●総会および総会射会が行われました
　春の嵐のなか、新年度の始まりを告げる、総会および総会射会が無
事執り行われました。
　会員数も順調に増え、今年は94名を数えるまでになりました。総会
射会も史上最多人数の参加で、嬉しい悲鳴！終了が17時を回ってしま
うほどでした。
　今年８月には、いよいよ弓道の遠的場を兼ねたアーチェリー場が完
成いたします。連盟員一同、ますます稽古に邁進し、県大会などでの
結果も残していけたらと思っております。

熱戦が繰り広げられた全国大会 この成績を称え、体育協会優秀賞が授与されました
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■ 陸上競技協会

■ 水泳連盟

■ カヌ―協会

■ 合気道連盟

■ 空手道連盟

●冬季練習を終え、春のシーズンイン！
　３月26日（土）、浦安市運動公園陸上競技場において、第32回市民
陸上大会が開催されました。小学生から一般まで男女1,425名が参加
して熱戦が繰り広げられました。やや風の強いなかではありましたが、
３つの大会新記録が生まれました。

●第65回千葉県民大会　　佐藤　靖嗣　選手が大会新記録樹立
　昨年ですが、平成27年９月６日に千葉県国際総合水泳場で開催された第65回千葉県民体育大会の水泳競技に出場しました。
佐藤選手のコメント
　去年・一昨年は私の希望により一般の部に出場していましたが、今回は40歳以上の部です。当たり前ながら出場レースに大学
生がおらず、挑戦相手を「大会記録」にしました。
　リレーは大会記録に程遠い結果となりましたが、50ｍ自由形では大会新記録（25秒67）を樹立することができました。会場
のスクリーンには「浦安市」と「ＧＲ」の文字が輝き、会場からは拍手が贈られます。至福の瞬間はガッツポーズです。
　小さいながらも浦安市代表としてインパクトを残せたかも知れません。次回はリレーでインパクト残せればと夢想しています。

●日本代表の座を目指して
　平成28年４月17日（日）青梅市御岳で東京都と千葉県の国体選手選考大会が行われました。当日は全国を襲った強風により各地に被害が発
生した日でありましたが、御岳は深い渓谷の中ですので、さほど影響を受けずに開催され、千葉県からは男女合わせて10名の選手が参加し、
代表獲得をめざし熱戦が繰り広げられました。
　結果、浦安市カヌー協会より上野由斐選手（高１）のがカヌースラローム競技千葉県代表に選ばれました。また、男子の部においては、参
加選手中、大学生が３名おりましたので当然その中から誰かが権利を獲得するものと予想しておりましたが、今大会において選考対象ではあ
りませんが経験を積むため参加した高３の穂積将輝選手が、僅差ではありましたがトップ成績でした。
　今年の第71回岩手国体に出場するためには、６月５日（日）同じく青梅市御岳で行われる
関東ブロック大会を勝ち抜かなければなりません。関東ブロック大会は、１都７県の代表８
名の中から男子４名女子３名のみが選抜されます。ブロック大会も勝ち抜き、ぜひ岩手国体
で上位を目指すとともに、さらにその先の東京オリンピック・パラリンピックを目標に頑張
ってもらいたいものです。皆様の応援をよろしくお願いいたします。

●平成28年浦安市合気道連盟・鏡開き式
　１月10日（日）浦安市中央武道館に於いて、恒例の平成28年浦安市合気道連盟鏡開き式が行われました。この鏡開き式には、連盟会員だけ
でなく子供達の両親や家族も集まり、約240名の方々が参加されました。鏡開き式は、午前10時、開会の太鼓が鳴り響き浦安市合気道連盟・
大塚広之会長の挨拶から始まりました。

　続いての「奉納演武」では合気会会員と養神会の子供たちによる元気いっぱいの演武に続き、
中高生・一般による基本技演武。第13期特別コース会員及び第１期合気道カレッジ生による短刀
操法・短刀取り演武。そして指導員による自由技演武が行われました。最後は中嶋師範と安藤師
範による演武です。迫力ある演武に、会場は大盛り上がりでした。
　「奉納演武」終了後は参加者と保護者、全員囲んでのお汁粉会。とてもおいしいお汁粉に子供
たちも大変喜び。来賓には宝新議員（浦安市議会議員）、高橋洋樹様（薗浦議員秘書）にお越し
いただき、それぞれお言葉をいただきました。
　今回、お汁粉作りにお手伝いをしてくださいましたお母さん方、また会場の設営にご尽力頂い
た皆様、本当にありがとうございました。
合気道連盟の大切な行事である「鏡開き式」盛会に無事終了し、素晴らしいスタートが切れました。

●日本スポーツマスターズ2015石川大会　川手香織選手が５位に
　石川県金沢市総合体育館において日本マスターズ2015空手道競技が行われ、川手香織選手が出場し、
女子形２部において５位の成績を収めました。
川手選手のコメント
　「日本スポーツマスターズとは、スポーツ愛好者の中で競技志向の高いシニア世代を対象としたスポー
ツ大会です。かつてのトップアスリートと、私のように40歳で空手を始めたような選手が同じ舞台で日本
一をかけて戦うことができる夢のような大会です。もちろん出場するためには千葉県の選考会で選考され
なければなりませんし、そのためには日々稽古に励み技を磨かなければなりません。苦節10年、私もやっ
と三年前の北九州大会に出場することができ、憧れの選手との対戦が実現しました。一昨年の埼玉大会、
昨年の石川大会と三年連続で５位の壁を破ることはできませんでしたが、今年の秋田大会に向けて精進す
る毎日です。継続は力なり。」
　川手選手のさらなる活躍に期待が高まります。

大 会 新 記 録
種　目 選　手 記　録

小学生女子50m 森　菜々子 ８秒01
中学生男子1500ｍ 板橋　遼大 ４分24秒50
一般男子走幅跳 齊藤　聖人 ６ｍ91cm

↓
活
躍
が
期
待
さ
る
上
野
選
手
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　ダイニチ闘魂ジョーズの副将でもある渡辺選手。小さいころから大学まで野球
漬けの生活を送ってきました。
　野球に関してはプレーすることはもちろん、試合観戦はプロ野球からアマチュ
アの試合まで球場まで足を運ぶほど好きです。
　そんな彼はタイガースファンで、毎日試合結果をチェックしています。また、
他球団の試合結果、どの選手が活躍したのか、スタメンは誰なのか、その日のス
ポーツニュースは各局見逃さず、特にフジテレビの「スポると」観賞は日々のル
ーティンです。
　高校野球はもちろん、社会人野球では都市対抗観戦も怠りません。各選手の出
身、ポジション、中には兄弟まで知っていることもあります。
　野球に関してとことん熱い彼は、チームの練習メニューを作り、チームの勝利
に大きな力を発揮してくれています。
　今シーズンもチームを引っ張り、熱いチームにしてくれることを期待しています。

　浦安市カヌー協会で一番熱く燃えている選手です。山口県の至誠館大学在学中で

すが、平成28年４月３日に富山県井田川で行われた、ジャパンカップ第１戦に出場

し11位となり、NHK杯への出場権を獲得、結果７位の成績を収めました。

　これらの戦績を評価され、日本カヌー連盟よりU23チームの一員に選抜され、４

月24日（日）に井田川で行われたアジア選手権大会にも出場しました。結果は準決

勝敗退となりましたが、得るものはたくさんあったことと思います。

　千載一遇のビッグイベントといえる、2020年開催の東京オリンピック・パラリン

ピックを目指して、更なる精進を期待しています。

　脇俊彦さんは、平成12年浦安市弓道連盟に入会し、10年以上の長きに渡り、

弓道教室の指導員として初心者指導に携わって来られました。

　連盟理事も務め、23年度からは副会長を歴任されています。

15周年記念事業や夏期合宿など、大きなイベントをリードする傍ら、ご自身の

修練にも余念がなく、県の射会などで入賞も果たされています。

　奥様の澄江さんとともに、ご夫婦で熱心に弓を引かれ、連盟にとって欠かせ

ない存在であります。

　これからも連盟の副会長として、指導員として、そして一競技者として、益々

のご活躍を期待しています。

　体育協会では年に２回、６月と12月に体協だよりを発行しています。あなたの身近にも活躍
されている方、ちょっと面白いエピソードをお持ちの方がいらっしゃると思います。体育協会
広報委員会が、体協各協会の理事の方を通じて原稿の依頼をしています。紹介したい方がいま
したら、是非投稿をお願いいたします！

団体の有名人 野球協会 　渡辺　将弘　さん 協会屈指の野球通

団体の有名人 カヌー協会 　小倉　誉史　さん 目指せ東京オリンピック・パラリンピック

団体の有名人 弓道連盟 　脇　俊彦　さん ご夫婦で稽古に励むベテラン

  　　　　　　　あなたの身近に、体協だよりで紹介したい方はいませんか？
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■平成28年度浦安市小中学校体育連盟関連大会日程

　浦安市小中学校体育連盟関連の大会が下表のとおり行われます。
　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。市内の小中学生が頑張る姿をご覧いただき、
温かい声援をお願いいたします。
　各専門部では、子どもたちの競技力の向上や体力の向上、個性の伸長を図るとともに、子どもたち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。

１　小学校専門部
　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います。

期　　　日 大　会　名 会　　　場
６月４日 市制施行35周年記念

第35回浦安市小学校陸上競技大会 浦安市運動公園陸上競技場
６月５日（予備日）
６月11日（予選） 市制施行35周年記念

平成28年度浦安市小学校ミニバスケットボール親善大会
浦安市立小学校５校
東小学校、東野小学校６月25日（決勝）

10月８日（予選）
市制施行35周年記念
第35回浦安市小学校サッカー大会

浦安市立小学校５校
明海球技場、明海小学校10月15日（決勝）

10月22日（予備日）
10月22日（予選）

市制施行35周年記念
第35回浦安市小学校ミニバスケットボール大会

浦安市立小学校５校
浦安市運動公園総合体育館10月29日（決勝）

11月５日（予備日）

１月　　（未定） 浦安市民大会ミニバスケットボールの部 浦安市立小学校５校
浦安市運動公園総合体育館

２　中学校専門部
　（１）浦安市小中学校体育連盟関係大会　※・・・予備日

期　　　日 大　会　名 会　　　場
４月17日 中学校バレーボール春季大会 日の出中学校
９月18日 中学校バレーボール秋季大会 未定
５月８・15・21・22日 春季中学校野球大会 見明川中学校、日の出中学校、富岡中学校
10月下旬 秋季中学校野球大会 浦安市立中学校
６月11日 浦安市中学校バスケットボール大会 浦安市運動公園総合体育館
５月14日 中学校ソフトボール春季市内大会 浦安市今川球技場
９月17日 中学校ソフトボール秋季市内大会 浦安市今川球技場
６月11日 ※７月２日 浦安市春季市民大会中学生ソフトテニスの部 浦安市中央公園、浦安市運動公園
８月26日 ※８月29日 浦安市近隣地区中学校ソフトテニス大会 浦安市中央公園、浦安市運動公園
10月８日 ※10月15日 浦安市秋季市民大会中学生ソフトテニスの部 浦安市中央公園、浦安市運動公園
６月11・12日 ※６月15日 浦安市春季サッカー大会 明海中学校、高洲中学校、美浜中学校
11月５・６日 ※11月13日 浦安市秋季サッカー大会 未定
２月４・12日 ※２月18日 Uリーグサッカー大会 未定

　（２）市川・浦安支部総合体育大会　　　※・・・予備日　△・・・７/21を含む３日間で調整中

期　日
種　目

月 ６ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７
会　　　場日 19 ９ 10 16 17 21 22 23 24

曜日 日 土 日 土 日 木 金 土 日
陸上 ○ ○ 浦安市運動公園陸上競技場
水泳 ○ 昭和学院中学校
バスケットボール ○ ○ ○ ○ 各中学校、塩浜市民体育館
サッカー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 国府台SC　他
ハンドボール ○ 塩浜市民体育館
野球 ○ ○ ○ ○ ○ ※ 浦安市中央公園、浦安市運動公園、国府台SC野球場
体操 未定
新体操 ○ 昭和学院中学校
バレーボール ○ ○ 塩浜市民体育館
ソフトテニス ○ ○ ○ ○ ※ 浦安市中央公園、浦安市運動公園
卓球 ○ ○ 国府台SC体育館
バドミントン △ △ ○ △ △ 浦安市運動公園総合体育館
ソフトボール ○ ○ ○ ※ 浦安市今川球技場
柔道 ○ 塩浜市民体育館柔道場
剣道 ○ ○ 市川市立第一中学校
相撲 ○ 塩浜市民体育館相撲場
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スポーツ知識 専門家に聞く・第24回

浦安市総合体育館
指導員　柿﨑 直宏

成長期のスポーツにおける注意点について
　成長期の子どもの身体は急激な変化が起こっています。成長期には個人差・性差が
あり『女子＝小学校高学年〜中学生、男子＝中学生〜高校生くらい』が変化のピーク
といわれており、この時期は大人の身体とは異なる点が多くあります。そこで、今回
は「成長期に気をつけたい注意点」についてご紹介します！

☆成長過程に適した運動を行いましょう！
　チーム（団体）や個人で立てた目標に向けて日々練習をしていると思いますが、ただ単にハードな練習をすれば成果が上がる
わけではありません。一口に体力といっても様々な種類があり、その各体力によって「吸収しやすい時期」と「吸収しにくい時期」
がありますので、成長にあわせた運動で効率良く能力を鍛えていきましょう。
◎小学生の頃は、身体をうまく動かす『調整力』の発達が期待できます。この時期は、一つの種目（動作）に限定することなく、

様々なスポーツや遊びを通じてバランスよく身体を動かし「動きの元」を形成し、今後の可能性を見つけてください。『調整力』
はこの時期を逃すと、身に付けることが難しくなります！また、ハードな運動や筋力トレーニングを行うと、成長のリズムを
崩し怪我の発生につながることもありますので控えましょう。

◎中学生の頃は、呼吸・循環器系の発育が盛んになり心肺機能が向上するため、長く運動を続ける『持久力』の発達が期待できます。
専門種目の特性を生かした持久力向上のトレーニングが有効になります。この時期も器具を使用するような筋力トレーニング
は控えた方がいいでしょう。

◎高校生になると、ホルモンによる骨格筋の発育が盛んになり大きな力を出す『筋力』の発達が期待できます。
　素早い爆発的な筋力を発揮するような補強運動や、筋力トレーニングがようやく有効になります。
※成長期には個人差があり±３歳程度の年齢差があると言われています。同じ年齢であっても、早熟タイプと晩熟タイプの子が

おり、各自の成長過程に合った運動をしていく必要があることを理解しておきましょう。

☆過剰な反復運動（同一動作）は避けましょう！
　子どもには「成長軟骨層」と呼ばれる、骨が成長するための部分があります。この部分で新しい骨が作られ骨が伸びていきま
すが軟らかい骨であるため、強い力が加わった時や過剰なストレスが加わった時に、怪我をしてしまう恐れがあります。そのため、
一箇所に負担がかかる過剰な素振り練習や、同一動作を繰り返す練習は控えるようにしましょう。もちろん基本動作の習得は反
復練習によって培われますので、気をつけたいのは、オーバーワークにならないよう、全身をバランスよく鍛えるよう心がけて
ください。

☆睡眠と栄養をしっかり摂りましょう！
　「寝る子は育つ」という言葉のとおり、成長ホルモンは寝ている間に分泌され、身体や脳も睡眠をとって休ませることで活性
化し、発達し、運動能力といった様々な機能を高めていきます。しかし、睡眠のリズムが崩れると、自律神経の機能が低下し、
ホルモンの分泌リズムも乱れます。こうなると、注意力・集中力が続かなくなり、学力の低下や運動不足による体力の低下を招
きます。
　食事については、「孤食」（１人で食事をする）、「欠食」（朝食をとらない）、「個食」（いつも同じものばかり食べる）の増加や、
加工食品、ファストフードの利用の増加により、栄養バランスの極端な偏りがみられます。
小学生から高校生にかけての成長期は、人生において最も栄養を必要とする時期ですので、間食を減らし、朝・昼・晩に、しっ
かりバランスのよい食事を摂る習慣を身につけてください。アスリートを目指す目指さないに関わらず、食生活の乱れは「摂食
障害」「骨粗しょう症」を引き起こす原因になります。

★『適度な運動』により骨が成長していくため、成長期の子どもに運動は「必要不可欠」です。ただ今回ご紹介したように気を
つけなければいけない点に留意し、個々の成長過程に合わせたスポーツ（運動）を行ってください。
　　目先の勝利だけに目を奪われることなく、子どもの成長を長い目で見てあげることが、「スポーツを継続して楽しむ」こと
に繋がるのです。

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


