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体協だより
～生涯スポーツ健康都市 浦安市～

スポーツで輝け！

　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。
　昨年度まで理事長を務めておりましたが、この度、浦安市体育協会会長を仰せつかりました。
　さて、スポーツは競技としてのみならず、青少年の健全育成や、一人ひとりの生きがい、つまりは「生涯スポーツ」として、その存在
意義は多岐にわたり、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います。また、障がい者スポーツにも着目し、障がい
者スポーツの振興を強く押し進めることで、益々の社会貢献につながることを願っています。
　こうしたことを実現する上では、各加盟団体に期待を寄せるとともに、体育協会一丸となって体育協会の発展、スポーツ振興に取り組
んでいくことが不可欠です。
　加盟団体役員、市教育委員会をはじめ、会員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

平成29年４月15日の浦安市体育協会評議員会に於いて、役員の改選が承認され、下記の通り会長・副会長が決定し、５月10日の理事会におい
て理事長が決定しました。

新 役 員 あ い さ つ

平成29年度　体 育 協 会 事 業 計 画

会長　福元　明彦
（空手道連盟所属）

　昨年度まで理事を務めておりま
したが、この度皆様のご承認を頂
き、副会長を仰せつかりました。
　平成8年から体協活動に参加し

ておりますが、分からない事ばかりで元来力不足ではあ
りますが、福元会長の下、市教育委員会をはじめ皆様の
ご意見やご要望を伺いながら、浦安市生涯スポーツ健康
都市宣言に準拠した市民スポーツの振興並びに加盟団体
の発展に、他の役員の皆様と連携して精一杯頑張りたい
と思っています。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　昨年度まで副理事長を務めておりま
したが、この度の理事長就任を大変
光栄に思うとともに、創立から60年
近くの歴史のある体育協会の理事会

を統括する立場となり、その責任の大きさを感じております。
　スポーツをとりまく環境が目まぐるしく変化する中で、
取り組むべき課題発見、その解決に皆様と共に取り組ん
でいけるよう、尽力して参ります。
　競技力向上、青少年健全育成、健康・生きがいづくりに、
協会がその役割を存分に発揮できるよう、皆様のお力添
えをよろしくお願いいたします。

　昨年度に引き続き副会長を務め
ます。これまでの経験を糧に、よ
り一層、体育協会の発展に取り組
んでいきたいと思います。

　スポーツに求められている意義が以前にも増して高ま
ってきており、体育協会としてそれに応えていかねばな
らないと感じています。
　市民一人ひとりがスポーツに親しみ、充実した生活を
送れる「スポーツ健康都市」の実現に向け、邁進してま
いりますので、皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

副会長　佐藤　健治
（柔道協会所属）

副会長　和田　芳明
（ソフトボール協会所属）

理事長　松木　新
（剣道連盟所属）

行　　事　　名 主催等 日　程 開　催　場　所
市民タグラグビー祭 後援 ４/９ 運動公園陸上競技場
体育協会表彰式 主催 ４/15 市役所４階会議室
第29回わんぱく相撲浦安場所 後援 ５/13 総合体育館メインアリーナ
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春季市民体育大会

　

野球競技

共催

４/２～ 運動公園野球場　他
卓球競技 ５/14 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 ５/14 中央武道館
ソフトテニス競技 ５/７ 運動公園テニスコート
剣道競技 ５/21 東小学校体育館
バレーボール競技 ４/23～ 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 ４/22 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 ６/４ 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 ５/14～ 運動公園テニスコート他 
サッカー競技 ４/23～ 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 ４/９～ 今川球技場
陸上競技 ６/４ 運動公園陸上競技場
合気道競技 ５/21 総合体育館メインアリーナ
アーチェリー競技 ４/16 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 ５/28 総合体育館弓道場

夏季市民体育大会
　 水泳競技 共催 ７/９ 総合体育館屋内プール
第31回全日本小学生女子ソフトボール大会 後援 7/28～8/1 運動公園野球場　他
納涼花火大会（会場警備協力） 協力 ７/29 総合公園

67回千葉県民体育大会・夏季大会 参加 ８/26～27
（中心会期）県内各会場

秋季市民体育大会
野球競技

共催
９/３ 運動公園野球場　他

卓球競技 10/１ 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 11/12 中央武道館

行　　事　　名 主催等 日　程 開　催　場　所
秋季市民体育大会

ソフトテニス競技

共催

９/23 中央公園テニスコート
剣道競技 10/15 総合体育館メインアリーナ
バレーボール競技 ９/９～ 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 10/９ 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 11/５ 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 10/５～ 運動公園テニスコート他
サッカー競技 ９/17～ 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 ８/27～ 今川球技場
陸上競技 10/21 運動公園陸上競技場
合気道競技 ２/12 総合体育館メインアリーナ
ゴルフ競技 未定 未定
少林寺拳法競技 11/５ 中央武道館
アーチェリー競技 10/15 運動公園アーチェリー場
バスケットボール競技 １/７～ 総合体育館メインアリーナ
弓道競技 ９/23 総合体育館弓道場
バウンドテニス競技 11/26 総合体育館メインアリーナ

浦安スポーツフェア2017 協力 10/９ 運動公園・総合体育館

67回千葉県民体育大会・秋季大会 参加 10/28～29
（中心会期） 県内各会場

第24回千葉県カヌースラローム大会 後援 11/12 境川（神明橋～江川橋）
体育協会研修会 主催 11/ 未定
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新年会 主催 １/20 ブライトンホテル２階
冬季市民体育大会

スキー競技
共催

未定 未定
バウンドテニス競技 ２/25 総合体育館メインアリーナ

第27回東京ベイ浦安シティマラソン 協力 ２/４ 運動公園（主会場）
68回千葉県民体育大会・冬季大会

スキー競技 参加 未定 会津高原たかつえスキー場



（2） 第34号

平成29年度　功労賞・優秀賞表彰

　平成29年４月15日、浦安市役所4階会議室に於いて、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。
　平成５年から体育協会会長を務められた野崎実前会長、平成３年から副会長を務められた宇田川勉前副会長に対して、その功績を称えて、
感謝状が贈られました。
　また、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28名・15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。この表彰
が糧となり、選手一人一人が一層の競技力向上に励んでいただくことで、県民体育大会をはじめとした競技成績向上につながることが期待されます。

感　　　謝　　　状
野崎　　実　前会長 宇田川　勉　前副会長

功　　　労　　　賞
氏名（敬称略） 所　　属

小倉　幸雄 野球協会
花岡　明人 卓球連盟
藤城　靖博 柔道協会
吉野　鏡子 ソフトテニス連盟
北村　孝 バレーボール協会
班石　悦夫 バドミントン協会
済田　恵子 テニス協会
堀江　喜三郎 ソフトボール協会
川手　香織 空手道連盟
古川　英一 合気道連盟
加藤　和代 バスケットボール協会
脇　　俊彦 弓道連盟
髙梨　鎮雄 バウンドテニス協会

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

金子　雅司郎 柔道 第２回千葉県柔道「形」競技大会 優勝

夏原　麗子 ソフトテニス 第71回東日本ソフトテニス選手権大会
シニア女子70の部 第３位

野間　ひろみ ソフトテニス 平成28年度千葉県ソフトテニス選手権大会
シニア女子45の部 優勝

田所　博 ソフトテニス 平成28年度ルーセント杯千葉県大会
シニア男子65の部 優勝

宇田川　ななみ ソフトテニス 第27回全日本ジュニアソフトテニス大会
ジュニア低学年の部 準優勝

白鳥　湧也 剣道 平成28年度千葉県高等学校総合体育
大会　剣道大会　個人の部 優勝

藤間　翔栄 剣道 平成28年度千葉県中学校総合体育
大会　剣道大会　個人の部 優勝

東海大学付属浦安高等学
校剣道部 剣道 第63回関東高等学校剣道大会

団体の部 準優勝

東海大学付属浦安高等学
校中等部　剣道部 剣道 平成28年度千葉県中学校総合体育

大会　剣道大会　団体の部 優勝

浦安市剣道連盟
高校生代表チーム 剣道 第64回千葉県地区連盟剣道優勝大会

高校生の部 優勝

豊島　穂乃花 剣道 第63回関東高等学校剣道大会千葉県予選
個人の部 優勝

坂上　哲也 バドミントン 第32回関東シニアバドミントン選手権大会
75歳以上シングルスの部 優勝

鈴木　澄絵 空手道 第６回スポーツマスターズ関東地区
空手道競技大会　女子「形」１部 第３位

内田　典恵 空手道 日本スポーツマスターズ2016空手
道競技大会　女子組手３部 第３位

内田　千奈美 空手道 第44回全日本空手道選手権大会
団体組手 優勝

熊川　遼 空手道 第21回千葉県中学生空手道選手権大会
男子個人組手 優勝

大滝　虹遥 空手道 第５回千葉県選抜中学生空手道選手権大会
中学１年生男子組手 優勝

山川　寛太 空手道 第16回千葉県小学生空手道選手権大会
小学５年生男子「形」 優勝

浦安市空手道連盟
女子チーム 空手道 第66回千葉県民体育大会　

空手道競技 優勝

加納　優子 テニス 第49回千葉県テニス選手権大会
女子55歳ダブルス 優勝

野道　眞一
小西　英雄　ペア テニス 第49回千葉県テニス選手権大会

男子75歳ダブルス 優勝

氏名・チーム名（敬称略） 競技種目 大　会　名 成　績

佐藤　恵美 テニス 第38回ソニー生命カップ全国レデ
ィーステニス千葉大会　ダブルス 優勝

浦安トレセンU-10 サッカー 第36回千葉県郡市トレセン
少年サッカー選手権４年生大会 優勝

浦安レディース ソフトボール 第25回関東エルダーソフトボール大会 優勝
浦安ＢＢＡ ソフトボール 第20回関東エルデストソフトボール大会 準優勝
ミナミクラブ ソフトボール 第３回千葉県男子ソフトボール選手権大会 優勝
ミラクルサンライズ ソフトボール 第４回千葉県秋季女性ソフトボール大会 第３位
天岳　直樹 陸上競技 第66回千葉県民体育大会　陸上競技 男子110ｍH 優勝
細野　舞香 陸上競技 第66回千葉県民体育大会　陸上競技 女子100ｍ 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13回全国小学生タグラグビー選手権大会 準優勝

浦安ウイングス・ブラック ラグビーフット
ボール

サントリーカップ　第13回全国小学生
タグラグビー選手権大会　中関東大会 優勝

坂本　偲 アーチェリー 平成28年度関東地区ターゲットア
ーチェリー大会　リカーブ部門女子 第３位

坂本　真理子 アーチェリー 平成28年度関東地区ターゲットアー
チェリー大会コンパウンド部門女子 第３位

QUEEN BEE バスケットボール 第66回千葉県民体育大会　
バスケットボール競技（女子） 優勝

穂積　裕輝 カヌー
平成28年度JOCジュニアオリン
ピックカップ全国中学生大会
フラットスラロームの部

準優勝

浦安市カヌー協会
男子チーム カヌー 第66回千葉県民体育大会　

カヌー競技（男子） 優勝

藤城　心 柔道
（小中学校体育連盟）

第47回全国中学校柔道大会
女子個人52kg級 優勝

山北　朱莉 柔道
（小中学校体育連盟）

第70回千葉県中学校総合体育大会柔道大会
女子個人44kg級 優勝

藤城　希彩 柔道
（小中学校体育連盟）

第39回千葉県中学校新人柔道大会
女子個人40kg級 優勝

堀江中学校柔道部 柔道
（小中学校体育連盟）

第39回千葉県中学校新人柔道大会
女子団体 優勝

森柄　花菜 水泳
（小中学校体育連盟）

第70回千葉県中学校総合体育大会水泳競技
女子100ｍバタフライ 優勝

池野　紫音 水泳
（小中学校体育連盟）

第39回全国ジュニアオリンピック
カップ夏季水泳競技大会
女子11－12歳　50ｍ平泳ぎ

第３位

花房　優来 新体操
（小中学校体育連盟）

第47回関東中学校新体操大会
個人総合 第３位

功労賞、優勝賞受賞者一人ずつに賞状とトロフィーの贈呈が
行われました。

野崎実前会長、宇田川勉前副会長には感謝状と花束の贈呈を
行いました。

（左より、野崎前会長、福元新会長、宇田川前副会長）

表彰式後の懇親会は、多くの受賞者や協会役員で大変賑わい
ました。
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　生涯学習部長を仰せつかりましまして４年目を迎えました。
　昨年度は運動公園にアーチェリー場、野球場が、また、浦安南高校の隣には高洲南テニスコートも完成し、施設面での環境がより一
層整ったところです。
　皆様がスポーツに親しめる環境
づくりの推進を図るため、体育協
会をはじめ、様々な団体と連携し
ながら、「生涯スポーツ健康都市宣
言」の下に引き続き様々な施策に
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。

受 賞 者 か ら の よ ろ こ び の 声

小倉　幸雄
（野球協会）

花岡　明人
（卓球連盟）

藤城　靖博
（柔道協会）

北村　孝
（バレーボール協会）

班石　悦夫
（バドミントン協会）

済田　恵子
（テニス協会）

長年コツコツとやってきた事
が評価され受賞につながった
と思います。また、野球協会の
皆様の応援に感謝しております。
今後も協会発展のために身体
と気力のある限り頑張ります。

表彰にご尽力された方々に感
謝いたします。今後は、仲間
と一緒に汗を流し、卓球を楽
しみたいと思います。

娘たちと一緒に受賞できたこ
とを嬉しく思います。これか
らも指導に精進していきたい
と思います。

この様な賞を頂き、ありがた
く思います。今後も協会の発
展に寄与できるように頑張り
たいと思います。

功労賞をいただきありがとうご
ざいます。バドミントンを通じ
て皆さんの健康・長生きのお手
伝いが少しはできたのかと思っ
ております。これからもよろし
くお願いいたします。

この度の受賞を大変うれしく
思います。これからも協会の
運営に積極的に携わって貢献
していきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。

堀江　喜三郎
（ソフトボール協会）

川手　香織
（空手道連盟）

加藤　和代
（バスケットボール協会）

脇　俊彦
（弓道連盟）

高梨　鎮雄
（バウンドテニス協会）

穂積　裕輝
（カヌー）

ソフトボールを通して良き友人
ができ、また、審判としてソフ
トボールの面白さを再確認しま
した。生涯スポーツとして今後
も楽しみながら、微力ですが協
会に貢献していきます。

空手に関してゼロからのスター
トでしたが、コツコツ積み上げ
てきた13年、ご指導頂いた皆
様に感謝です。東京五輪でも何
らかの形でお役に立てるよう、
知識も技術も磨いていきます。

このような賞をいただき大変
光栄です。浦安は生涯スポー
ツ健康都市です。これからも
楽しく元気に活動して皆さん
にも喜んでいただけるように
頑張りたいです。

功労賞の受賞は身に余る光栄な
ことです。弓道連盟の一人一人
が各自の目標を目指して輝ける
ように、また、新しい仲間がさ
らに増えるように、今後も連盟
のお手伝いを続ける所存です。

表彰頂きありがとうございま
す。永年協会の為に尽力してこ
られた野崎前会長、宇田川前副
会長両氏との受賞には感慨深い
ものがあります。今後も協会の
発展に協力できれば幸いです。

兄も姉も受賞していた賞なの
で、自分も受賞できて嬉しい
です。浦安市からオリンピア
ンが出れば嬉しいことなので、
自分も努力していきたいです。

豊島　穂乃花
（剣道）

山川　寛太
（空手道）

坂本　偲
（アーチェリー）

藤城　希彩
（柔道/　小中体連）

森柄　花菜
（水泳/小中体連）

池野　紫音
（水泳/小中体連）

今回の受賞を大変うれしく思
います。応援してくださった
皆様に感謝申し上げます。剣
道を通して学んできたことを
これからも忘れずに、頑張り
たいと思います。

このような賞を頂けてとても
嬉しく思います。これまで頑
張ってきてよかったと思いま
した。今年は全国大会で優勝
できるように頑張りたいと思
います。

この様な賞を頂けて、本当に
励みになります。今年は高校
生最後の年なので、インター
ハイや国体に出場できるよう
努力を惜しまずに全力で挑ん
でいこうと思います。

今までは姉が何度も表彰されて
いる背中を見つめるだけでした
ので、今回の受賞をとても嬉し
いです。これからは少しでも姉
に近づけるように努力し、活躍
できるよう頑張りたいです。

小さい頃から積み重ねが認めら
れて嬉しく思います。指導して
いただいているコーチや学校の
先生、応援してくださる皆さん
への感謝の気持ちを忘れずにこ
れからも頑張りたいです。

一生懸命努力してきたことを評
価していただき、嬉しく思って
います。夏の全中で結果が残せ
るよう、努力を忘れずに、今で
きることに全力で取り組んで、
頑張っていきたいです。

浦安スポーツフェア2017

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2017が下記のとおり開催予定です。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、今年度はソフトテニス連盟と剣道連盟か
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29年10月８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・高洲海浜公園パークゴルフ場

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名予定）
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。エアー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。

会場には、人気者のちーばくんが登場

様々スポーツを体験でき、１日中楽しめます

ふわふわ遊具で小さなお子さんも楽しめます

部長　石田　和明

生 涯 学 習 部 次長　花田　幸雄
市民スポーツ課 副参事（市民スポーツ課長事務取扱）　三枝　明 （29.4.1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
玉野　広宗（課長補佐）　《転入》 小川　博嗣（係長）
横川　泰裕（主事） 川上　元大（主事） 井上　俊　（主事）

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） 腰塚　勇太（主事） 三枝　隼人（主事）　《新規採用》

転 出 者 《退職》参事　永井　勲　《異動》森田　和徳（課長補佐）求野　純子（副主査）
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■ ソフトボール協会
●接戦を制して全国への切符をつかみました！
　平成29年４月15～16日に開催されました全日本実年ソフトボール大会千葉県
予選会において浦安スーパースターズが優勝しました。
　チームとしては平成25年に優勝してから４年ぶり、２度目の全国大会出場です。
今大会を振り返ると、初戦が２対１の逆転サヨナラ勝ちに始まり、準決勝３対１、
決勝戦３対２の逆転勝ちで宿敵を倒すという、胃が痛くなるような接戦でした。
　この優勝は、投手陣の頑張りと、バッテリーを支えた堅い守備陣とのチームワ
ークの賜物です。また、ソフトボール馬鹿を支えてくれている家族の協力や我が
チームのファンの皆様、そして市ソフトボール協会のご支援のお陰と、この場を
借りて感謝申し上げます。
　９月に滋賀県東近江市で開催される全国大会に向けて切磋琢磨して参りますの
で、応援よろしくお願いいたします。

■ 空手道連盟
●JOCジュニアオリンピックカップ　文部科学大臣旗争奪　彩の国杯　第11回全国中学生空手道選抜大会への軌跡
　大滝虹遥君と戸塚峻志君は幼馴染み。同じ暁星幼稚園を卒園、同じ高洲小学校を卒業し、現在も同じ高洲中学校に通う２年生です。そして
小さな頃から翔空会で一緒に空手を習っています。現在は２人とも初段になり、“２人で全国大会の決勝で対戦すること”が夢でした。
　平成28年12月23日に、２人の地元である浦安市総合体育館において、全国大会に出場するための予選トーナメント（千葉県選抜中学生空手
道選手権大会）がありました。この大会の上位３名が全国大会に駒を進めることができます。この千葉県最高峰の舞台で大滝虹遥君が優勝（県
大会２連覇）、戸塚峻志君が準優勝することができました。
　そして２人は、同じ浦安在住で日本代表として世界を相手に戦った経験を持つ憧れの長田先生から頂いた御守りを手に、平成29年３月28～

30日にかけて埼玉県武道場で行われた、全国中学生空手道選抜大会に千葉県の代表として参加しました。
全国47都道府県の代表138人による組手トーナメント。戸塚峻志君は元全国チャンピオンに勝利し、５
回戦まで駒を進めるも愛知県の強豪に敗退し、ベスト16...。大滝虹遥君は準々決勝までは相手に１ポイ
ントも与えず勝ち上がったものの、準決勝で優勝者に0-1の僅差で敗退してしまい第３位となりました。
　２人の夢を叶えることはできませんでしたが、夢が目標に変わった瞬間でした。そして、この大会に
おいて特に印象深かったことが２つあります。ひとつは戸塚峻志君の悔し涙です。１回戦を勝ち抜くだ
けでも満足してしまう全国大会において、ベスト16になっても悔し涙する姿にこちらまで涙が溢れてき
ました。益々強くなることを確信しました。
　もうひとつは、空手を通じてできた友達からの応援です。関東の選手で準決勝のマットに残ったのは、
大滝虹遥君１人だけでした。その大滝君に対し、関東の仲間達が一丸となり、大きな声援を贈ってくれ
たことです。
　２人がここまで成長できたのも黒岩先生をはじめとする諸先生方、全国にできた空手の仲間達、いつ
もサポートして頂いているご父兄方のお陰だと思います。今の２人の夢はオリンピックで金メダルをと
ることだそうです。これからも夢に向かって切磋琢磨して欲しいと思います。

■ サッカー協会
●「楽しく！上手に！強く！」浦安FAセレイアス
　浦安FAセレイアス（以下、セレイアスという）は浦安市で活動する女子中学生
で構成されたチームです。（セレイアスは、浦安市サッカー協会が主催し、JFL所
属のブリオベッカ浦安が運営主管をしているチームです）
　セレイアスは、浦安市サッカー協会の、『中学生女子たちがいつでもサッカーが
できる環境を作りたい』という想いから平成25年に設立されたチームです。今月

（４月）で５年目を向かえています。
　設立当初は中１メンバーが６名しかいませんでした。県協会に登録することも
出来ず、公式戦への参加は夢のまた夢。練習試合すらすることができませんでした。
　平成26年に新メンバーが加わり15名の選手で待望の公式戦に参加。勝っても負
けても、試合ができることを楽しみました。
　平成27年には中３から中１の全学年が揃い、メンバーも26名になりました。公
式戦では１期生の選手たちがチームを引っ張り、県３部から始めた県リーグを、１年で県２部へ昇格させました。
　２年目には県１部へ昇格。平成28年県１部残留し、29年も県１部で活動します。 今ではセカンドチームも県協会に登録し活動しています。
セカンドチームも県２部まで昇格しています。 また、全国大会へ繋がるU-15選手権千葉県大会では、２年連続で予選リーグを突破し、ベスト
８まで進むことができました。
　平成29年は新中１、11名が加わり総勢34名で活動しています。これからも、６名で頑張ってきた１期生の想いを忘れることなく、セレイア
スのモットーである『楽しく！』『上手に！』『強く！』を大切に向上心を持って活動していきたいと思います。
　最後に、『セレイアス（人魚たち）』という名前は、チーム名をみんなで決めよう！と平成26年に選手、スタッフでアイデアを出し合い、そ
の中から選手たちが決めた名前です。チームのマーク、番号、チームカラー やロゴのデザインは、ブリオベッカ浦安のデザインをして頂いた
デザイナーの室伏宏保さんです。選手たちはそのデザインを見て“一目惚れ”でした。
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■ 陸上競技協会

■ 弓道連盟

●第35回浦安市民陸上記念大会
　平成29年３月25日に浦安市陸上競技場において第35回浦安市民陸上競技記念
大会が開催されました。1,425名が参加し、各々が自己記録の更新を目標に競技
に臨みました。
　右記のとおり、５つの大会新記録が誕生しました。

●平成29年度　定期総会および総会射会が行われました。
　４月の陽光うららかな日、今年度の定期総会・総会射会を行いました。会員数95名（男性
54名・女性41名）にて新年度がスタートです。
　今年度の活動ポイントとしては、新人会員の技術向上のほか、昨年を上回る、対外試合・
大会での成績向上と、昇段・昇格者の輩出を目標としています。
　先日行われた４月の昇段審査においては、四段・１名、参段・５名が合格。早速のスター
トダッシュ！
　昨年後半から弓道場の利用可能時間が拡大され、練習できる機会が増えましたので、目標
達成の為にみんなでアイデアを出し合いながら、ますます練習に励みます！

■カヌー協会
●第40回ＮＨＫ杯全国カヌースラローム大会を振り返って
　平成29年４月８日～９日、富山県八尾市において開催された第40回ＮＨＫ杯全国カヌースラローム大会に穂積将輝、穂積裕輝、上野結斐の
３選手が参戦しました。
　今大会から初めて観戦料（２日間で3,000円）が設定され、料金を払ってまで観戦に来られる方がおられるのかと危惧しましたが、会場は程
よい混み様でした。リオオリンピック銀メダリストの羽根田選手の人気は大したもので、多くのファンやマスコミ、中には芸能人が数名おり、
会場を賑わせていました。カヌー人気の高まりを願うものの、実態としてはまだ
まだ大半が選手の親類やカヌー関係者等のようで、一般のカヌー愛好家が大勢観
戦に訪れるのはまだ先のようにも思いました。
　会場の井田川の流れは、新たに手を加えられたとのことで、例年以上にパワー
アップしており、波にはじかれて狙ったコースに乗れず、ゲート不通過や転覆す
る選手が続出する中、本当に実力があり努力した選手が表彰台に上がっていまし
た。浦安市からの３選手は決勝進出はならなかったものの、トップ選手の背中も
少しは見えてきましたし、今年の各大会に向けての目標と課題を見つけることが
できました。
　レース当日は小雨の中気温が上がらず、寒さが身にしみる状況でしたが、コー
ス攻略見本を示すかのようにツバメがゲートの間を飛び回り、岸壁の桜も３分咲
きで北陸への春の訪れを感じる２日間でした。

■ ラグビーフットボール協会
●ラグビーワールドカップ2019に向けて
　ラグビーワールドカップが平成31年９月～11月に日本で開催されます。平成28年12月、大会公認キャンプ地に、浦安市が立候補しました。
　今後、様々な選考プロセスを経てキャンプ地の決定となりますが、招致に向けて、これまで以上に浦安のラグビーを盛り上げていきます。
　ラグビーフットボール協会では市内の小学校でタグラグビーの出前講座を行うなど、小学校でのタグラグビー普及活動を積極的に行ってい
ます。今後さらに活動を積極的に取り組んでいく予定です。
　また、誰でも気軽に参加できるイベントも開催しています。平成29年４月９日に開催を予定してた「浦安をつなごう市民タグラグビー祭」は、
あいにくの雨で中止となってしましたが、誰でもラグビーに親しめるような企画をして
いますので、次回開催時は多くの方の来場をお待ちしています。
　平成29年４月22日、23日に北九州で行われる「HSBCワールドラグビー女子セブン
ズシリーズ」に出場するブラジル代表チームが、４月11日～18日まで　浦安市運動公
園陸上競技場で大会直前キャンプを行いました。
平成30年３月（予定）には、社会人ラグビーの日本トップリーグで活躍する「NTTコ
ミュニケーションズシャイニングアークス」のホームグラウンドが完成予定です。

●小学生チームの活躍　浦安ウイングスが全国大会準優勝
　平成29年２月18日、19日に味の素スタジアム（東京都調布市）で開催された、サン
トリーカップ第13回全国小学生タグラグビー選手権で、「浦安ウイングス」が準優勝に
輝きました。昨年の３位からさらに順位を上げ、ますますの活躍が期待されます。

種　　　目 氏　名 記　録
小学男子100ｍ 小嶋　響 13秒13
中学男子100ｍ 増田　周汰 11秒11
中学男子ジャベリックスロー 渡辺　慎之助 47ｍ69cm
中学女子100ｍＨ 鈴木　歩実 15秒70
中学女子ジャベリックスロー 畑中　美空 32ｍ81cm
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　体育協会では、優良な運動施設を視察することにより、本市社会体育の一層の充実・発展を図ること、また、加盟団体間の情報交換並びに会
員相互の親睦を図ることを目的として、２年に１度、宿泊研修会を実施しています。今回は平成29年２月25日（土）～26日（日）の１泊２日
の日程で、25名の参加により宿泊研修会を実施しました。障害者スポーツ・文化施設「横浜ラポール」（横浜市港北区）を訪れました。障がい
者の利用において先進的なスポーツ・文化施設で、施設紹介のＶＴＲを視聴したほか、様々な工夫が凝らされた施設を見学することができました。
　施設見学後は湯河原温泉「あかね」に宿泊をし、各加盟団体相互の親睦を深めることができました。

　平成29年３月19日に運動公園内にスケートボード場が既存の３倍の面積に拡張してリニューアルオープンしました。
　また、３月31日に運動公園野球場オープニングセレモニーが行われ、こけら落としにイースタンリーグ公式戦ロッテ対巨人が行われ、市内
の少年野球チームが招待されたのをはじめ、計2,046人の観客で賑わいました。
　そのほか、４月１日に高洲地区に市内初のハードコートのテニスコート（２面）「高洲南テニスコート」がオープンしました。市内既存の砂
入り人工芝コートと違い、車いすでテニスをプレーする方にテニスを楽しみやすいフラットなコートです。

運動公園野球場
メインスタンド1,000席 人工芝グラウンド
内野スタンド760席 フルカラーLEDスコアボード
外野スタンド740席（芝） LED夜間照明
センター122m、両翼98ｍ

・市内登録団体利用料金：２時間5,070円（要予約）

運動公園スケートボード場
　オリンピックスケートボード競技にも採用されている、街中にある
ような手すりや段差を利用した技を競い合う、「ストリート種目」を充
実させ、従来の３倍の面積でリニューアルオープンしました。

・利用料金や予約は不要です。
・小学生以下は保護者同伴の上、プロテクターの着用が必須です。

体育協会宿泊研修会

市内のスポーツ施設整備について

設立の経緯をはじめ、施設概要をＶＴＲでご紹介い
ただきました。

視覚が不自由な方でも安心してウォーキングができ
るよう、綱のついたガイドレールが屋内トラックに
整備されています、

湯河原温泉ホテル「あかね」にて

高洲南テニスコート（２面）
　アスファルトの表面を化学樹脂でコーティングしたハードコートで、車いすでもプレーしやすいコートです。

・市内者使用料金：１面２時間480円（要予約）
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■平成29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３日
６月４日（予備日） 第36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17日（予選）
６月24日（決勝） 平成29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
10月14日（予選）
10月21日（決勝）
10月28日（予備日）

第36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７日（予選）
10月14日（決勝）
10月21日（予備日）

第36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

２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16日 中学校バレーボール春季大会 浦安市運動公園総合体育館
９月17日 中学校バレーボール秋季大会 未定（浦安市内中学校）
５月14・21日 春季中学校野球大会 明海中学校、高洲中学校、美浜中学校
10月下旬 秋季中学校野球大会 未定（浦安市内中学校）
５月27・28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、浦安南高等学校
５月13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16日 中学校ソフトボール秋季市内大会 浦安市今川球技場
７月１日 ※７月８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28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７日 ※10月14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
５月13・14日 ※５月28日 浦安市春季サッカー大会 日の出中学校、美浜中学校、浦安市運動公園
11月下旬 浦安市秋季サッカー大会 未定（浦安市内中学校）
２月中旬 Uリーグ大会 未定（浦安市内中学校）

　（２）市川・浦安支部総合体育大会　※　予備日

期　日

種　目

月 ６ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７
会　　　場日 18 ８ ９ 15 16 21 22 23 24

曜 日 土 日 土 日 金 土 日 月
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 ○ ○ ○ ○ 塩浜市民体育館、国府台ＳＣ体育館　他
サッカー ○ ○ ○ ○ ○ ※ 国府台SC　他
ハンドボール ○ 国府台ＳＣ体育館
野球 ○ ○ ○ ○ ○ ※ 浦安市中央公園、運動公園、国府台SＣ
体操 ○ 昭和学院中学校
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 ○ ○ 未定（市川市、浦安市中学校体育館）
相撲 ○ 塩浜市民体育館相撲場
硬式テニス 〇 市川中学校

※市川・浦安支部総合体育大会上位入賞者（チーム）は、7月下旬に行われる千葉県大会への出場権を得ます。
　以降、8月上旬に関東大会、8月下旬に全国大会と夏季休業中に上位大会が続きます。市内各中学校の健闘を祈ります。
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スポーツ知識 専門家に聞く・第26回

浦安市総合体育館
指導員　柿﨑 直宏

アスリートの栄養について

～アスリートでも一般の方でも食事で気をつけるポイント！～
　アスリート専用の特別な食べ物があるわけではなく、飲めば必ず強くなるようなドリンクなどもありません。アスリートであっ
ても摂取しなければならない栄養素は一般の方と変わらないのです！

◎『食事の基本型』を覚え、習慣づける！
　　①主　食：エネルギー源となるごはんやパン、めん類など
　　②主　菜：たんぱく質源となる肉、魚介、卵、大豆製品など
　　③副　菜：ビタミンやミネラルを豊富に含む野菜、いも、きのこ、海藻類など
　　④乳製品：牛乳、乳製品
　　⑤果　物：バナナ、みかんなど
　 　この５つを毎食そろえ、欠食しないよう３食（朝昼晩）必ず食べましょう。またバランスよく組み合わせた食事を心がけま

すが、１食で摂れなかった栄養素は後でプラスするか、次の食事で多めに摂るとバランスを整えやすくなります。アスリート
においては「食べる事も競技力向上のための１つの練習」と捉え、偏った食事にならないようにすることが大切です。

～アスリートが気をつけるべき食事のポイント！～
◎スポーツの競技特性や運動量に合わせた食事を考える！
　●持久力を必要とする場合【陸上競技(長距離)・トライアスロンなど】
　　 　エネルギー源であるグリコーゲンを蓄えるために、『食事の基本型』をベースに糖質を多く含む「主食」を多めに摂ります。

また糖質などの分解を手助けしてくれる、ビタミンB群が豊富な豚肉や緑黄色野菜を多めに摂りましょう。持久系スポーツ
によく見られる鉄欠乏性貧血の予防のためには、レバーやほうれん草を意識して食べるように心がけるとよいでしょう。

　　　貧血対策の究極メニューは「レバニラ炒め」です！
　●球技系スポーツの場合
　　 　広いコートで持久力を必要とするサッカーや野球などの種目は糖質を多く含む「主食」を多めに摂ります。またコートが

狭く、瞬発的な動きを必要とするバスケットボール・バレーボール・卓球などでは、瞬発力を高めるために「高たんぱく低
脂肪」の食事を心がけ、特に接触プレーがある競技はケガの予防のためにカルシウムを含む牛乳や乳製品を多めに摂りましょ
う。カップ麺やスナック菓子にはカルシウムの吸収を阻害するリンが多く含まれているので、競技力向上を目指すのであれ
ば控えましょう。

◎運動量の多い競技ほど『補食』で補う！
　年齢や性別、競技種目や運動時間（強度）によって、その人が１日に必要とされるエネルギー摂取量は異なります。
　※ 一般的な成人の摂取エネルギーが1,800～2,800kcalに対し、アスリートは2,500～4,500kcal必要。
　　 アスリートは運動によるエネルギー消費を食事により補う必要がありますが、3食だけでその必要なエネルギーを摂ること

は困難なため、運動の前後に“おにぎり”や消化の良いバナナなどの『補食』により不足している栄養素を補給します。
　☆ リオデジャネイロオリンピックの水泳日本代表選手は、補食としてパワーボールと呼ばれる小ぶりな『アミノ酸入りおにぎ

り』で、栄養補給し好成績を収めることができたようです。トップアスリートでも手軽で身近な食材を選んでいるのです！

◎安全性の高い食品を選ぶ！
　 　試合前の食事は胃の消化能力を考え３～４時間前にとっておくことが理想ですが『安全性』も大切なポイントになります。

緊張すると消化吸収能力が低下することから、油物は避けて食べ慣れた食事にする事、刺身や生卵などの生ものの食事は避け
る事、保存状態の悪い料理は避けるなどし、消化の良い食事を試合前日から心がけるようにしましょう。

　適切な栄養摂取量については個々で異なりますので、総合体育館のトレーニングルームで実施している公認スポーツ栄養士に
よる『栄養相談』を受けるなどして、より効果的な栄養補給を心がけましょう。

【参考文献：戦う身体をつくるアスリートの食事と栄養　ナツメ社　2007】

日本を代表するような選手や、世界で活躍するようなトップアスリートの多くは、日々の練習
に取り組むことはもちろん、それと同じぐらい「睡眠(休養)」と「栄養」に気を使い、コンディ
ショニングとパフォーマンスの向上を図っています。そこで、今回は『アスリートの栄養』に
ついてご紹介します。

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


