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体協だより

第67回千葉県民体育大会　総合第10位
　浦安市からは、20競技309名の選手が参加し,総合成績は33郡市中10位（51点）でした。

　前回大会の８位から順位を落とす結果となりましたが、今大会は女子バスケットボール競技で優勝（３連覇）、空手道競技で男女ともに準優勝、

男子カヌー競技でも準優勝を果たしています。

　大会中は、福元会長をはじめ、副会長、理事長が多くの競技の応援に駆けつけ、選手を激励いたしました。

　総合成績８位までを見ると、得点に大差はないように思えます。本市は出場競技数が限られている状況ですが、各競技団体が勝ちにこだわり、

着実に加点をしていくことで、次回大会で再び８位入賞が期待されます。

千葉県総合スポーツセンターにおいて表彰式

が行われました。

松木新氏（体育

協会理事長）が

今年度の千葉県

体育協会功労賞

を 受 賞 し ま し

た。浦安市剣道

連盟での指導的

立場としての貢

献や、体育協会

副理事長を歴任

されてきた功績

が 讃 え ら れ、

10月27日（金） 任されてきました。行政と地域住民の橋渡し的存在とし

て、献身的に競技スポーツの振興に尽力されるなどの功

績が讃えられました。

　11月３日（文化

の日）に 市 民 功

労 者表彰 式が 行

われ、宇田川勉氏

（体育協会前副会

長）が表彰されま

した。 宇 田 川 氏

は、平成３年から

29年度の役員改

選まで の 四 半 世

紀にわたり、本協

会 の 副 会 長を歴

無を問わず参加できる初心者講習会や指導者講習会

をはじめ、市民大会等の運営など、市民がバウンドテ

ニスに親しむ機会の創出や普及活動が讃えられました。

　11月16日（木）

に浦 安市 教育 功

労 者 表彰が 行わ

れ、バウンドテニ

ス協 会 が 表 彰さ

れました。

　平成４年に協会

設立。軽スポーツ

協会への加盟を経

て、28年度から体

育協会に加盟しま

した。 経 験 の 有

千葉県体育協会功労賞 浦安市市民功労表彰 浦安市教育功労者表彰

本年度・郡市別成績順位（10位まで）
順位 総　合 男　子 女　子

第１位 千葉市 213.0 千葉市 141.0 千葉市 72.0

第２位 船橋市 192.5 船橋市 137.5 市川市 55.0

第３位 松戸市 101.1 松戸市 101.0 松戸市 52.5

第４位 市川市 92.0 印旛郡市 93..5 市川市 46.5

第５位 柏市 130.5 市川市 92.0 柏市 44.0

第６位 印旛郡市 127.0 柏市 86.5 市原市 38.5

第７位 市原市 111.1 市原市 72.5 印旛郡市 33.5

第８位 八千代市 66.0 八千代市 49.5 習志野市 28.5

第９位 習志野市 57.0 山武郡市 42.0 浦安市 28.0

第10位 浦安市 51.0 野田市 34.0 鎌ヶ谷市 19.0

（男子）　浦安市　第16位　23.0点

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 中止 - 中止 -

柔道競技 ベスト８ 2.5

ソフトテニス競技 ６位 ４位 ５

剣道競技 初戦敗退 -

バレーボール競技 初戦敗退 - ベスト８ ３

バドミントン競技 ２回戦敗退 - ２回戦敗退 -

水泳競技 20種目出場 -

空手道競技 準優勝 7.0 準優勝 ７

テニス競技 ２回戦敗退 -

サッカー競技 初戦敗退 -

ソフトボール競技 ２回戦敗退 - 初戦敗退 -

陸上競技 20種目出場 1.0

ゴルフ競技 男女混合出場　６位 3.0

ラグビーフットボール競技 中止 -

アーチェリー競技 12位 -

バスケットボール競技 ベスト８ 2.5 優勝 ８

弓道競技 決勝トーナメント進出 -

カヌー競技 準優勝 7.0 - -

スキー競技 19名出場 - ６位 ３

スケート競技 ７位 ３

自転車競技 １名出場 -

合　　計 23.0 合　　計 28.0

男女合計 51.0

卓球競技が衆院選のため、ラグビーフットボール競技が連日

の荒天のため中止となっています。また、浦安市体育協会加

盟団体以外の競技でも市民が参加しています。

式後、福元会長（右）から、宇田川前副会長（左）
へ花束の贈呈

平野芳子会長が式に出席し、教育長から表彰
状の授与されました。

　浦安市卓球連盟が生涯スポーツ優良団体表彰（文部科学大臣表彰）を受賞しました。

　生涯スーツ優良団体表彰は、地域や職場におけるスポーツの健全な普及や発展に貢献し、顕著な

成果を上げた団体を表彰するもので、今年度は全国で53団体が受賞しました。

　浦安市卓球連盟は昭和36年に設立。浦安市の卓球競技の普及、振興と共に、卓球技術の鍛錬を通

じて、会員相互の親睦と融和を図りながら、市民の健康的な生活に資することを目的として永きに

わたり活動を続けてこられました。市民大会をはじめ、年齢に合わせた卓球教室の開催、市イベン

トや公民館事業への協力などの積極的な活動が讃えられ、今回の受賞となりました。

　10月６日（金）、林芳正文部科学大臣、鈴木大地スポーツ庁長官隣席の表彰式に出席し、10月10

日（火）、内田悦嗣市長に受賞の報告をしました。

浦安市卓球連盟が生涯スポーツ優良団体表彰を受賞

市長へ喜びの報告
市長（中央）浦安市卓球連盟 長浜好二会長（左）同連盟 緒方雄介理事長（右）
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●女子、貫禄の３連覇！
　男子の初日は悪天候、船橋市の体育館はとても寒く体の芯まで凍える一日。初戦は
市原市戦シーソーゲームながら勝利。２回戦の木更津に87対60でベスト８。３回戦は
習志野市（３年連続優勝の強豪）。
　前半は互角の戦いでしたが地力で勝る習志野市が最終ピリオドで連続得点し、残念
ながら56対78で敗退となりました。

女子は前回大会優勝しているため、第１シード。

　若手のメンバーも加わり大会２日目からの参戦となりました。初戦の松戸市戦は73
対35と危なげない戦い。次の千葉市戦も74対52と勝利しベスト４。翌日は鎌ヶ谷と
対戦し64対51で勝利し決勝進出を決めました。
　決勝戦の相手は昨年と同じく市川市。73対47で圧勝。見事に優勝３連覇を達成した
ました。今年の浦安は強かった！

●浦安市史上初の個人成績１位
　総合順位は６位と健闘し、中でも、ニューフェイスの尾崎貴将選手が、
強豪ひしめく一般男子の部で個人１位を獲得し、浦安市の上位入賞に貢
献しました。個人第１位の獲得は浦安市初の快挙です。シニア男子・女
子の部でもそれぞれが健闘した結果、６位という総合成績を収められま
した。
　総合２位～６位までの成績は僅差ですので、選手一人一人があと１打
アップすることでトップ３は手が届くということを胸に、来季に向けて
臨む決意を新たにするところです。

●強豪相手に大接戦！来年に期待
　銚子、館山を相手に、２戦目までは選手個々が十分に持ち味を発揮し、
良い流れで準々決勝に進みました。
　準々決勝の相手は強豪の市川市。最後、大将戦で決着がつくという大
接戦でしたが、あと一歩及ばす、惜しくもベスト４進出を逃しました。
　来年は、更に上位進出を目標に頑張りたいと思います。

バスケットボール（女子優勝・男子ベスト８）

ゴルフ（男女混合６位） 柔道（男子ベスト８）

●女子の健闘が光る
　平成29年３月10（金）～12日

（日）、会津たかつえスキー場に
おいて行われた県民体育大会ス
キー競技。女子チームが大回転
競技で大健闘し、総合６位とな
りポイントを獲得しました。
　男子チームは、健闘もむなし
く、総合18位と残念な結果とな
りました。
　次年度大会は、鬼門のクロス
カントリー競技のメンバーを揃
え、さらなる上位を目指してい
きたいと考えています。

スキー（女子６位・男子出場）

●競り合いに負けるも、次回に期待できる戦績
　昨年入賞のため2回戦から出場の男子の初戦は、ベスト８をかけて強
豪の千葉市と対戦でしたが、2勝3敗で敗退となりました。
　女子も2回戦からの出場。船橋市に3勝0敗、市川市に2勝0敗で準決

勝まで勝ち進みましたが、印旛郡市
に1勝２敗で敗れ、3位4位決定戦へ。
前の試合で故障者が出てベストメン
バーで臨めず、野田市に1勝2敗で
敗れ、4位となりました。優勝は印
旛郡市でしたが、準決勝で対戦した
時はマッチポイントを掴みながら逆
転負けしただけに悔いの残る試合と
なりました。来年は更に上を目指し
て練習していきたいと思います。

ソフトテニス（女子４位・男子出場）

●男女ともに準優勝。来年は優勝を！
　ここ数年で常勝している浦安市代表チーム。特に女子は５連覇をかけ
ての戦いでした。

　男女ともに優れた
選手が集まりました
が、試合の展開が良
くないない方向へ行
ってしまいました。
優勝する実力があっ
ただけに残念です。
来年こそ男女ともに
優勝を奪還したいと
思います。

●稀にみる激戦のなか準優勝
　男子は５連覇を目指しましたが、
全員そろっての練習が思うように
いかず、惜しくも準優勝となりま
した。今回は稀に見る激戦で、各
レースともコーナーごとに艇がぶ
つかり合う激しい戦いが繰り広げ
られました。
　各チームの選手編成が充実して
きており、今後に備えての若手選
手の養成が急がれます。なお、女
子チームは残念ながら３名の選手
を揃えることができず不参加とな
りました。

空手道（女子準優勝・男子準優勝） カヌー（男子準優勝）
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●次こそは準決勝の先へ
　男子は山武郡市に敗れ、１回戦敗退。女子は、１回戦、２回戦ともに
２セット連取でストレート勝ちをしましたが、準々決勝の千葉市との対
戦で敗れ、惜しくも目標にしているベスト４には残れませんでした。
　男女とも来年は今回以上の成績を残せるよう日々の練習に励んでいき
たいと思います。

●次回は入賞に返り咲きを
　県民大会アーチェリー競技は、３人のスコア
を合計し、成績が決まります。前回は個人成績
トップ10入りする選手もいるなど、一人一人
がきちんと成績を残し得点を積み上げることが
できましたが、今回はそれができず、総合12
位と振るいませんでした。

　福元会長、佐藤副会長、和田副会長、松木理事長が、

可能な限り各会場を巡回し、チームの応援をされました。

　また、今回の大会は衆議院議員選挙の投開票日と

重なったために会場確保ができなくなり、卓球競技

が中止に。また、ラグビーフットボール競技が立て

続けの荒天により中止となりました。

　今回は残念ながら練習の成果を発揮する機会を逸

しましたが、来年はそのエネルギーを爆発させてく

れることでしょう。

●過去最高成績の８位入賞
　今年度は昨年度以上の参加者を目標に、各校の協力を得て、過去最高
の参加者を送り出すことができました。優勝種目はなかったものの、
11種目で入賞、得点も46点で過去最高の成績を残すことができました。
　全種目への出場ができれば、他市とも十分に戦えるという手ごたえを
掴むことができました。市内在住競技者のリストアップと各学校間、顧
問との交流に努めて全種目出場を目指したいです。

バレーボール（女子ベスト８・男子出場）

アーチェリー（男女混合　出場） 三役による巡回応援

陸上競技（８位）

●少人数でも多種目入賞
　浦安市は、男子11名、女子３名と少数の参
加にかかわらず、リレーを含め、得点圏内とな
る８位入賞が10種目と非常に優秀な成績を残
しています。
　強豪チームと競り合えるよう、選手層の増強
が大きな課題です。

水泳（男女混合出場）

●激闘の末惜しくも敗退
　抽選の結果シードを獲得し、第2試合からの
出場。初戦は、第1試合を9－１で勝ち上がっ
てきた柏市との対戦。
　安定した試合運びでゴールに迫りますが得点
を奪えず、0－0のままＰＫ戦となり、ＰＫ３
－５で無念の敗退となりました。
　来年は上位を狙えるように年間を通じて強
化・準備をしたいと思います。

サッカー（男子出場）

●これからに期待
　主要選手が欠場したため、思うように結果が
出せず、残念ながら２回戦敗退となりました。
　成績は振るいませんでしたが、半面、若い人
材も発掘できたので、今後に期待したいと思い
ます。

テニス（男女混合出場）

●近的・遠的共に７位入賞
　遠的・近的共に予選を通過し、（31チーム中
８位）、決勝トーナメントに進出できました。
最終的に、遠的７位、近的７位と好成績だった
のですが、総合成績では惜しくも入賞が叶わず、
ポイント獲得ができませんでした。
　ポイント獲得はなりませんでしたが、遠的・
近的共に決勝トーナメントに進出できたことは
大きな成果であったと思います。

弓道（男子出場）

●２回戦敗退も手ごたえあり
　男子は市川市に敗れたものの、競り合う場面
もあり、強化練習の成果は出てきたと思います。
女子は２回戦で、今大会で優勝した市原市に敗
れました。しかしながら、決勝までの試合を見ると、
浦安市チームは第１ダブルスであと１歩のところ
まで競ったりと、善戦していたように感じました。

バドミントン（男子出場・女子出場）

●来年は男女ともにベスト８進出を
　男子の初戦は我孫子市との対戦。きっちりと
した攻守で13－０で快勝。２回戦はシードの
市川市との対戦。ベスト８をかけての大事な一
戦でしたが、5-1で敗退となりました。
　女子は船橋市との対戦。0-6で無念の初戦敗
退となりました。

ソフトボール（男子出場・女子出場）

●来年こそは得点圏を
　２年ぶりの入賞目指して、意気込んで臨んだ
習志市との対戦でしたが、残念ながら初戦敗退
となりました。65回大会の５位から入賞が遠
ざかってしまっています。次回は少なくとも８
位入賞をして、浦安市の総合成績アップに貢献
したいと思います。

剣道（男子出場）
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■ 空手道連盟

●昇政塾の紹介

　2016年８月、IOC総会において、2020東京オリンピックの追加種目の一つとし

て空手道が採用されました。長年の夢であったオリンピック競技となり、空手道界

は盛り上がっていますが、ここ浦安では2010年にゆめ半島千葉国体において空手

道競技会場になるなど、以前から空手道が盛んに行われていました。昭和56年の市

制施行により、浦安市空手道連盟が発足し、現在６団体が加盟して活動しています。

　その中の１団体である昇政塾は、幼年からシニア世代までの練習生が全国大会を

目指して日々稽古に励んでいます。2017年の全国大会出場者は、「彩の国杯第11回

全国中学生空手道選手権大会」に出場した大野美桜さん、「第17回全日本少年少女

選手権大会」に出場した山川寛太君、「日本スポーツマスターズ2017兵庫大会空手

道競技」に出場した雑賀弘美さん、川手香織さんの４名です。みんな代表選手決定

のための大会や選考会で選出されたのち、及川昇一師範の指導のもと日々稽古に励

み、千葉県代表として全国大会に臨みました。今年は雑賀さんのベスト８が最高成績でしたが、来年も出場して、より上位の成績を残

せるように気持ちも新たに頑張っています。その他に、昇政塾には１年を通じて、浦安市や市川市、鎌ヶ谷市などの市民大会や、流派

である和道会の全国大会や関東大会、千葉県大会、そして道場生だけによる昇政塾大会など多くの大会に参加しています。

　また、毎年秋には浦安スポーツフェアや浦安市民祭りなどで空手の演武を行っています。大会とはまた違った緊張感をもってやって

いますが、成功した後の充実感は格別です。みんなが心を一つにして作り上げる「形」や「約束組手」の技を披露していますので、一

度ご覧になっていただければと思います。

■ スキー連盟

●市民大会・スキー教室を実施しました。

　　平成29年１月21日（土）尾瀬岩鞍スキー場で市民スキー大会を実施し、小学

生からシニア迄35名により、大回転競技のタイムレースを行いました。

　スキー愛好者を対象とするスキー教室は、１，２，３、月と３回計画し、雪山体験

の活動を提供して来ました。

　ジュニアスキー教室は、毎年年末に３日間行っており、子供の上達の速さには、

いつもびっくりさせられます。

　それ以外にもバーべキュー会を行うなど、会員の親睦行事を行っています。

■ 合気道連盟

●全日本大会で浦安支部が団体演武で優秀演武賞を受賞

　　９月30日（日）、駒沢オリンピック記念公園内屋内球技場に於いて第

62回全日本養神館合気道総合演武大会が開催されました。

　国内外から800名余りの会員が参加し、日頃稽古した技を存分に発揮し

ました。

　合気道は、試合のない「和の武道」と言われ、老若男女一緒に稽古でき

る武道です。国内はもとより、海外でも日本古来の武道として愛好者も急

増しています。

　養神館合気道龍（養神会）も毎年参加し、今年も220名の会員が参加し

ました。競技演武では、黒帯の部女子で第２位、茶帯の部男子で第３位、

白帯の部女子で第１位、団体演武で浦安支部が優秀演武賞を受賞しました。

■ 弓道連盟

●秋季市民体育大会が開催されました。

　39名の一般参加者のもと、９月に秋季市民体育大会が開催されました。

一般男子の部　優勝　中嶋　孝明

一般女子の部　優勝　脇　　澄枝

さらに、それぞれ５位までを表彰しました。

　今回は浦安市民大会でしたが、今後は対外試合・対外大会が予定されています。

　今年度の弓道連盟の活動目標ポイントは、昨年度を上回る昇段者の輩出と、対外大会

での成績向上ですが、日頃の鍛錬が実り、今年に入ってから、既に五段合格者３名、錬

士五段合格者１名、錬士六段合格者１名と昇段者続出の年となっています。

　この勢いに続き、もう一つの目標達成も出来るよう、対外試合・対外大会での入賞目

指し、日々の鍛錬にますます励んでいます。
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■ 陸上競技協会

■ ゴルフ協会

●第32回市民体育大会ゴルフ競技を開催しました

　第32回市民体育大会・ゴルフ競技を、奇跡的に晴れ渡った秋空の下、10月４日に開催しました。男性105名、女性29名、合計134名の腕

自慢が集まり熱戦が繰り広げられました。残念ながら浦安市内にはゴルフ場がないため、会場は成田市のレイクウッド総成ＣＣにお願いし

ました。また、練習場も市内からなくなってしまいましたが、それでも参加した各選手は練習に励み好スコアの連続でした。優勝は男女と

も秋季県民大会への浦安代表選手である村田選手と伊藤選手が接戦を制し市長杯を獲得しました。尚、先立って開催された秋季県民大会に

於いて浦安代表チームは総合成績で第６位を収めることができました。

　その中でも、一般男子の部に代表選手として初参加した尾崎選手は堂々の優勝を飾り、ゴルフ協会史上初の快挙を成し遂げました。総合

優勝は過去に一度獲得しましたが、強豪ひしめく一般男子の部での優勝は言葉に尽くせない喜びでした。余談ですが、尾崎選手は非常にゴ

ルフに恵まれた環境で育っておられ、著名なプロ選手を父・叔父に持っています。都合がつけば今後も積極的に参加できるとの事ですので、

腕自慢の方は是非ゴルフ協会に参加いただき尾崎選手とのラウンドを目指してください。

■ ソフトボール協会

●第31回全日本小学生女子ソフトボール大会が浦安市運動公園ほか４球場で開催されました。

　全国各地から48チームの参加のもと、全国大会が浦安市で開催されました。各チームが趣向を凝らした入場行進を行った感動の開会式。

小学生とは思えない高い技術での試合に加え、浦安市の素晴らしい体育施設、インフラの提供により、大会が盛り上がり、大会参加の選手、

監督、応援の父兄の皆さんにお褒めと感謝の言葉をいただきました。

　ご支援・ご協力いただいた市民スポーツ課、浦安市体育協会ほか、関係者の

皆様に厚く御礼申し上げます。

　なお、大会結果はオールあきる野女子（東京）が優勝、ホワイトビッキーズ（京

都）が準優勝し、千葉県代表のミルキーエンジェルスがベスト８入りしました。

●実年チーム「浦安スーパースターズ」が全国大会ベスト16

　９月23日（土）～25日（月）に滋賀県東近江市で開催された全日本実年ソフ

トボール大会に、千葉県代表として浦安スーパースターズが出場しました。

　１回戦は和歌山ヤンキース（和歌山）に、２回戦では千歳協会50（北海道）

に勝ち、ベスト16入りしました。３回戦は今大会準優勝の土佐土建（高知）に

惜しくも敗れましたが、50歳以上のカテゴリでソフトボールの楽しさ、難しさ

を改めて感じる大会となりました。

●第72回国民体育大会カヌースラローム競技８位入賞

　平成29年９月９日（土）から12日（火）に開催された愛媛国体カヌースラロー

ム競技（実際の会場は高知県本山町）において、千葉県代表として昨年に引き続

き２度目の国体出場を果した、上野由斐選手（17歳）が25ゲートで８位に入賞し

ました。15ゲートは11位でした。

　国体出場までには、千葉県代表戦、関東ブロック戦を勝ち上らなければならず

厳しい道のりでしたが、努力の成果を残すことができました。

　まだ、17歳の若さですので伸び代も十分、ＪＰカップシリーズでの上位入賞、

ナショナルチーム入り、引き続きの国体出場、さらには2020年を目標として更な

る精進を重ねてもらいたいと思い、クラブ員一同期待を込めて応援しているとこ

ろです。

■ カヌー協会

●第33回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会及び第12回ちばキッズ陸上競技大会に参加しました

　７月９日（日）と10月14日（土）に県総合スポーツセンター―陸上競技場において、第33回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会及び

第12回ちばキッズ陸上競技大会という２つの小学生の県大会が開催され、市内小学生総勢41人が参加し、素晴らしい活躍を見せてくれました。

第33回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会入賞者 第12回ちばキッズ陸上競技大会入賞者

種　目 選手名 学校 記録 順位 種　目 選手名 学校 記録 順位

５年男子100m 長沼　純平 北部小 14秒55 ８位 男子走高跳 中村　知寛 富岡小 １m30cm ４位

６年男子100m 鈴木　颯斗 高洲小 13秒51 ５位 男子走高跳 松元　透生 富岡小 １m30cm ４位

男子走高跳 中村　知寛 富岡小 １m31cm ６位 女子走幅跳 中橋　逸子 日の出南小 ４m13cm ６位

６年女子100m 眞田　結月 富岡小 14秒19 ８位

●第37回浦安市民陸上競技大会が開催されました

　第37回浦安市民陸上競技大会が10月１日（土）に行われました。1,391人が参加し、下記のとおりの５つの大会新記録が誕生しました。

種　　目 選手名 記　録 種　　目 選手名 記　録

小学男子800ｍ 田中　佑季 ２分49秒08 中学女子砲丸投げ 加瀬　清佳 10ｍ96cm

小学女子走幅跳 中橋　逸子 ４m22cm 中学女子ジャベリックスロー 松下　陽香 36m46cm

中学男子ジャベリックスロー 浅海　悠斗 48m63cm
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体育協会　研修会

第27回東京ベイ浦安シティマラソン

　11月29日（水）文化会館大会議室において、86人参加のもと、体育協会主催で研修

会を開催しました。

　今回は京谷和幸先生をお招きし、「出会いに感謝～パラリンピックとの出会い～」と

題してご講演をいただきました。

　京谷先生は元Jリーガーでありながら不慮の事故に遭い、サッカー選手としての道を

閉ざされながらも、車いすバスケットボールと出会い、日本代表選手として活躍をされ

るようになりました。現在は車いすバスケットボール男子日本代表アシスタントコーチ、

男子Uー23ではヘッドコーチを務められているほか、城西大学サッカー部外部コーチや

千葉県教育委員会教育委員など、様々な分野において活躍をされています。

　今回、会場には市長も駆けつけられ、冒頭に挨拶をいただきました。車いすバスケットボールとの出会いは、元浦安市職員からの勧

めがきっかけとなっているそうです。

　人との出会いはもちろん、チャンスやピンチとの出会い、すべてを大切にし、常に目標を持ち続けることの大切さなど、ご自身のこ

れまでの経験をもとに、非常に熱意にあふれた講演をしていただきました。質疑にも丁寧にお答えいただき、１時間超にわたる研修会

でしたが、情熱的でありつつも、時折笑いを誘いながらの大変楽しい講演で、あっという間に感じられる素敵なご講演でした。東京パ

ラリンピック1000日前という節目の日に、大変充実した研修会とすることができました。

　研修会は体験型や座学型など、毎年形式や内容を変えて実施しています。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

　第27回東京ベイ浦安シティマラソンは、平成30年２月４日（日）に浦安市運動公園周辺道路において開催されます。

　今回も、ハーフ、10km、３kmの部の３種目での開催です。多くの浦安市民をはじめ、全国各地からランナーが集まり、ＴＤＲ周

辺を爽やかな風に乗って走ります。

　参加する方、沿道で応援する方、大会を支える方、多くの市民が一体となって行われる一大イベントです。体育協会からも毎年協力

役員を派遣しており、多くの会員が協力役員として携わっています。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。

　市民はもちろん、市外者の申し込みが即日定員に達する大変人気のあるマラソン大会です。大会当日、ご家族、お友達を誘って会場

に行って、マラソンの雰囲気を体感してみてはいかがでしょうか。（写真は26回大会の様子です。）

浦安スポーツフェア2017

　10月８日（日）運動公園・総合体育館に於いて、浦安スポーツフェア2017が開催されました。

　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。2015、16年は雨天のため屋内種目のみの実施でしたので、晴天のなかで実施できたの

は実に３年ぶりです。2020年東京オリンピック・パラリンピックの啓発も意識された内容となっており、車いすバスケットボールや

車いすカーリング、ボッチャなどの体験コーナーも設けられ、多くの方が体験しました。体育協会からは17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。ソフトテニス連盟と剣道連盟の各２名ずつが実行委員として携わっています。当日は

約25,000人の来場があり、大盛況となりました。

　毎年、人気がある赤ちゃんダービーでは、１歳～

３歳までの幼児が年齢別のクラスに分かれ、優勝を

目指し家族の待つゴールへ飛び込みました。

　今大会も多くの参加があり、159名の幼児が参加

し、大盛況となりました。

　今年のスポーツフェア目玉種目であり、2020年

東京パラリンピック大会正式種目の周知も兼ねてい

る車いすバスケットボール競技を総合体育館メイン

アリーナで実施しました。体験コーナーでは、車い

すの乗り方からシュートの練習までを体験でき、多

くの方で賑わいました。

　ラグビーフットボール協会が運営したタグラグビー

体験での一枚です。この競技は、危険度の高いタッ

クルをタグに置き換え、ルールを単純化した内容で、

年齢や性別、経験に関わらずプレイできるスポーツ

です。当日は、多くの方に体験していただくことがで

き、今後の会員数の増加や活動に期待しております。

車いすバスケットボール赤ちゃんダービー タグラグビー
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体育協会ホームページを開設しました

　８月９日（水）より体育協会のホームページを開設しました。

浦安市体育協会ホームページ　URL：www:urayasu-taikyo.org

　協会事業ほか、各加盟団体におけるトピックス（市民大会の結果等）や随時発信をしていきます。体育協会の活

動状況や各加盟団体における活躍の情報など、様々な情報を発信していきます。過去発行された体協だよりもこの

ホームページから閲覧が可能です。

　加盟団体HPや関係組織・団体へのリンク集ほか本協会へのご質問等も専用フォームから送信可能です。

　是非、本協会ホームページをご活用ください。

少年少女スポーツの紹介

年内に行われた小中学校体育連盟連盟主催の主な大会の結果を下記の通りお知らせします。

イベント等のお知らせ 体育協会についての紹介 お問い合わせフォーム

■ 小学校サッカー大会

　小学校サッカー大会は10月14日（土）・21日（土）が２週続けて天候不良のため、児童の健康面への配慮から、

残念ながら中止となりました。

　大会は中止となりましたが、10月28日（土）には、浦安市サッカー協会のご協力ものと、明海球技場、明海小

学校を会場に、市内小学校による交流試合を実施しました。児童たちにとって、経験と思い出を深め合う場となり

ました。

■ 小学校陸上競技大会

　６月３日（土）運動公園陸上競技場において小学校陸上競技大

会が行われました。

　市内の小学生995名が参加し、元気よく競技に取り組みました。

　また、当日は好天に恵まれ、清々しい青空のもと、保護者や児童、

教職員等の応援・観戦の中、大変盛り上がった大会となりました。

男子の部 女子の部 総合の部

優　勝 舞浜小 日の出南小 高洲小

準優勝 見明川小 明海南小 見明川小

第３位 高洲小 高洲小 舞浜小

■ 小学校ミニバスケットボール大会

　10月７日（土）市内小学校５会場で予選を、10月

14日（土）浦安市運動公園総合体育館で決勝トーナメ

ントを行いました。291名の児童が参加登録しました。

シュートの正確性や組織プレー等、年々、技能レベル

の向上が見られ、予選から１点を争う好ゲームが繰り

広げられました。

　決勝戦は日の出小学校と東小学校で争われ、日の出

小学校が勝利をおさめました。日の出小学校は春の親

善大会に続き市内大会連覇を果たしました。
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スポーツ知識 専門家に聞く・第27回

浦安市総合体育館

指導員　柿﨑 直宏

冬場のスポーツにおける注意点

◎水分補給に気をつけよう！
　◦ 夏場は大量に汗をかくため、運動中の水分補給に気づきやすい環境にありますが、冬は汗をかきにくい環境であるため、

水分補給に対する意識が低下しがちになります。また冬場は気温が低く空気も乾燥しているため、汗がすぐに蒸発し自

覚しにくい環境にあります。しかし、人間はごく普通の生活をしているだけで、尿や発汗などにより１日約2.6㍑の水分

が失われ、そのうち「皮膚や呼気から約１㍑」の水分が蒸気として失われているといわれています。「喉が渇いていない

から…」といって水分補給を怠ると脱水症状などの不調をきたす場合がありますので、注意しましょう！

　★ 喉の渇きとは関係なく20分～30分おきに水分を摂取することを意識し、寒い時期の冷えたドリンクは消化吸収を悪化さ

せますので、『常温』のスポーツドリンクなどで水分を補給してください。

◎服装に気をつけよう！
　◦ スポーツをする際の寒さ対策の基本は、薄手の服を『重ね着』することです。厚い服を１枚着るよりも、薄めの服を重

ね着することで、衣類と衣類の間に空気の層が生まれ断熱効果が高まります。運動により身体が温まってきたら１枚脱

いで体温調整ができるように簡単に脱ぎ着できる服を選ぶのも大事です。

　◦ 暖かい屋内から急に寒い屋外に出た時など、温度変化が急激すぎると血圧が一気に上下して、心臓や全身の血管に異変

が起き、ヒートショック（肉体的ショック症状）を引き起こす恐れがあります。この症状により心筋梗塞や脳卒中のリ

スクが高くなります。

　★ ヒートショックは冬場の入浴時の“脱衣所の寒さ”と“お風呂の熱さ”の温度差で起こりやすい症状ですが、運動時の

温度差でも引き起こすことがありますので、特にご高齢の方は心臓に無理な負担をかけることがないよう上手に体温調

節をしましょう！

　◦ 寒い屋外に長時間いることにより『低体温症』になる恐れがあります。低体温症とは、単に平熱が低い状態とは異なり、

深部の体温が35℃以下に低下した状態をいいます。軽度の症状の場合は、ガタガタと震える、あくびを繰り返すなどの

症状ですが、中程度や重度になると、心拍数の低下や意識消失などの症状になります。長時間屋外にいる場合などは、

特に重ね着をしっかり行い、防寒性のある服と、汗が冷えて体温が奪われることを防ぐため速乾性のある服で、体温調

節を行ないましょう！

◎ウォーミングアップを入念に！
　◦ スポーツを行なう際は、季節に関係なく必ず行ないましょう！ 特に冬場は寒さで身体の柔軟性がなくなり、筋肉も緊張

して硬くなっていますので、いきなり負荷のかかる運動をするとケガのリスクが高まりとても危険です。ウォーミング

アップは文字通り「温めること」ですので、入念なウォーミングアップにより体温や筋肉の温度を上昇させ、筋肉や腱

などの柔軟性を高めましょう。

　　 また徐々に身体を動かしていくことにより、急激な血圧の上昇を防ぎ、心臓への急激な負担を和らげてヒートショック

の予防にもなります！

　◦ ウォーミングアップ不足が影響して起こるケガで多く発生しているのが『肉離れ』といわれています。急激な筋肉の収

縮によって、筋肉の一部もしくは全部が断裂してしまう症状です。ケガが発生する原因は、体調不良や筋疲労など様々

な要素がありますが、ケガの発生リスクを少しでも減らすよう、入念なウォーミングアップを心がけてください。

◎冬場は痩せにくい？
　◦ 内臓を動かしたり、体温を維持するなど人間が生きていくために使われる最小のエネルギーを『基礎代謝』といいます。

基礎代謝には個人差があり、性別や年齢、体格で変わってきますが、季節によっても変わります。夏は汗をかいて痩せ

やすいと思われがちですが、実は夏場より、冬場のほうが基礎代謝が上がるため、夏より冬のほうが痩せやすい時期と

いえます。しかし寒い時期になると運動不足になる傾向があり、その結果、血流が悪くなり基礎代謝が下がってしまい

ます。また冬場はイベント事も多くなり、高カロリーなものを多く摂取してしまい、体重が増えてしまうことが多くあ

ります。冬場は様々なリスクが高くなりますが注意すべきことを理解し、健康の維持増進を目指すためにも、基礎代謝

が高まる冬場に適度な運動（スポーツ）を行ないましょう！

　夏場などの暑い時期にスポーツをする時は、熱中症予防のために水分補給を心がける方は

多くいらっしゃると思いますが、寒い時期のスポーツでは、どのような事に注意しています

か？　しっかり対策をしておかないと、練習の効果が得られないばかりか、ケガの発生や、

生命の危機を及ぼすこともあります。今回は“知っているようで知らない”冬場のスポーツの注意点をご紹介します。

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


