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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。
　さて、第68回千葉県民体育大会の戦績は、他市と比較しますと出場種目が限られている中で”総合８位”という好成績
を収めることができました。これもひとえに皆様の日頃からのご尽力による賜物であり、深く感謝を申し上げる次第でご
ざいます。次年度以降も引き続き、皆様のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　また、今年度は、ラグビーワールドカップ2019™日本大会に出場するオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカの
強豪３ヶ国の公認キャンプ地に浦安市が選ばれた他、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、車いすバス
ケットボール英国代表が事前キャンプ地として本市を訪れることについて、合意書を締結したところです。国際的なスポ
ーツイベントに浦安市が関われることを嬉しく思うとともに、これらがスポーツ振興の弾みになればと期待しております。
　体育協会と致しましては、競技スポーツの発展のみならず、上記大会への協力をはじめ、多文化共生社会の実現や青少
年の健全育成に向けた役割を担っていきたいと考えております。
　市教育委員会をはじめ、加盟団体役員、会員の皆様には、何卒ご指導、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かれまして、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。
　さて、今年はラグビーワールドカップ2019™が日本で開催されます。そして、翌年には、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会が開催されます。本市から東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に出場できるような選手
が生まれることを切に願い、体育協会としても応援していきたいところでございます。
　また、今年度の新たな取り組みでは、障がい者向けのスポーツイベントとしてサッカー、陸上競技、卓球の３種目を体
育協会主催、また各協会の主管で開催することが出来ました。ご協力頂いた各団体の役員、会員の皆様には深く御礼を申
し上げる次第です。本事業におかれましては、参加された方から、”次回も参加したい”と大変好評なお言葉も頂いている
ことから、次年度以降も継続していきたいと考えております。
　加盟団体の皆様におかれましては、行政と連携を図りながら、引き続き上記事業も含めた体育協会へのご支援、ご協力
のほど、よろしくお願い致します。

　浦安市柔道協会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。生涯スポ
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57団体が受賞しました。
　浦安市柔道協会は昭和29年に設立。浦安市の柔道競技の普及、振興と共に、技の修練を通じて、
会員相互の親睦と調和を図りながら、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、市イベントへの協力など積極的な活動が讃え
られ、今回の受賞となりました。
　10月５日（金）、柴山昌彦文部科学大臣、鈴木大地スポーツ庁長官臨席の表彰式に出席し、10月
12日（金）、内田悦嗣市長に受賞の報告をしました。

　和田芳明氏（体育協会副会長）が今年度の
千葉県体育協会功労賞を受賞しました。浦安
市ソフトボール協会において、大会全般等の
運営に貢献しているほか、体育協会副会長と
して、生涯スポーツの普及に尽力されている
功績が讃えられ、10月26日（金）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。

浦安市柔道協会が生涯スポーツ優良団体（文部科学大臣表彰）を受賞 和田芳明氏（浦安市体育協会副会長）が
千葉県体育協会 功労賞を受賞

受賞報告に市長表敬訪問をしました。
左から、内田市長、柔道協会金子会長、醍醐副会長

表彰を受けた体育協会和田副会長

柔道協会金子会長が授与式に出席しました

会長・理事長あいさつ

生涯スポーツ優良団体（文部科学大臣表彰）表彰・県体育協会表彰

会長　福元　明彦

理事長　松木　新
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　平成30年４月21日、文化会館小ホールにおいて、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・発展に貢献した方12名に、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23名・13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。

平成30年度功労賞・優秀賞表彰

氏名（敬称略） 所　　属

今井　貞夫 野球協会

山﨑　　守 柔道協会

須賀　達春 剣道連盟

山岸　かつよ バレーボール協会

直井　千尋 テニス協会

不室　克巳 ソフトボール協会

中島　りか 空手道連盟

宇田川　繁夫 陸上競技協会

豊間根　洋行 少林寺拳法連盟

上岡　昌博 合気道連盟

長谷川　智久 弓道連盟

室井　洋子 バウンドテニス協会

氏名・チーム名
（敬称略） 競技種目 大会名 成績

浦添　朝輝
柔道 第３回千葉県柔道形競技大会

小学生投の形 優勝
高木　朔成

夏原　麗子 ソフトテニス 第72回東日本選手権大会
シニア女子70の部 準優勝

野間　ひろみ ソフトテニス 平成29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

福垣内　勝
山崎　美智子
ペア

ソフトテニス 平成29年度長瀬杯千葉県ソフトテニ
ス大会 ミックス35の部 優勝

鴨志田　柚
宇田川　ななみ
ペア

ソフトテニス 平成29年度全国小学生ソフトテニス
大会千葉県予選会 ４年生女子の部 優勝

西原　圭一郎 剣道 第71回千葉県中学校総合体育大会
剣道大会 優勝

松本　禮志 剣道 平成29年度千葉県道場少年剣道個人
練成大会 小学１年生の部 優勝

北田　奈子 剣道 平成29年度関東高等学校剣道大会
千葉県予選会 優勝

東海大学付属浦安
高等学校
剣道部

剣道 第64回関東高等学校剣道大会
男子団体の部 第３位

東海大学付属浦安
高等学校中等部
剣道部

剣道 第47回全国中学校剣道大会
男子団体の部 第３位

浦安市少年剣道
代表チーム 剣道 第34回明治神宮崇敬会少年剣道大会 準優勝

浦安市高校生剣道
代表チーム 剣道 第65回千葉県地区連盟剣道優勝大会

高校生の部 優勝

皿谷　武 バドミントン 平成29年度関東シニアバドミントン
選手権大会 35歳以上シングルスの部 準優勝

大滝　虹遥 空手道 第11回全国中学生空手道選抜大会
１年男子組手 第３位

加納　優子 テニス 第50回新松戸山喜千葉県テニス選手
権大会 女子60歳以上ダブルス 優勝

浦安トレセン
〈４年生〉 サッカー 第37回千葉県郡市トレセン少年サッカー

４年生大会 優勝

氏名・チーム名
（敬称略） 競技種目 大会名 成績

バルドラール浦安
セグンド サッカー 第23回全日本フットサル選手権大会

千葉県大会 優勝

バルドラール浦安
ラスボニータス サッカー 第14回全日本女子フットサル選手権

大会千葉県大会 優勝

浦安
スーパースターズ ソフトボール 第26回全日本実年ソフトボール大会

千葉県予選 優勝

進士　珠名 陸上競技 第21回関東高等学校選抜新人陸上競
技選手権大会 女子三段跳び 第３位

下村　　諒 陸上競技 国際・第38回全日本マスターズ陸上
競技選手権大会 走幅跳・走高跳 第３位

村瀬　大輔 陸上競技 第56回千葉県高等学校新人陸上競技大会
男子100ｍ 優勝

天岳　直樹 陸上競技 第56回千葉県高等学校新人陸上競技大会
男子110ｍハードル 優勝

花田　シオン 陸上競技 平成29年度関東高等学校陸上競技大会
男子400ｍ 優勝

山口　智弘 陸上競技 第72回国民体育大会陸上競技
男子やり投げ 優勝

東海大学付属浦安
高等学校
陸上競技部

陸上競技 第11回U18日本陸上競技選手権大会
男子４×100ｍリレー 優勝

浦安ウイングス 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 中関東大会 準優勝

ＱＵＥＥＮ　ＢＥＥ バスケット
ボール

第31回関東クラブバスケットボール
選手権大会 優勝

日の出中学校
野球部

野球
（小中体連）

第34回全日本少年（中学）軟式野球
千葉県大会 優勝

山北　朱莉 柔道
（小中体連）

第42回関東中学校柔道大会
女子個人48kg級 優勝

藤城　希彩 柔道
（小中体連）

第42回関東中学校柔道大会
女子個人40kg級 第３位

山口　のどか 柔道
（小中体連）

第71回千葉県中学校総合体育大会
柔道大会
女子個人70kg超級

優勝

浦安中学校
女子ソフトボール部

ソフトボール
（小中体盟）

第71回千葉県中学校総合体育大会
ソフトボール大会 優勝

平成30年度浦安市体育協会表彰式　集合写真

優　　　　秀　　　　賞

功　　　労　　　賞
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受賞者からのよろこびの声
※紙面の都合、一部の受賞者の方のみのご紹介とさせていただいております。

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。

山崎　守
（柔道協会）

　表彰いただきまして、あり
がとうございます。少しでも
協会の一助となるよう邁進し
ていきたいと思います。

須賀　達春
（剣道連盟）

　このような賞をいただきあ
りがとうございます。
　引き続き、市内の道場が発
展するよう尽力して参ります
ので、よろしくお願い致しま
す。

山岸　かつよ
（バレーボール協会）
　このような賞をいただき、
大変光栄です。ありがとうご
ざいます。
　これからも協会の運営に携
わって貢献していきたいと思
います。

宇田川　繁夫
（陸上競技協会）

　健康目的でランニングクラ
ブに入会し、以後、クラブの方
針で東京ベイ浦安シティマラ
ソンをサポートしようという
ことで、長年、コース整理役員
などに協力して参りました。
　今後もマラソン大会が楽し
い大会になるようサポートし
ていくよう頑張ります。

豊間根　洋行
（少林寺拳法連盟）

　功労賞という大変栄誉ある
賞を頂きまして心より感謝申
し上げます。
　「半ばは自己の幸せを、半
ばは他人の幸せを」という少
林寺拳法の武道を通した教え
を胸に、これからも皆様と共
に浦安市の発展に精進して参
ります。

上岡　昌博
（合気道連盟）

　この度、功労賞をいただき、
大変光栄に思っております。
　今後とも連盟の発展に役立
てるよう頑張りますので、よ
ろしくお願い致します。

直井　千尋
（テニス協会）

　表彰いただき、どうもあり
がとうございます。20代後半
よりテニス協会に携わってお
りますが、今回の功労賞受賞
は大変嬉しく思います。引き
続き微力ながらテニス協会に
貢献できればと思います。

室井　洋子
（バウンドテニス協会）
　今回、このような賞をいた
だき驚きと共に大変嬉しく思
います。長年やってきたこと
で健康が維持できており、こ
れからも生涯スポーツとして
継続して頑張っていきたいと
思います。

福垣内　勝 　　　
山崎　美智子 ペア
（ソフトテニス連盟）
　30代では何度か表彰されま
したが、40代でも最後に表彰
され、大変光栄に感じており
ます。
　浦安はスポーツ環境が整っ
ており感謝しております。ま
た、この場に立てるよう、ペア
と共に頑張って参ります。

藤城　希彩
（柔道協会）

　この度は表彰していただき大
変嬉しく思っております。昨年
は、県大会で１位をとれたもの
の関東・全国大会では１位とは
ほど遠い３位や１回戦敗退とい
う結果になってしまいました。
関東・全国でも金メダルを取れ
るよう頑張りますので応援のほ
どよろしくお願いします。

下村　諒
（陸上競技協会）

　今回、受賞できて大変光栄
です。現在、陸上競技は、日
本人初の100m９秒台選手が
誕生する等、注目を集めてい
るスポーツの１つだと思いま
す。そのレベルに少しでも近
づきたいと思っておりますの
で、応援のほど、よろしくお
願いいたします。

鴨志田　柚
（ソフトテニス連盟）
　表彰いただき、ありがとう
ございます。
　今回は４年生以下の部で、
出場したので、５、６年生に
なってもより良い結果が残せ
るように頑張りたいです。

進士　珠名
（陸上競技協会）

　今回はこのような賞を頂き
ありがとうございます。本当
に嬉しい限りです。昨年度の
結果に甘んじることなく、昨
年以上の結果を出します。競
技に集中できる環境を作って
く だ さ っ た 皆 様 に 感 謝 し、
日々の練習に取り組んでいき
たいと思います。

高木　朔成
（柔道協会）

　今回、優勝できたのは日頃
の努力と先生の指導のおかげ
です。ありがとうございます。
　これからも頑張っていきた
いので、指導のほどよろしく
お願いいたします。

東海大学付属浦安高等学校
中等部　剣道部
（剣道連盟）

　この度は表彰式に参加させてい
ただくこと大変光栄に思います。
　浦安市少年剣道代表チームとし
て出場させていただいた明治神宮
剣道大会では、決勝で負けてしま
いました。この悔しさを忘れるこ
となく、新たな環境で精進してい
きたいと思います。

浦安スーパースターズ
（ソフトボール協会）
　この度は優秀賞をいただけ
ることを大変嬉しくおもって
おります。県代表として全国大
会に出場し、ベスト16という
成績を収めることができまし
た。今回いただいた賞に恥じぬ
ようメンバー一同精進して参
ります。応援いただけますよう
よろしくお願い致します。

ＱＵＥＥＮ　ＢＥＥ
（バスケットボール協会）
　今回、優秀賞を受賞するこ
とができ、大変光栄に思って
おります。今後とも県民大会
などの大会で結果が残せるよ
う頑張って参りますので、応
援のほどよろしくお願い致し
ます。

バルドラール浦安セグンド
（サッカー協会）

　このような賞をいただきあ
りがとうございます。市を代
表するフットサルクラブとし
ての自覚と誇りをもってシー
ズンを戦い、また、千葉県優
勝の結果に満足せず、関東大
会、そして全国大会と結果を
残せるように一層精進いたし
ます。
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平成30年度　体育協会事業報告

行　　事　　名 主催等 日　程 開　催　場　所
市民タグラグビー祭 後援 4/15 運動公園陸上競技場
体育協会表彰式 主催 4/21 文化会館小ホール
第30回わんぱく相撲浦安場所 後援 5/12 総合体育館メインアリーナ
春季市民体育大会

野球競技

共催

3/25～ 運動公園野球場　他
卓球競技 5/13～ 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 5/13 中央武道館
ソフトテニス競技 5/26 運動公園テニスコート
剣道競技 5/20 東小学校体育館
バレーボール競技 4/22～ 総合体育館メインアリーナ 他
バドミントン競技 6/17 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 6/３ 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 5/13～ 運動公園テニスコート　他
サッカー競技 4/８～ 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 4/８～ 今川球技場
陸上競技 6/９ 運動公園陸上競技場
合気道競技 5/20 総合体育館メインアリーナ
アーチェリー競技 4/15 運動公園アーチェリー場
バスケットボール競技 7/１～ 総合体育館メインアリーナ 他
弓道競技 5/13 総合体育館弓道場
バウンドテニス競技 5/27 総合体育館メインアリーナ

障がい児・者サッカー教室 主催 6/17 明海球技場
浦安市体育協会加盟団体長交流会 主催 6/30 オリエンタルホテル東京ベイ１階
夏季市民体育大会

水泳競技 共催 7/８ 総合体育館屋内プール
第68回千葉県民体育大会・夏季大会 参加 8/26～９/22 県内各会場
秋季市民体育大会

野球競技

共催

7/28～ 運動公園野球場　他
卓球競技 9/30 総合体育館メインアリーナ
柔道競技 11/11 中央武道館
ソフトテニス競技 9/30～ 中央公園テニスコート
剣道競技 10/８ 総合体育館メインアリーナ
バレーボール競技 9/23～ 総合体育館メインアリーナ 他

行　　事　　名 主催等 日　程 開　催　場　所
バドミントン競技

共催

9/22 総合体育館メインアリーナ
空手道競技 11/４ 総合体育館メインアリーナ
テニス競技 10/14～ 運動公園テニスコート　他
サッカー競技 9/23～ 運動公園陸上競技場　他
ソフトボール競技 8/26～ 今川球技場
陸上競技 10/20 運動公園陸上競技場
合気道競技 2/11 総合体育館メインアリーナ

ゴルフ競技 10/10 レイクウッド総成カント
リー倶楽部

少林寺拳法競技 11/18 中央武道館
アーチェリー競技 10/14 運動公園アーチェリー場
バスケットボール競技 1/14～ 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 11/25 総合体育館メインアリーナ

浦安市小中学校ＰＴＡ連絡協議会
第32回スポーツ大会 後援 9/17 運動公園・総合体育館　他

障がい児・者陸上競技教室 主催 9/23 運動公園陸上競技場
ストリートラグビー浦安大会 後援 9/29 ＪＲ新浦安駅前
～2020未来への架け橋～
浦安スポーツフェア 協力 10/７ 運動公園・総合体育館

第68回千葉県民体育大会・秋季大会 参加 10/26～28
（中心会期） 県内各会場

わんぱくタグラグビー浦安大会 後援 10/28 総合公園広場
障がい児・者卓球教室 主催 11/11 日の出公民館
第25回千葉県カヌースラローム大会 後援 11/11 境川（神明橋～江川橋）
体育協会研修会 主催 11/28 アークス浦安パーク
体育協会新年会 主催 1/19 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 1/18～20 ホワイトワールド尾瀬岩鞍
第28回東京ベイ浦安シティマラソン 協力 2/３ 運動公園（主会場）

予
　
　
定

体育協会宿泊研修会 主催 3/２・３ リゾル生命の森
第69回千葉県民体育大会・冬季大会

参加 3/８～10 長野県木島平スキー場
スキー競技

障がい児・者サッカー教室
（チャレンジド・サッカー） 主催 3/16 明海球技場

実施事業一覧

　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、毎年「体育の日」の時期に合わせて開催されている、
浦安市の一大スポーツイベントである「浦安スポーツフェア」が10月７日（日）に開催されました。体育協会からから２名ずつ実行委員として参
画しており、また、当日のスポーツ体験コーナーの運営に16団体が協力しました。
今回は、ラグビーワールドカップ2019™や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、市民の機運を高めることも意識された内容
になっており、「～2020未来への架け橋～」と銘打っての開催となり、大いに盛り上がりを見せました。
　テレビでは見聞きするものの、実際にはなかなか体験する機会のない39種類のスポーツ体験の機会が提供され、市民スポーツの振興が図られる
１日となりました。

　平成30年６月30日（土）オリエンタルホテル東京べイ「美浜」において、加盟団体間の融和を目的に、昨年に引き続き加盟団体長交流会を開
催しました。
　各加盟団体の会長をはじめとした役員が出席したこの交流会で、福元体育協会会長が、会員の増員、千葉県民体育大会成績アップといった競技
力の向上、障がい者スポーツ振興への取り組みなど、30年度の主要な取り組みについて語られました。
　２時間30分にわたる歓談において、出席された皆さんがスポーツ振興への思いを語られ、それが各団体間で共有されました。
　また、会の最後には、他公務が終わり駆けつけて来られた内田市長からもご挨拶をいただき、非常に充実した交流会となりました。

浦安市体育協会加盟団体長交流会

～2020未来への架け橋～ 浦安スポーツフェア

延べ３万人が来場し、運動公園でスポーツ体験や講演会、ステー
ジ演目を楽しみました。（写真は、元サッカー日本代表選手 都並
敏史氏と秋田豊氏によるトークショーの模様）

車いすバスケットボール体験の様子。浦安市は東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会の車いすバスケットボール英国
代表チームによるキャンプ実施が決定しています。

タグラグビー体験の様子。浦安市は日本開催のラグビーワールド
カップ2019™のニュージーランド、南アフリカ、オーストラリ
アの大会公認チームキャンプ地に決定しています。
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　体育協会では、毎年、体育協会会員の資質の向上を図り、本市社会体育の健全な振興に寄与することを目的として、研修会を実施しています。
　平成30年11月28日（水）にラグビー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選手およびメディカルスタ
ッフによる講演や施設見学ということで、シャイニングアークスのグラウンド「アークス浦安パーク」（浦安市高洲８丁目）において研修会を実施
し、65名が参加しました。
　約２時間にわたる研修会では、チーム紹介、社会人アスリートの日常についての紹介、実技も交えた成長期スポーツ障害予防講座を開講いただき、
そして屋内トレーニング施設やメディカルルームなど施設見学をさせていただきました。

　平成31年２月３日（日）に第28回東京ベイ浦安シティマラソンが開催されました。
　浦安市体育協会からは福元会長が実行委員長を務めているほか、副会長、理事長が実行委員に就任、また、各加盟団体からはコース整理員等と
いった当日の運営ボランティアとして100人以上の会員が運営に協力をしました。
　大会には今回も市内外から申し込みがあり、当日晴天の下で6,138人が出走しました。
　東京ベイ浦安シティマラソンは、浦安市におけるスポーツの一大イベントで、今回、2000年シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚
子さんがゲストランナーとして参加され、大会を大いに盛り上げていただきました。
　体育協会として、30回大会に向けてこれからも大会運営を支援をしていきます。

体育協会研修会

東京ベイ浦安シティマラソンへの協力

シンボルロードを快走 高橋尚子さんと一緒にバンザイでゴール 多くのボランティアによる大会運営

チームメディカルトレーナーの大石哲也氏による、
講義と丁寧な実技指導。

自分自身にとっても、そして、指導する立場としても
勉強になりました。

トップリーグチームを支える、充実した練習環境の見
学をしました。（写真は屋内トレーニングジムの様子）

　平成31年１月16日（土）、浦安ブライ
トンホテル東京ベイにおいて新年会を開
催しました。
　福元会長からは年始のあいさつとして、
県民体育大会結果や、各加盟団体におけ
る会員増加など、2019年の目標、障がい
者スポーツ教室の継続、青少年スポーツ
推進事業の立ち上げといった計画、また、
助成金増額といった市への要望等のお話
がありました。
　内田市長、矢﨑県議会議員、西川市議
会議長をはじめ多くのご来賓にもご参加
いただき、総勢81名の出席となり、盛大
な会となりました。

新　　年　　会

内田悦嗣浦安市長にご挨拶いただきました。 各加盟団体が出席し、団体間の親睦が深まりました。
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障がい者スポーツ事業

浦安花火大会会場警備（荒天のため中止）

　浦安市生涯スポーツ健康都市宣言に沿って、誰もがスポーツを親しみ・楽しみ、又明るく健康な時間を過ごしてもらえることを願い、今年度か
らの新たな取り組みとして、市内在住・在学の知的障がい、又は発達障がいのある小・中学生およびその保護者を対象に、体育協会主催の障がい
者スポーツ教室を開始しました。
　以下に紹介する３教室を実施したほか、本誌発行時点では未実施ですが、本年度は３月16日（土）に年度内４回目となるサッカー教室「チャレ
ンジド・サッカー」を実施します。
　また、来年度も引き続きこの障がい者スポーツ振興の事業を継続していきます。今年度始まったばかりの事業ですが、徐々に広がりを見せてい
くことを期待しています。

大阪府北部地震災害・西日本豪雨災害被災地へ義援金寄付をしました
　平成30年６月17日に発生した大阪府北部地震災害と、同月末から７月上旬にかけて被害のあった西日本豪雨災害における義援金の寄付を行い
ました。各加盟団体からのご厚志が集まり、合計214,000円（西日本豪雨災害112,000円、大阪府北部102,000円）を日本赤十字社千葉支部を通
じて寄付することができました。

　平成30年７月28日（土）開催予定だっだ浦安納涼花火大会における会場警備に毎年協力していますが、あいにくの荒天のため、花火大会が中
止となりました。次回は天気に恵まれ、きれいな花火が上がることを願っています。

サッカー教室
　平成30年６月17日（日）、明海球技場にて記念すべき第１回目の教室を
開催しました。
　11名の小中学生とその保護者の方が参加し、運営にあたった浦安市サ
ッカー協会のみなさん、そして東京学館浦安高等学校サッカー部のみなさ
ん、千葉県知的障がい者サッカー協会の牛尾理事長、多くの方のサポート
のもとで行われました。牛尾理事長の的確なアドバイスを受けたサッカー
協会の皆さん、そして高校生サッカー部のみなさんが、親身になって参加
してくれた小中学生と一緒にプログラムを楽しみました。
　「サッカー」教室とは銘打っていますが、的あてゲームなどといった、
気軽に楽しめるプログラムとなっており、普段なかなか立ち入ることのな
い人工芝のグラウンドで、参加された皆さんがサッカーボールを使った運
動を楽しむことができました。

陸上競技（かけっこ）教室
　平成30年９月23日（日）運動公園陸上競技場にて、第２回事業として
かけっこ教室を開催しました。
　15名の小中学生とその保護者が参加し、浦安市陸上競技協会とジュニ
ア陸上スクールの皆さんによる熱心な指導とサポートのもとで行われまし
た。
　特別な技術や難しい動作のない、親子で遊び感覚で楽しめる約１時間半
のプログラムは、指導者や親御さんの声援の中、あっという間に終了しま
した。
　学校のグラウンドとは違い、とても広く、そして、地面の感覚の異なる
陸上競技場で体を動かすというのことも、貴重な経験だったのではないで
しょうか。

卓球教室
　平成30年11月11日（日）日の出公民館体育館にて、第３回事業として
卓球教室を開催しました。10名の小中学生とその保護者が参加しました。
　小さな球を扱う卓球ですので、一見難しいように思われますが、ラケッ
トを使った簡単なボール遊びから始まり、浦安市卓球連盟のみなさんによ
る参加者のレベルに応じた指導のもと、親御さん含め、参加された皆さん
が楽しく卓球に親しむことができました。
　教室の様子を見に来られた鈴木教育長の「今日は楽しく卓球ができまし
たか？」の問いかけに「はーい」と元気よく答えてくれました。
　サッカー教室、陸上競技（かけっこ）教室に続けて毎回参加頂いている
方、今回初参加の方、全員が約２時間に渡るプログラムを楽しまれていま
した。
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第68回千葉県民体育大会
総合第８位

　浦安市からは、22競技340名の選手が参加し、総合成績は33郡市中８位（69.5点）でした。
　男子がヨット競技、女子バスケットボール競技で優勝を果たしました。女子バスケットボールは４連覇達成の快挙です。
　男子総合順位は８位入賞はならなかったものの、獲得点数は前回より10点以上上回っています。また、女子総合順位については、昨年に続いて
８位入賞を果たしており、上の順位との得点差も決して離れてはいないので、更に上位が目指せるのではないでしょうか。

本年度・郡市別成績順位（８位まで）
順位 総合 男子 女子

第１位 千葉市 241.8 千葉市 163.8 船橋市 81.5

第２位 船橋市 231.0 船橋市 149.5 千葉市 78.0

第３位 市川市 162.5 印旛郡市 115.5 市川市 50.5

第４位 印旛郡市 156.5 市川市 112.0 市原市 41.5

第５位 松戸市 123.8 柏市 86.5 印旛郡市 41.0

第６位 柏市 122.0 松戸市 85.3 松戸市 38.5

第７位 市原市 119.0 市原市 77.5 柏市 35.5

第８位 浦安市 69.5 野田市 43.0 浦安市 32.0

（男子）浦安市　第12位　37.5点

浦安市体育協会　各種目成績表
競技 男女 結果 得点

水泳
男 ７位 2

女 12位 -

陸上
男 8位

総合12位
1

女 18位 -

バレーボール
男 初戦敗退 -

女 ベスト４ 5.5

テニス 男女 2回戦敗退 -

軟式野球 男 ベスト８ 2.5

卓球
男 決勝トーナメント進出 2.5

女 決勝トーナメント進出 -

弓道 男 遠的７位　近的予選敗退 -

ソフトボール
男 ベスト８ 2.5

女 ベスト８ 2.5

柔道 男 2回戦敗退 -

剣道 男 初戦敗退 -

ソフトテニス
男 8位 1

女 4位 5

バドミントン
男 2回戦敗退 -

女 初戦敗退 -

サッカー 男 準優勝 7

ラグビーフットボール 男 Ａブロックベスト４ 2.5

バスケットボール
男 ベスト８ 2.5

女 優勝 8

空手道
男 初戦敗退 -

女 準優勝 7

アーチェリー 男 9位 -

ゴルフ 男女 12位 -

カヌー
男 準優勝 6

女 4位 3

スキー 男 アルペン競技出場17位 -

ヨット 男 優勝 8

スケート 女 7位 1

合計得点 総合８位 69.5

バスケットボール競技女子４連覇おめでとうございます。

優勝したヨット競技の様子

サッカー競技決勝戦。市長も応援に駆けつけました。



（8） 第36号

■ バレーボール協会
●平成31年４月、Vリーグオールスターゲームが浦安で開催されます！
　バレーボールの国内最高峰リーグ、Ｖリーグのオールスターゲームが４月20日（土）・21日（日）浦安市総合運動公園体育館にて開催されます。
　Vリーグ８年ぶりの浦安市開催で２日間のうち、初日が女子、２日目が男子のゲームで、Ｖ・プレミアリーグ、Ｖ・チャレンジリー
グのカテゴリーごとに、１日２試合が行われるバレーボールの祭典です。
　選手たちは、ファン投票とＶリーグ推薦によって出場メンバーが決定し、公式戦では絶対に見られない貴重な姿も、ひとたび戦闘モ
ードに入った時に繰り出す、トップレベルのプレーも見逃せません。
　バレーボール協会として大会運営に携わり大会の成功をバックアップできるよう役員一丸となって頑張ります。

■ ソフトボール協会
●各大会での活躍と、新規事業の開催
　浦安スーパースターズが全日本実年ソフトボール大会千葉県予選会で準優勝し、宇都宮市での東日本大会に出場しました。
　浦安レディースが日本スポーツマスターズ2018千葉県予選会で優勝（北海道胆振東部地震のため全国大会は中止）、また、浦安ＢＢ
Ａが千葉県エルデスト大会（50歳以上）で優勝をするなどの活躍を見せました。
　中学生においては、浦安中学校女子が市川・浦安支部総合体育大会ソフトボール大会で優勝しており、若手も活躍が目立ってきています。
　平成30年８月２日～12日にＷＢＳＣ世界女子ソフトボール選手権大会が千葉県内で開催され、試合会場の一つとなった習志野市へ
応援要員を派遣し、大会成功に貢献しました。
　ほか、ソフトボール普及活動として「第１回親子で遊ぼうソフトボールの集い」を開催し、約100名に参加いただき、ソフトボール
に触れていただく機会を設けることができました。

■ 空手道連盟
●JOCジュニアオリンピックカップ第13回全国中学生空手道選抜大会出場決定！（山川寛太選手、石岡大和選手）
　山川寛太選手は平成30年10月に行われた第７回千葉県選抜中学生空手道選手権で見事優勝し、JOCジュニアオ
リンピックカップ第13回全国中学生空手道選抜大会（中１の部）に出場を決めました。
　山川選手は小学校２年生の時に浦安市空手道連盟昇政塾に入門しました。身体能力が抜群で、道場の小さな試合
も必ず出場して入賞するようになり、小学校４年生から６年生まで千葉県小学生大会で優勝し、小学生最高峰の大
会である、全国少年少女大会に千葉県代表として出場している優秀な選手です。
　昨年は８月に宮崎県で行われた全国中学生空手道選手権（３人制の団体戦）及び、10月に地元浦安市総合体育
館で行われた関東中学生大会（３人制の団体戦）に富岡中学校から千葉県代表で出場し（全員１年生）、中学３年
生チームを相手に敗れましたが、内容の良い試合をしていましたので、今後が楽しみな選手です。 山川選手

石岡選手

　石岡大和選手は、４歳から昇政塾に所属し、幼年時から全日本空手道連盟和道会（空手道４大流派のひとつ）
の全国大会や関東大会で何度も優勝、入賞をしており、小学生時代は全国少年少女大会に千葉県代表として４回
出場しています。
　石岡選手も第７回千葉県選抜中学生空手道選手権で優勝し、全国中学生空手道選抜大会（中２の部）に出場を決
めました。
　団体戦でもチームリーダーとなり、平成30年10月に浦安市総合体育館で行われた関東中学生大会で浦安市明海
中から千葉県代表として出場しています。

　浦安市空手道連盟昇政塾に入門し、全国大会で優勝、入賞する選手はたくさんいますが、中学生になり勉強や
部活動が忙しく、空手から離れる選手もいます。山川選手も石岡選手も勉強と部活動を両立し、一生懸命空手の稽古をしています。
　団体戦ではそれぞれの中学校でチームを引っ張り、千葉県代表として今年も全国中学生空手道選手権に出場できるように稽古に励ん
でほしいです。
　空手道競技は東京2020オリンピック競技種目になりましたので、今後も高校大学と空手を続けてオリンピックに出場する選手にな
るよう期待しています。

■ ソフトテニス連盟
●新春大会で安全祈願
　平成31年１月６日（日）、高洲テニスコートにおいて新春大会が開催されました。
９時前にコートの四方に半紙を置き、その上に塩、米、神酒を注ぎました。そして、
亥年の年男、年女のメンバーの合
図で連盟全員揃って、一年間の安
全祈願をしました。その後、男女
混合団体戦を楽しみました、北風
の強い寒い一日でしたが、温かい
みそ汁のサービスや煮物の差し入
れなどもあり、和気あいあいとし
た年始の大会となりました。 年始早々に多くの方が集まりました 安全を祈願して、米・塩・神酒をコート四方へ
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■ 陸上競技協会
●第40回浦安市民陸上競技大会
　平成30年10月20日（土）、第40回浦安市民陸上競技大会が運動公園陸上競技場で開催され、
1,351名が参加しました。
　大会新記録５つが生まれ、浦安中の綾 一輝 選手、舞浜ＳＪＡＣの黒岩 桧菜子 選手が優秀選
手に選出されました。

●第８回中・長距離記録会
　平成31年１月26日（土）、浦安市運動公園陸上競技場において第８回浦安市民中・長距離記
録会が開催され、当日は、小学生から一般まで男女407名が参加し、寒風が荒ぶ中、熱戦が繰り
広げられ、２つの大会新記録が生まれました。
そして、優秀選手に亀井 元己 選手（東小）と岡田 望央 選手（浦安ランナーズ）が選ばれました。

第40回浦安市民陸上競技大会　大会新記録
種　目 氏　名 記　録

小学男子800ｍ 田中　佑季 2分47秒24
小学女子800m 友井万之亜 2分47秒89
小学女子1000m 黒岩桧菜子 3分18秒52
中学男子3000m 綾　　一輝 9分15秒54
一般女子100m 甲斐　好美 12秒35

第８回中・長距離記録会　大会新記録
種　目 氏　名 記　録

小学男子1500m 亀井　元己 5分20秒31
小学女子1500ｍ 岡田　望央 5分29秒45

■ バドミントン協会
●県民体育大会勝利に向けての精進
　県民体育大会や、郡市民大会、市川スペシャル、アザレア大会と、浦安市の代表として団体で戦う機
会が多くなり、代表なんだという選手の意識も強くなってきました。精神面だけでなく、技術向上を目
指してそれぞれが個々の練習に励んでいます。
　協会としては強い選手を招いて強化練習をしたり、日本トップレベルの講師を招いて講習会を行った
り、隣の市である市川市バドミントン協会との合同練習も、ここ数年続けて行ったりしたことで、技術
向上につながってきています。
　県民体育大会の結果としては、勝てはしなかったけれど県の国体選手にファイナルまでもつれ込むよ
うな競った試合展開ができ、内容的にはとても良かったと思います。男女共にお互いを応援し合い、チ
ームとしてもよい雰囲気で取り組めています。
　今後も更に練習を重ねて、県のトップレベルに並べるように、みんなで頑張っていきたいです。

■ 弓道連盟
●初射会で幸先よい新年のスタート
　浦安市弓道連盟では、年に数回、連盟内で射会を行っています。その中でも新年射会は一年の最初に開催される射
会で、本年は１月12日行い、49名の参加がありました。
　新年射会の特徴は、的にあたった数を競うだけではなく、「披露射会」も兼ねているところにあります。順番に弓を
ひきますが、まずは、昨年の昇段審査で合格した昇段者が、「披露射」として弓をひきます。その後、今度は昇段者以
外の参加者が「祝射」といって、昇段者の前で弓を引き、昨年の昇段者を全員でお祝いします。昨年昇段された方も
そうでない方も、本年こそは！と心身引き締まる射会です。
　市の新年射会の前に、１月６日千葉県弓道連盟でも射初会が開催され、当連盟の星野英之錬士五段が、称号者の部
で見事優勝されました。
　また昨年の年末には、同じく千葉県弓道連盟で開催された納射会にて、当連盟から２名が入賞しています。（男子四
段以上の部　鍵和田五段　優勝）（女子参段以下の部　秋山参段　３位）昨年末から新年と、幸先の良いスタートです。
　本年もより多くの連盟員が昇段できるよう、また対外大会でより良い結果が残せるよう、各々目標をもって、真面
目に楽しく、日々鍛錬を続けています。

●千葉知事杯争奪第37回クラブ対抗カヌー競技大会
　例年１月の第２日曜日に開催される大会が、本年も松戸市内江戸川で平成31年１月13日（日）開催
されました。この大会は毎回参加者が400人を超える日本最大規模のカヌー競技大会であり、カテゴリ
ーも20種目、年齢層も小学生から80歳代までの男女と非常に幅が広いです。
　約200ｍの川幅いっぱいに、高速仕様の艇から一般艇までが縦３列に並び、一斉にスタートします。
どの艇も我先にと飛び出すので、艇同士のぶつかり合いや各艇の立てる波が激しく、その時点で沈する
艇が毎年後を絶ちません。救助体制は整っていますが、救助艇に引き上げられるまでの水の冷たさはい
かばかりかと、同情を禁じえません。中には自分で再乗艇して競技に復活する元気な選手もいます。
　浦安市カヌー協会は2002年の第20回大会から開催しており、今回で17回の連続出場となり、常連となっています、成績は各選手の順位ごとに付
与された点数の合計で決まります。今回は一般女子の部で遠藤母都子選手が２位、小学生女子の部で吉川颯姫選手が２位の活躍をみせ、市カヌー協
会からの出場選手は７名でしたが、30チーム中12位と、良い結果を残すことができました。参加人数をさらに増やして上位入賞を狙いたいです。

■ カヌー協会

■ スキー連盟
●第６回浦安市ジュニアスキー教室
　浦安市スキー連盟の年末恒例行事である浦安市ジュニアスキー教室が平成30年12月26日から28日まで会津高原たかつえスキー場にて開催され
ました。少年少女の雪国体験とスキー技術の向上を目的として、今回で第６回を迎えたスキー教室です。
　初日は、好天に恵まれ絶好のスキー日和で、２日目の午後以降は寒波により、雪が降りましたが、
子供たちは、寒さに負けずに元気にスキーを楽
しみました。
　教室は、スキー連盟のベテラン指導員等によ
り子供たちのスキー技術も向上しました。また、
夜の交流会では、クイズゲームなどで大いに盛
りあがりました。

星野錬士（写真右）
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少年少女スポーツの紹介（小中学校体育連盟主催大会ほか）

■ 平成30年度中学校総合体育大会
　平成30年夏のシーズンに市川浦安支部総合体育大会が行われました。浦安市内の多くの選手が支部大会で活躍し、
県大会へ出場を決めました。総合体育大会は支部、県を勝ち進むと、関東、全国大会につながる大規模でレベルの
高い大会です。その中で、県大会において好成績を収めた結果について紹介します。

平成30年度中学校総合体育大会　結果（県大会ベスト８以上）
競技 種目・階級 学校名 性別 個・団 氏名 支部順位 県順位 関東順位 全国順位

陸上競技 共通800m 浦安中 男子 個人 小林　　徹 第１位 第６位 予選敗退

陸上競技 共通3000m 浦安中 男子 個人 綾　　一輝 第１位 第６位

ソフトボール 浦安中 女子 団体 女子ソフトボール部 優勝 第３位

柔道 40kg級 浦安中 女子 個人 野村　琴羽 第２位 準優勝 3回戦敗退

柔道 44kg級 堀江中 女子 個人 藤城　希彩 第１位 優勝 第３位 3回戦敗退

柔道 70kg超級 堀江中 女子 個人 山口　のどか 第２位 優勝 第３位 2回戦敗退

水泳 200m背泳ぎ 堀江中 男子 個人 鈴木　煌也 第４位 第５位 第33位

水泳 100m平泳ぎ 富岡中 女子 個人 谷川　由衣 第１位 第６位

水泳 200m平泳ぎ 富岡中 女子 個人 谷川　由衣 第１位 第２位 ― 予選敗退

水泳 50m自由形 富岡中 女子 個人 清水　アマネ 第１位 第１位 ― 第４位

水泳 100m自由形 富岡中 女子 個人 清水　アマネ 第２位 第１位 ― 第８位

水泳 メドレーリレー 富岡中 女子 団体 谷川　由依・清水　アマネ 第６位 第１位

水泳 200m平泳ぎ 美浜中 女子 個人 池野　紫音 第２位 ― 第３位

水泳 100m平泳ぎ 美浜中 女子 個人 池野　紫音 第２位 ― 第１位

新体操 高洲中 女子 団体 高洲中学校 ― 第１位 第６位 第６位

■ 平成30年度中学校新人大会
　平成30年秋のシーズンに市川浦安支部新人大会が行われました。浦安市内の多くの選手が支部大会で活躍し、県
大会へ出場を決めました。その中で、県大会においても好成績を収めた結果について紹介します。

平成30年度中学校新人大会　結果（県大会ベスト８以上）

競技 種目 学校 男・女 個人・団体 氏名 市川浦安支部
大会成績 県大会成績

水泳 50ｍ平泳ぎ 富岡中 女子 個人 谷川　由依 予選なし 第１位

水泳 50ｍ背泳ぎ 富岡中 女子 個人 清水　アマネ 予選なし 第１位

水泳 100ｍ背泳ぎ 堀江中 男子 個人 鈴木　煌也 予選なし 第３位

水泳 女子総合 富岡中 女子 団体 谷川　由依・清水　アマネ 予選なし 第６位

陸上競技 共通3000ｍ 浦安中 男子 個人 綾　　一輝 第１位 第３位

ソフトテニス ― 浦安中 男子 個人 宇田川　寿大 第３位 第３位

ソフトテニス ― 浦安中 男子 個人 力山　直人 第３位 第３位

ソフトテニス ― 美浜中 女子 個人 布施谷　嶺 第３位 ベスト８

ソフトテニス ― 美浜中 女子 個人 君島　李佳 第３位 ベスト８

バスケットボール ― 見明川中 女子 団体 ― 準優勝 第３位

新体操 種目別ボール 入船中 女子 個人 高橋　留奈 予選なし 第３位

新体操 個人総合 入船中 女子 個人 高橋　留奈 予選なし 第５位
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■ 第37回浦安市小学校陸上競技大会

■ 第37回浦安市小学校ミニバスケットボール大会決勝トーナメント

　平成30年６月２日（土）、市内17の小学校が運動公園陸上競技場
に一同に会し、延べ990名の選手が素晴らしい環境の下で、日ごろ
の練習の成果を発揮しました。
　女子80ｍハードルで舞浜小学校　横田夕奈さんが13秒80の大会
新記録を、また、女子400ｍリレーで優勝した高洲小学校は同種目
予選において56秒19の大会新記録をマークしました。
　なお、高洲小学校の総合優勝は３連覇達成の快挙です。

　平成30年10月20日（土）に予選大会が行われた第37回小学校ミニバスケットボール大会の決勝トーナメントが
10月27日（土）、総合体育館において行われました。
　決勝戦は、練習試合で未勝利の東野小学校を相手に僅差で勝利し、２年連
続で決勝進出を決めた東小学校と、新人戦と親善大会で優勝している高洲小
学校との対戦。
　予選リーグからチームワークの良さを発揮し危なげ
なく勝ち進んできた高洲小学校が、新人戦、親善大会
に続いて３連覇を果たしました。

学校対抗　総合成績
順位 男子の部 女子の部 総合の部

優　勝 富岡小 高洲小 高洲小
準優勝 高洲小 東小 日の出南小
第３位 入船小 明海南小 富岡小

交流戦結果

交流戦
舞浜小 30－61 日の出小
入船小 35－36 明海南小

■ 第34回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会・第13回ちばキッズ陸上競技大会
　平成30年７月15日（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34回全国小学生陸上競技交流大
会千葉県選考会、10月14日（日）に第13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46名が参加し素晴らしい活躍を見せてくれました。

第34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 学校名 記　録 順位
４年男子100ｍ 山田　琉生 日の出南小 14秒75 2位
５年男子100ｍ 角　龍弥 日の出南小 15秒25 8位

男子走幅跳 武岡　世航 浦安小 4ｍ42 8位
５年女子100ｍ 吉川　莉子 高洲小 15秒26 6位

女子走幅跳 田尻 帆菜海 高洲小 4ｍ07 6位

第13回ちばキッズ陸上競技大会
入賞者一覧

種　目 氏　名 学校名 記　録 順位
４年男子100ｍ 山田　琉生 日の出南小 14秒26 1位

男子走幅跳 武岡　 世航 浦安小 4ｍ69 4位
男子走高跳 竹田　陵馬 東野小 1ｍ25 4位
男子走高跳 中下　丈一 舞浜小 1ｍ25 6位

４年女子100ｍ 眞壁　杏里 明海小 15秒51 6位

■ 第37回浦安市小学校サッカー大会
　平成30年10月13日（土）に予選が行われた
第37回浦安市小学校サッカー大会の決勝トーナ
メントが、10月20日（土）、明海小学校および
明海球技場で行われました。
　決勝戦は、決勝トーナメント初戦をPK戦で競
り勝ち、次の試合では後半で得た貴重な１点を
守り抜くなど、粘り強さを見せて勝ち抜いてき
た高洲小学校と、決勝トーナメント無失点の舞
浜小学校が激突。
　前半は無得点で折り返し、息をのむ後半戦と
なりました。後半のチャンスをものにして１点
を得た舞浜小学校が、高洲小学校の追撃を許さ
ず、鉄壁の守りで見事に優勝を手にしました。

３位までの成績
順　位 学　校　名
優　勝 舞浜小
準優勝 高洲小

第３位
日の出南小
高洲北小

2874 2839 38 12 3045
2236 34

63 39

33

３位までの成績
順位 学校名
優勝 高洲小

準優勝 東小

３位
明海小
東野小
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浦安市体育協会加盟団体一覧
団体名 活　　　　　　動 加入について

野球協会 各クラブが自主的にグランドを確保して練習しています。 団体加入のみ

卓球連盟 現在14クラブが加盟しており、各クラブで公民館・小学校等にて定期
的に練習しています。 団体加入のみ

柔道協会 火・木・土曜のpm７時～９時・中央武道館でストレッチから基本・乱
取りという流れで練習しています練習日に直接お越しください。

練習日に直接お越し
ください

ソフトテニス連盟
土曜（第１・３週）、日曜・祭日に中央公園テニスコートにて合同練習
を行っています。又連盟傘下のクラブが主体となり木・金曜にも練習
を行っていますが、連盟会員は同じ様に練習に参加出来ます。

連盟HP、又は担当者

剣道連盟 浦安本部道場、雄武剣友会、雄武南剣友会、富田剣友会、各ホームペー
ジで検索して下さい。 個人加入のみ

バレーボール協会 小学・中学・高校・６・９人制・ソフト・家庭婦人バレーを行っています。 団体加入のみ

バドミントン協会 各小学校体育館、公民館、総合体育館で練習をしています。又、年７
回大会を行っています。 団体・個人加入可

水泳連盟 毎年７月に市民水泳記録会を開催しています。 個人加入可能・記録
会にご参加ください

空手道連盟 中央武道館・中央公民館・総合体育館等に於いて、毎週火・水・金曜
に形・組手の練習を行っています。 個人加入のみ

テニス協会 各クラブごとに市のテニスコート・マイコート・外部コート等で練習し、
テニス協会開催の各種大会、スクール等に参加します。 団体加入のみ

サッカー協会 小学校・中学校・高校・市内サッカー場・陸上競技場・他市グランド
等で練習しています。 団体加入のみ

ソフトボール協会 各クラブごとの練習、市民大会（春・秋）への出場、県・関東・全国
大会、又千葉県民体育大会への出場の機会もあります。

個人（クラブ紹介）
団体加入可能

陸上競技協会 年３回市民大会を開催しています。　又、県民大会等の県の大会へも
出場しています。 個人・団体加入可能

ゴルフ協会 市内に公共施設が有りませんので、民間の打ちっぱなしゴルフ練習場
での練習、又春秋に市民大会を開催しています。 個人加入のみ

ラ グ ビ ー フ ッ ト
ボール協会 総合公園球技場・運動公園内陸上競技場等で練習しています 個人・団体加入可能

少林寺拳法連盟 中央武道館（水・金曜Pm７時～９時）、各公民館・総合体育館（土曜
am９時～11時、日曜pm１時～３時）に練習をしています。 個人加入のみ

合気道連盟 年２回、２月・５月に市民大会を開催しています。　約400名の会員
が毎日、市内各所の武道場で稽古しています 個人加入のみ

アーチェリー協会 知りたい・始めてみたい方は毎週木曜日pm７時～９時、第２・４土曜
日pm１時～３時に運動公園アーチェリー場へお越しください 個人加入のみ

スキー連盟 市民大会の開催、市民スキー教室開催（１月～３月）、千葉県民スキー
大会等に参加しています。 個人加入のみ

バスケットボール
協会

浦安市バスケットボール協会・市内の各学校・公共の体育館で練習し
ています。 個人・団体加入可能

弓道連盟 主に平日（日中２時間）、土日休日（am９:00～ pm５:00）、総合体育
館弓道場で練習しています。初心者向け教室あり。 個人加入のみ

小中学校体育連盟 各小・中学校の運動部活動が有り、学校により異なりますが、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。 各学校部活動へ

カヌー協会 6月～８月は境川の神明橋付近にて、９月～翌５月は東野プールにて、
毎週土曜のam10時～12迄練習しています。随時試乗を実施しています。 個人加入のみ

バウンドテニス協会 初心者等の教室やサークルが総合体育館・公民館等で活動し、13団体
が加盟しています。市民大会は春秋年２回開催しています。 団体加入のみ

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




