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スポーツで輝け！スポーツで輝け！

一般社団法人浦安市スポーツ協会　創立60周年記念式典・祝賀会

会長あいさつ

　11月20日（日）、浦安ブライトンホテル東京ベイにて、一
般社団法人浦安市スポーツ協会の創立60周年記念式典・祝
賀会を開催しました。式典では、市民スポーツの普及・発展
に尽力されている30名の方に功労賞及び感謝状が授与され
た後、浦安市長内田悦嗣様をはじめ５名の来賓の方にご祝辞
をいただきました。祝賀会は終始和やかな雰囲気の中で、
170名を超す参加者の皆様に60周年を祝っていただく良い
機会となりました。
　式典冒頭の挨拶で福元明彦会長は、昭和36年に協会加盟
５団体で発足した当時から、加盟32団体、約２万人の会員

を擁するまでになった現在までを振り返り、ご支援・ご協力を賜った関係各位に
深い謝意を表するとともに、「実績を礎として、トップアスリートに続く若い選手
の育成や障がい者スポーツの普及に努めるとともに、市民のスポーツに対する関
心を大きく向上させ、地域スポーツの発展に寄与してまいります」と、決意を新
たにしました。

	 （一社）浦安市スポーツ協会創立60周年表彰	 （順不同・敬称略）

〇感謝状贈呈者 富山　　勝夫 浦安市ソフトボール協会
野崎　　　実 浦安市体育協会　元会長 山﨑　　枝折 浦安市陸上競技協会
文違　　一博 浦安市剣道連盟　元事務局長 深作　　　勇 浦安市ゴルフ協会
〇功労賞受賞者 中村　　　智 浦安市ラグビーフットボール協会
宇田川　　勉 浦安市体育協会　元副会長 矢崎　堅太郎 浦安市少林寺拳法連盟
和田　　芳明 （一社）浦安市スポーツ協会　専務理事 大塚　　広之 浦安市合気道連盟
大塚　　忠克 （一社）浦安市スポーツ協会　常務理事 肥田野　　功 浦安市アーチェリー協会
緒方　　雄介 浦安市卓球連盟 坪井　　　武 浦安市スキー連盟
宇田川　富生 浦安市柔道協会 湯目　　俊明 浦安市バスケットボール協会
平野　　芳子 浦安市ソフトテニス連盟 宇田川　文博 浦安市カヌー協会
大野　　正光 浦安市剣道連盟 大割　　征子 浦安市バウンドテニス協会
矢島　　利也 浦安市バレーボール協会 森　　　信介 浦安市トリムバレーボール協会
新村　　春男 浦安市バドミントン協会 伊福　　　勇 浦安市グラウンドゴルフ協会
野口　　哲也 浦安市空手道連盟 野村　　仲子 浦安市パークゴルフ協会
高濱　　牧人 浦安市テニス協会 四釜　　正二 浦安ファミリーバドミントン協会
三井　　　裕 （一社）浦安市サッカー協会 小池　　一嘉 浦安市ダーツ協会

　加盟団体の皆様におかれましては、日頃より本市のスポーツ振興、市民の体力向上のため多大なるご
尽力を賜り深く感謝申し上げます。また、創立60周年を迎えるにあたりご尽力くださった記念式典実行
委員会の皆様、賛助会員になっていただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながらも各種スポーツ大会や事業を再開することが
できました。まだ予断を許さない状況ではありますが、感染予防等工夫を凝らし本市スポーツの振興・
発展のために尽力してまいりますので、引き続きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記念式典であいさつを行なう福元会長

祝賀会の様子

会長　福元　明彦
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（一社）浦安市スポーツ協会推進事業紹介

委員長
泉澤　弥生

（バドミントン協会）

障がい児・者スポーツ推進委員会

チャレンジド・スポーツ
誰もが楽しめるスポーツを体験しよう！

　（一社）浦安市スポーツ協会では、障がい児・者を対象に、子どもも大人も家族でスポーツを楽しんでいただこうと体験
会を行っています。体を動かしたいけど、どこで？　どうしたらスポーツを楽しめるの？　という方のために、チャレンジド・
スポーツを公民館の体育施設等を使用して行います。
　令和４年11月５日（土）には、日の出公民館で「チャレンジド・バドミントン」を開催し、小学校１年生から成人まで
12名の方に、体を動かすことの楽しさを味わっていただきました。
　令和５年４月からは、毎月スポーツの内容と場所を変えて行います。
　ぜひ一度体験してみませんか？　個人に合わせて、やりたいものや通いやすい場所を選ぶことができますし、もちろん全
ての回のスポーツを体験することもできます。年間予定は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

はじめからシャトルをラケットに当て
るのは難しいので、まずは風船を手に
当てるところから始めました。

慣れてきたら、ラケットに当たるようにシャトルを投げてあげます。だんだん当
たるようになり、最後はコートを挟んでシャトルを打ちました。みんなシャトル
を飛ばせたことがとても嬉しそうでした。

○参加しやすい日時は？
　１位　土日祝日の午前中
　２位　土日祝日の午後
○参加しやすい場所は？
　１位　日の出公民館
　２位　バルドラール浦安アリーナ
　３位　中央公民館
○どんなスポーツをしてみたい？
　�複雑なルールがなく気軽に動ける簡単なもの
　ゲーム感覚でできるもの
　身体に麻痺があってもできる活動

○実際に参加してみたいスポーツは？
　１位　ボッチャ
　２位　サッカー
　３位　バドミントン、陸上競技
○その他の意見
　親の高齢化で連れて行けない、送迎対応があれば嬉しい
　チャレンジドは毎回楽しみに参加している

※�チャレンジド・バドミントンの開催に先立ち、市内の放課後
等デイサービス事業所にアンケートを実施し、８事業所、144
名の方にご協力をいただきました。ありがとうございました。

障がい児・者スポーツ推進委員会
矢崎堅太郎（少林寺拳法連盟）
長濱　太郎（陸上競技協会）
蜂谷ゆきい（ボッチャ協会）
四釜　正二（ファミリーバドミントン協会）
小野　雄一（パークゴルフ協会）

≪事業所アンケートの結果紹介≫

チャレンジド・
バドミントンが
終わっての感想

４月から毎月１回「チャレンジド・スポーツ」を開催します

チャレンジド・バドミントン（令和４年11月５日）の様子

※次回の開催を望む声も聞かれました。

もっとやりたい
（本人）

楽しかった
（兄弟）

家族も一緒に
楽しめてよかった

（父）
はじめはやる気がなかったのに、
始まると楽しそうだったので

嬉しかった（母）
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中学校部活動の現場から

（一社）浦安市スポーツ協会理事
小中学校体育連盟理事

長橋　英樹

部活動は貴重な学びの場
浦安らしい部活動の在り方をつくり上げたい

◆部活動の現状
　中学校における部活動につきましては「少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ
ことができる機会を確保する（令和４年12月　スポーツ庁・文化庁）」という考え方を前提に、地域との連携により、新た
な部活動の在り方をつくり出していくことが求められています。　本市におきましては、中学校の生徒数変化により、運動
部活動への加入者数も以下のような状況となっています（図１）。浦安市では、学校外でのスポーツ団体やクラブ等の活動
も多様となっていますので、今後は、部活動との連携をさらに推進していく必要があると考えています。

◆新たな取り組み
　学校における部活動の取り組みは、日常生活を共にする仲間たちや授業を行う先生たちとの関わりをより深め、多くのこ
とを学び、貴重な経験をする場であるととらえています。
　市内の各中学校の部活動を継続しつつ、新たな運営方法をつくり上げていくため、令和４年４月より、各団体のご協力を
いただき、モデルケースとして以下の実施に取り組んでいます。初年度の取り組みなので、それぞれに課題はありますが、
今後の部活動の在り方の方向性を示す実践になっていると考えています。

＜モデルケース＞
①入船中・美浜中サッカー部
　�　平日は基本的に各学校での練習、休日は合同でのチーム練習を実施。合同チームとして、各種大会に参加。休
日の練習には、サッカー協会から指導者を派遣していただき、技術面の指導を中心にチームづくりにも携わって
いただいている。さらに、美浜中での平日の朝練習にも協会からの指導者が指導にあたっている。
②バスケットボール協会による育成事業
　�　美浜中学校体育館にて、バスケットボール協会主催により、Ｕ15の生徒を対象に、�
技術指導を主としたバスケットボール教室を週１回開催している。

　スポーツ庁・文化庁のガイドラインでは「各市町村、学校、スポーツ・文化芸術団体等においては、地域の実情に合わせ
て様々な手法の中から選択したり、複数の手法を組み合わせるなどの創意工夫を凝らしたりして、生徒や保護者等の理解を
得つつ、段階的な取組を進めることが望まれる」と述べられています。本市の生徒数等の状況を踏まえ、子どもたちや保護
者のみなさまの声を聞き、浦安らしい部活動の在り方をつくり上げていきたいと考えています。
　今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

指導の様子（サッカー）

平成29 平成30 令和１ 令和２ 令和３ 令和４

浦安市の生徒数 4209 4015 3883 3809 3785 3741

運動部加入者数 2563 2391 2295 2210 2215 2056

図１　浦安市の生徒数と運動部加入者数
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　新型コロナウイルス感染症の影響で中止を余儀なくされ
ていた市民大会ですが、３年ぶりに再開することができま
した。浦安市教育委員会が主催、（一社）浦安市スポーツ協
会と各加盟団体が主管となり、春季は19競技、秋季は25
競技、春秋合わせ延べ12,000人超の市民が久しぶりの大会
を楽しみました。感染対策を万全に行いながら大会を運営
された加盟団体の皆様、お疲れさまでした。

　11月14日（月）、浦安市中央武道館にてスポーツ協会主
催による研修会を開催しました。協会会員の資質の向上を
目的とした研修会で、「家でもできるストレッチ・筋トレ～
骨盤の動きを意識する～」をテーマに、浦安市中央武道館
健康運動指導士の吉得慎太郎先生をお招きし、参加者39名
が柔軟性の向上やけがの予防、筋力向上につながる全身ス
トレッチやトレーニングについて学びました。

　令和５年２月５日（日）、第32回東京ベイ浦安シティマ
ラソンが開催されました。（一社）浦安市スポーツ協会・福
元明彦会長が実行委員長を務めるほか、阿部信之副会長、
萩原明博・陸上競技協会会長、齋藤晴一・同理事長、長橋
英樹・小中学校体育連盟理事が実行委員に就任。各加盟団
体から約130名が、受付や給水等の運営スタッフとして協
力しました。

　７月２日（土）、オリエンタルホテル東京ベイにて、一般
社団法人となって初めての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する役員が一堂に会して親睦
を深めたほか、参加者を代表して泉澤弥生・バドミントン
協会会長、森信介・トリムバレーボール協会会長、野村仲子・
パークゴルフ協会会長が団体紹介や活動報告を行うなど、
会場は終始、和やかな雰囲気に包まれました。

　10月９日（日）、浦安市運動公園、高洲海浜公園パーク
ゴルフ場にて浦安スポーツフェア2022（主催：浦安市・
教育委員会、主管：（一社）浦安市スポーツ協会）が開催さ
れました。
　33種の体験コーナーや筋力測定、栄養相談のブースなど
盛りだくさんの内容となった本イベント。スポーツ協会か
らは21団体が参加し、体験コーナーの運営や演武の披露を
しました。

市民大会

研修会

東京ベイ浦安シティマラソン

団体長交流会

浦安スポーツフェア2022

一般社団法人浦安市スポーツ協会経営計画（概要）

事業報告

基本目標 基本施策 施策の方向性

市
民
の
健
康
づ
く
り
と
　

　
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

１．持続可能な組織体制の強化

①　事務局運営の効率化等
②　理事の資質の向上
③　専門委員会のあり方検討
④　加盟団体の活動支援
⑤　規程・要綱等の整備
⑥　情報収集・発信の強化

２．組織の経営基盤の拡充

①　補助金の活用方法
②　自主財源の確保
③　受託事業の実施・拡大
④　経営管理機能の強化
⑤　スポーツ施設の管理運営の検討

３．スポーツ振興事業の拡大と充実

①　加盟団体との連携強化による事業展開
②　加盟団体独自の体験会・教室等の実施
③　うらやす財団等との協働事業の実施
④　市内小中学校の部活動支援
⑤　新たなスポーツの研究・普及啓発
⑥　障がい児者、青少年スポーツ推進事業の拡充
⑦　競技力の向上

研修会 スポーツフェア

　当協会は、スポーツを取り巻く環境の変化を踏まえ、浦安市のスポーツの普及・振興を担う団体としての位置付けを明確
にし、これからの当協会の目指す姿を明らかにする「基本理念」や「基本目標」を定めるとともに、それを実現するための
具体的な「基本施策」を定めた新たな経営計画（以下、「計画」という。）を策定しました。
１．基　本　理　念：生涯にわたるスポーツ活動の普及・振興を図り生きがいのある元気なまち浦安の実現
２．計画の位置づけ：�2023年度（令和５年度）から2027年度（令和９年度）までの５年間とします。また、地域住民への

スポーツの普及・振興に関する事業に取り組むため、「浦安市生涯スポーツ推進計画」と連携した計
画として位置づけます。

３．施 策 の 体 系：
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■ 祝・協会創立40周年

■ 祝・全国大会３連覇　QUEEN BEE ■ 祝・JFL昇格　ブリオベッカ浦安

　第72回千葉県民体育大会は８月末から10月末にかけて県内各所で熱戦が繰
り広げられました。浦安市からは18競技、240名の選手が参加し、空手道（男
子）、バスケットボール（女子）が見事優勝に輝きました。女子バスケットボ
ールは８度目、男子空手道は４度目の快挙です。また、遠的４位、近的１位
と活躍した弓道が総合２位に。テニスも２位の好成績を収めました。
　新型コロナウイルス感染症予防対策のため様々な制約がある中での大会参
加となりましたが、３年ぶりに開催された県民体育大会で、選手の皆さんが
躍動しました。

浦安市ソフトボール協会
　昭和58年協会創立。同年浦安市体育協会、千葉県協会に
加盟しました。現在は中学生からシニアまで、創立当初の
４倍となる46チームが加盟しています。
　平成30年千葉県生涯スポーツ優良団体として表彰受賞。
USC浦安が全日本クラブ男子選手権で４度の全国優勝を果
たしたほか、JDリーグ（日本女子リーグ）の浦安市開催を
２度実現するなど、競技スポーツ、生涯スポーツの両面に
おいて市民のスポーツ振興に尽力しています。

　２月11日（土）から13日（月）まで福井県で行われた
第５回全日本社会人バスケットボール選手権大会で、
QUEEN�BEEが見事３連覇を果たしました。熱戦を繰り広
げ、全国大会出場32チームの頂点に立ったQUEEN�BEEの
皆さん、おめでとうございます。

　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2022で優勝を
果たしたブリオベッカ浦安は、12月６日（火）、JFLへの
昇格が承認されました。JFLはＪ１から数えると４部にあ
たる全国リーグで、チームとしては2017年以来、５年ぶ
りの復帰となります。ブリオベッカ浦安の皆さん、おめで
とうございます。

浦安市陸上競技協会
　昭和58年協会創立。浦安市体育協会に加盟しました。平
成13年、浦安市教育委員会より浦安市教育功労者（団体）
表彰受賞。令和４年生涯スポーツ優良団体として千葉県体
育・スポーツ功労者等顕彰を受賞しました。
　市民大会のほか、市民中・長距離記録会を開催しており、
平成28年にはジュニアアスリートクラブを設立、また、障
がい者スポーツ教室を共催するなど幅広い活動で市民のス
ポーツ振興に貢献しています。

2022年度　夏・秋季千葉県民体育大会

競技名
結果

男子 女子

ラグビー １回戦敗退 ―

ゴルフ 13位

水泳 総合４位 総合４位

空手道 優勝 棄権

テニス ２位

剣道 ベスト16

陸上競技 総合13位 ―

バレーボール ベスト８ ―

卓球 ４位 ５位

弓道 総合２位
（遠的４位、近的１位）

ソフトボール ベスト16 ベスト８

柔道 ベスト８ ―

ソフトテニス ７位 ７位

バドミントン ベスト16 ベスト16

バスケットボール ベスト16 優勝

アーチェリー ４位

カヌー 棄権 ５位

なぎなた ― 入賞圏外

県民体育大会報告

トピックス

優勝・空手道男子

２位・テニス

優勝・バスケットボール女子

総合２位・弓道
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令和４年度

令和３年度

公益財団法人千葉県スポーツ協会　功労章

文部科学大臣　生涯スポーツ功労者

千葉県教育委員会　生涯スポーツ優良団体

文部科学大臣　生涯スポーツ優良団体

千葉県教育委員会　生涯スポーツ功労者

公益財団法人千葉県スポーツ協会　功労章

　千葉県スポーツ協会より栄えある功労章を受章いたしましたこと、
深く感謝申し上げます。これは浦安市のソフトボール協会関係者・選
手の努力と、行政のご理解ご支援の賜物であると思います。振り返れ
ば昭和58年、浦安市PTAの親睦大会がきっかけで浦安市ソフトボー
ル協会を設立。以来、ソフトボールの普及、体力の向上、親睦を核に
活動してまいりました。
　浦安市では、日頃からスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、豊か
なスポーツ文化をはぐくむことで一人ひとりが生涯にわたって心身と
もに明るく健康であることを願い、平成22年に「生涯スポーツ健康都
市宣言」がなされました。
　これからもこの宣言を心にしるし、微力ながら力を尽くしてまいり
たいと思います。

　文部科学大臣より生涯スポーツ功労者に表彰されましたこと、まこ
とに光栄に存じます。本協会会長を拝命し、障がい児者・青少年スポ
ーツや生涯スポーツの普及等、市内のスポーツ振興に努めてまいりま
したが、この度このような栄えある賞をいただいたことは、ひとえに
浦安市教育委員会、加盟団体および協会員の皆様、関係各位の皆様の
おかげであり、改めて感謝申し上げます。
　今回の受賞を励みに、「生涯スポーツ都市宣言」を掲げる浦安市の
趣旨に沿うべく、競技スポーツ、生涯スポーツ、また障がい児者スポ
ーツの普及・振興に今後も力を尽くしてまいります。関係各位には、
引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　当協会は、昭和58年の設立当初は県民大会への選手派遣、千葉県の
各種陸上競技大会への審判員派遣等をしていました。市民大会開催当
初は江戸川区陸上競技湯や夢の島競技場を借用していましたが、平成
27年に待望の浦安市陸上競技場が開場し、令和４年、50回の節目を
迎えることができました。以来、年４回の市民大会、市内小学校陸上
競技大会や市川浦安支部中学校陸上競技大会への審判員派遣協力、県
民大会への選手派遣等、事業の充実を図るとともにジュニア育成のた
めのクラブを設立し、県大会上位入賞と青少年の健全育成・競技力の
向上を目指して積極的に活動を続けています。
　今回の受賞に恥じぬよう、陸上競技を通じて地域スポーツへの振興
に努め、益々、浦安市のスポーツ発展に貢献してまいります。

　当連盟は、昭和39年に健全なスポーツとして剣道を普及発展させ、
青少年の非行防止を目的に浦安町剣道会として発足後、市川市剣道連
盟の浦安支部として加盟、市制施行に伴い浦安市剣道連盟と名称変更
し、昭和63年に市川市連盟から独立等の変革を得て現在に至っており
ます。歴代の会長を中心に会員、父兄が浦安市剣道連盟の組織の充実
や活躍等を常に念じ、日々努力してきました。
　平成25年、更なる組織充実の強化を図るため強化委員会と普及員会
を設置し、強化委員会では各大会の選手選考、強化稽古会を開催し近
年の活躍の源となっております。普及委員会では各段級審査前に模擬
審査、剣道形等の講習会、春秋の市民大会の前日には審判講習会、合
同稽古等を実施し審判技術の向上を図っています。また、女性剣士の
交流、活動の場をより広げる目的で「女子剣道会」を設け、日々汗を
流しております。
　引き続き剣道の普及発展、青少年の健全育成に会員一同精進してい
く所存ですので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。

　今回このような素晴らしい賞をいただくことができ、関係する皆様
に感謝申し上げるとともに、私を大きく成長させてくれたスポーツ、
特にサッカーに感謝申し上げます。
　私にとってサッカーは、様々な人との繋がりを通じ、「人間力」、「チ
ームワーク」、「コミュニケーション能力」、「瞬間的に自分で考え判断
し行動する力」を身につけさせてくれた場であり、社会人になってか
らも非常に大きな力となりました。現在も小学校の部活のコーチや、
サッカー協会、スポーツ協会への関わりを継続しているのは、「スポ
ーツへの恩返し」との思いからです。今回の受賞を機に、より一層励
んでいく所存であります。

　前理事長の江澤博水氏から引き継いだ理事長職、責任の重さを感じ
るとともに、何としても萩原会長とともに浦安市に陸上競技場を建設・
開場させたいという思いだけで20年間走り抜けてきました。
　江戸川陸上競技場や夢の島競技場、明海大学を借用して市民大会の
開催にこぎつけ、そのコツコツとした取り組みもあって平成27年つい
に念願の浦安市運動公園陸上競技場が開場したときの喜びは今でも忘
れることができません。
　今後も、体の動く限り、受章に恥じぬよう、浦安市スポーツ協会の
事業に協力しつつ、お力添えいただいた感謝の気持ちを忘れず、更な
る陸上競技の普及及び発展に全力で邁進していく所存です。

富山　勝夫　会長
（浦安市ソフトボール協会）

福元　明彦　会長
（一般社団法人	
浦安市スポーツ協会）

浦安市陸上競技協会
（萩原　明博　会長）

浦安市剣道連盟
（大野正光　会長）

鳥居　和男　会長
（一般社団法人	
浦安市サッカー協会）

齋藤　晴一　理事長
（浦安市陸上競技協会）

生涯スポーツ優良団体・功労者・功労章表彰　喜びの声
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　2022年５月28日（土）、浦安市民プラザWAVE�
101大ホールにおいて、本市スポーツの振興に貢
献した個人・団体に対して表彰式を行ないました。
　功労賞は、技術指導や加盟団体の運営等、スポ
ーツの普及発展に長年貢献した８名。優秀賞は、
県大会、関東大会、全国大会で優秀な成績を収め
た個人16名、ペア１組、団体９組に贈りました。

2022年度（一社）浦安市スポーツ協会表彰式　功労賞・優秀賞表彰

No. 推薦団体 氏名／大会成績 No. 推薦団体 氏名／大会成績

１ テニス協会
小田　徹志
第54回千葉県選手権大会
男子ベテラン50歳クラスダブルス　優勝

14 ソフトボール協会
浦安ＢＢＡ
第25回関東エルデストソフトボール大会
準優勝

２ テニス協会
加納　優子
第54回千葉県選手権大会
女子ベテラン60歳クラスダブルス　優勝

15 ソフトテニス連盟
布施谷　煌・宇田川　成寿　ペア
関東小学生ソフトテニス選手権大会
ダブルス　準優勝

３ テニス協会
富田　七菜子
第54回千葉県選手権大会
一般女子ダブルス　優勝

16 ソフトテニス連盟
寺田　和道
ナガセ杯千葉県大会　一般男子の部
ダブルス　優勝

４ 陸上競技協会
河野　光花
2021�CHIBA�U13�ATHLETICS�MEET
女子ジャベリックボール投　第１位

17 剣道連盟
東海大学附属浦安中等部女子剣道部
千葉県中学校新人体育大会　女子団体
女子団体の部　優勝

５ 陸上競技協会
端野　遼
2021�CHIBA�U13�ATHLETICS�MEET
男子走高跳　第１位

18 剣道連盟
大澤　征也
千葉県高等学校体育大会剣道大会
個人　優勝

６ 陸上競技協会
三浦　栞奈
JOCジュニアオリンピック第52回U16陸上競技大会
女子ジャベリックスロー　第２位

19 バドミントン協会
新村　美羽
第30回全国小学校バドミントン選手権大会
４年生以下の部　第３位

７ 陸上競技協会
武岡　世航
第49回関東中学校陸上競技大会
男子走幅跳　第３位

20 サッカー協会
バルドラール浦安�プリメーロ
JFA第27回全日本フットサル選手権大会
３位

８ 陸上競技協会
山口　幸樹
第25回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
男子走幅跳　第１位

21 サッカー協会
バルドラール浦安�ラス・ボニータス
日本女子フットサルリーグ　優勝
JFA第18回全日本女子フットサル選手権大会　優勝

９ 陸上競技協会
板垣　唯来
第25回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会
女子200m　第３位

22 サッカー協会
バルドラール浦安�セグンド
JFA第27回全日本フットサル選手権大会関東大会
優勝（全国大会へ出場）

10 陸上競技協会
鈴木　奥介
第60回千葉県高等学校新人陸上競技会
男子800m　第１位

23 サッカー協会
バルドラール浦安�テルセーロ
JFA第８回全日本U-18フットサル選手権大会
準優勝（県大会優勝、関東大会優勝）

11 陸上競技協会
内海　真緒
第74回千葉県高等学校総合体育大会　陸上競技大会
女子走高跳　第１位

24 サッカー協会
ブリオベッカ浦安U-18
第５回日本クラブユースサッカー（U-18）
Town�Club�CUP2021大会　準優勝

12 陸上競技協会
綾　一輝
令和３年度関東高校陸上競技大会
男子5000m　第３位

25 ラグビーフットボール協会

浦安ウイングス
第18回全国小学生タグラグビー大会千葉県決勝大会
優勝

13 カヌー協会

遠藤　千春
JOCジュニアオリンピックカップ令和３年度全国中学
生カヌー大会
カヌースラローム女子（K-1）150m　第１位

26 バスケットボール協会

QUEEN�BEE
第４回全日本社会人バスケットボール選手権大会女子
優勝

2022年度被表彰者（功労賞）

2022年度被表彰者（優秀賞）

2022年度優秀賞集合写真

No. 団体名 氏名 指導歴・役員歴等

１ テニス協会 奈良　茂代 平成19年度から広報部副部長として、テニス協会ホームページの開設から運営の中心的存在として活動。テニス
協会の発展と事業に貢献された。

２ ソフトボール協会 梶　芳彰
2009年から12年間浦安市ソフトボール協会審判員、2021年からは同協会理事・審判長を務められ、市民大会を
はじめ中学校大会においては責任審判員として大会運営の重責を担うなど、ソフトボール競技の普及、振興に貢
献された。

３ ウォーキングクラブ 大塚　忠克 ウォーキングクラブの創立時から20年にわたりクラブ運営に尽力されている。役員としても10年以上クラブ運
営に携わり、指導的立場としてリーダーシップを発揮されウォーキングクラブの発展に貢献された。

４ バスケットボール協会 阿部　信之
バスケットボール協会の副会長を３年、会長を25年にわたり務められ、青少年のバスケット教室開催や、Ｂリー
グの招致など、競技の推進に尽力された。また千葉県生涯スポーツ公認指導員として、現在も軽スポーツ等の普
及にも尽力されている。

５ アーチェリー協会 江口　穏子 平成10年からアーチェリー協会役員として協会の運営に尽力されている。また団体・関東大会で活躍するために
研鑽した技術を優しい表現で伝え、後進並びに初心者の育成に貢献された。

６ トリムバレーボール協会 大塚　伸一 浦安トリムバレーボール協会在籍14年のうち、会長を４年、副会長を８年にわたり務められた。道半ばにして逝
去されたが、トリムバレーボール競技の発展と普及に尽力された。

７ バウンドテニス協会 冨樫　聖代子 平成13年から14年まで会計監査、平成15年から21年まで総務会計担当役員、平成22年から令和元年　会計監査、
令和２年からは理事長として、約21年の永きにわたり協会の発展とバウンドテニスの普及に尽力された。

８ サッカー協会 藤田　直行

1992年から2009年まで市サッカー協会少年部審判部長及び千葉県サッカー協会派遣審判員として活躍。2003
年から2011年まで千葉県サッカー協会審判インストラクターとして市内、県内審判員の育成に尽力された。40
年近く子供を中心とする地域スポーツ振興に貢献。2019年法人化後も社員として協会運営に参画し、特に後進
の指導に尽力された。
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受賞者からのよろこびの声
皆様から受賞を喜ばれ感謝の気持ちとともに以下のコメントをいただいております。

奈良　茂代
（テニス協会）

　表彰いただき大変ありがと
うございます。
　協会運営に関わっていつの
間にか十数年がたっていまし
た。
　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。

梶　芳彰
（ソフトボール協会）
　この度は功労賞を拝受し、大
変うれしく思います。思えば、
市P連大会でソフトボール競技に
触れ、いつしか審判員として活
動する立場となりましたが、選
手や関係者の方々の支えや、家
族の理解があったからこそ受賞
に繋がったものと感謝していま
す。
　これからも浦安市のソフトボ
ールの普及に努めてまいります。
ありがとうございました。

大塚　忠克
（ウォーキングクラブ）
　この度は功労賞をいただきありが
とうございます。
　20数年前、浦安市から「いつでも、
どこでも、誰でも」ができる生涯ス
ポーツとしてウォーキングの普及の
要請がありました。今では浦安市内
の地域あるこう会ができ、今後は「楽
しく歩こう」を目標に多くの市民の
皆さまが気軽にウォーキングを楽し
むような活動をしてきたいと考えて
います。

阿部　信之
（バスケットボール協会）
　この度は60年超の歴史のあるスポー
ツ協会より功労賞をいただき、誠に光
栄に存じます。私が浦安に移住してき
たときには、本市にはバスケットボー
ル協会はありませんでした。協会設立
に関わってからもうすぐ30年になろう
としています。ここまで来られたのも
バスケットボールや、スポーツを愛す
るたくさんの仲間がいたからに他なり
ません。この受賞を機に初心に返り、
仲間の力をお借りして本市のスポーツ
振興に努めていきたいと思います。

小田　徹志
（テニス協会）

　この度、優秀賞をいただき
大変光栄に思います。ここ数
年いろいろと激動の世の中で
すが、生涯スポーツ健康都市
の市民として、これからもス
ポーツを通して多くの仲間と
楽しく平和な日々を送りたい
と思います。

三浦　栞奈
（陸上競技協会）

　高校へ向けての準備を始める
時期であったこと、またコロナ
禍で難しい状況下であった中、
たくさんの人に支えられて結果
を出せたことは人生の経験にお
いてとても大きいものとなりま
した。この経験をこれからのス
ポーツ人生に生かしていき、日々
感謝を忘れないように取り組ん
でいきたいと思います。

綾　一輝
（陸上競技協会）

　様々な方に支えられてきた
からこそ今回の賞をいただく
ことができました。これから
も更なる記録更新のため、感
謝の気持ちを忘れずに練習に
取り組んでいきます。

藤田　直行
（サッカー協会）

　少年チームの父親コーチから
始まり、少年部、審判部、市サ
ッカー協会の立ち上げに関わり、
多くの方々と長年楽しく活動す
ることができました。
　この度はこのような賞をいた
だき光栄に思っております。こ
れからも更なる発展のためにお
手伝いしてまいりたいと思って
おります。ありがとうございま
した。

河野　光花
（陸上競技協会）

　記録が出たことがとても嬉し
かったけど、表彰されると聞い
てさらに頑張ろうと思いました。
中学生になっても続けています
けど、投げ方が難しく、初めて
の記録会ではうまく投げれませ
んでした。これから練習を一生
懸命して、記録を伸ばして、ま
た受賞できるように頑張りたい
です。ありがとうございました。

鈴木　奥介
（陸上競技協会）

　このような賞をいただけて
嬉しいです。今年は高校最後
の年なので去年の結果を超え
られるように頑張ります。

端野　遼
（陸上競技協会）

　こういう機会は少ないので
すごく嬉しいです。市大会で
は１位、県大会では７位でし
たが、まだこれからも記録を
のばせるよう頑張っていきた
いです。
　自分の中では、また新たな
１歩を踏み出したな、という
気持ちです。

内海　真緒
（陸上競技協会）

　この度はこのような輝かしい賞を
頂戴し大変光栄に思います。新型コロ
ナウィルスの影響により多くのことが
制限されている中で、数多くの大会を
予定通り開催してくださった皆様に感
謝しております。陸上競技は私にとっ
て大きな成長を与えてくれる場所で
した。その過程では多くの方々に支え
ていただきました。その方々への感謝
と共に、これから、支える側の人間へ
と成長できればなと思います。改めま
して、本当にありがとうございました。

冨樫　聖代子
（バウンドテニス協会）
　子どもの頃から運動が苦手だ
った私がバウンドテニスに出会
って、これまで長年続けて来ら
れたことに、自分自身が一番驚
いています。
　これからも、生涯スポーツと
して考案されたバウンドテニス
をマイペースで楽しむとともに、
この度の受賞を励みに、協会運
営にも貢献できるよう、一層努
力していきたいと思っています。
ありがとうございました。

富田　七菜子
（テニス協会）

　この度はこの様な賞をいただき、
ありがとうございました。社会人に
なってからは趣味で続けているテ
ニスで、今回このような素晴らしい
賞をいただけて、大変嬉しく思って
おります。また、コロナ禍での大会
開催にあたり、ご尽力頂きました関
係者の方々へ感謝申し上げます。
　これからも自分自身が楽しみな
がらも、良い成績が残せるよう頑
張りたいと思います。ありがとうご
ざいました。

板垣　唯来
（陸上競技協会）

　この度はこのような賞をい
ただき大変嬉しく思います。
これからもより一層成長でき
るよう頑張りたいと思いま
す。本当にありがとうござい
ました。

江口　穏子
（アーチェリー協会）
　この度は功労賞をいただきあ
りがとうございます。私は、市
主催の初心者コースよりアーチ
ェリーを始めました。長年続け
て来られたのは、良き指導者や
仲間に恵まれたからです。
　これからも協会の運営に励み
ながら、少しでも多くの皆さん
にアーチェリーの楽しさを知っ
てもらえるよう頑張りたいと思
います。

加納　優子
（テニス協会）

　この度は優秀賞をいただき
ありがとうございます。コロ
ナ禍の中たくさんの方々のご
尽力により大会も再開されま
した。感謝の気持ちでいっぱ
いです。今後も楽しみつつ競
技を続けてまいりたいと思い
ます。

山口　幸樹
（陸上競技協会）

　今回このような素晴らしい
賞をいただききありがとうご
ざいます。有難く受け止め、
調子に乗ることなく、引き続
き陸上競技に全力で取り組ん
でいきたいと思います。

優秀賞優秀賞

功労賞功労賞
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バルドラール浦安	
ラス・ボニータス
（サッカー協会）

　今年も優秀賞を受賞することができ
光栄に思います。昨年度は、日本女子
フットサルリーグと全日本女子フット
サル選手権大会で２冠を獲ることがで
きました。まだコロナ禍の中でたくさ
んの方のご支援があり、周りの方の存
在のありがたさを感じるとともに、だ
んだんと増える観客の方と一緒に戦え
たことは非常に嬉しかったです。
　女子フットサル界の王者として臨む
今年度も驕ることなくリーグ３連覇と
選手権連覇に向けて取り組んでまいり
ます。� （伊藤果穂）

新村　美羽
（バドミントン協会）
　コロナのえいきょうで練習が
できないこともありましたが、
チームの仲間やコーチ、お父さ
んやお母さんたちのおうえんの
おかげで全国大会に出ることが
できました。
　全国大会では、パートナーと
力を合わせて全力でできたので
楽しかったです。コロナの中、
協力してくれた人たちに感謝し
て、今年は優勝目指してがんば
ります。

バルドラール浦安	
プリメーロ

（サッカー協会）
　今回はこのような賞をいただけ
たことを本当に嬉しく思います。バ
ルドラール浦安は、浦安市のご協
力があり活動できています。これか
らはしっかりと結果で恩返しがで
きるようにＦリーグで優勝します。
　浦安市全体でもっとスポーツが盛
り上がるように、チーム全員で頑張っ
ていきます。今回は本当にありとうご
ざいました。これからも応援よろしく
お願いいたします。� （石田健太郎）

大澤　征也
（剣道連盟）

　この度はこのような栄誉ある賞
をいただき光栄に思います。新型
コロナウイルスの感染拡大により
思うように練習を行うことができ
ない日々が続きましたが、少ない
時間を有効に使い日々稽古に励む
ことができました。全国大会では
惜しくも敗れてしまいましたが、
とても良い経験をすることができ
ました。大学進学後も剣道を続け
浦安市に恩返しできるように頑張
りたいと思います。

ブリオベッカ浦安U-18
（サッカー協会）

　この度はこのような栄誉ある賞
をいただき光栄に思います。日本
クラブユースサッカーU-18�Town�
Club�Cupで全国大会準優勝するこ
とができ、大変嬉しく思います。
　コロナ禍により思うように活動が
できない中ではありますが、ブリオベ
ッカ浦安　U-18選手一同、挑戦を恐
れず、さらなる高みを目指し、また浦
安市民の皆様に良い報告ができるよ
う尽力してまいりますので応援よろし
くお願いいたします。�（高島隼太郎）

バルドラール浦安	
テルセーロＵ-18
（サッカー協会）

　この度はこのような賞をいただ
き、ありがとうございます。コロナ
禍の中、このような機会を設けてく
れたこと、チームの活動を応援して
くれているファンの方、保護者の
方々にこのような形で報告できるこ
と、とても嬉しく思います。世の中
が不安定な状況ではありますが、こ
れからも高みを目指してより一層精
進していきますので、ぜひ応援よろ
しくお願いします。� （金澤陸生）

QUEEN	BEE
（バスケットボール協会）
　この度はこのような賞をいただ
き、誠に光栄に存じます。
　コロナ禍により数年中止されてい
ましたが、久々の全国大会で優勝と
同時に２連覇を達成することができ
ました。毎年、全国大会優勝の目標
を掲げて、それに向かっていくのは大
変なことが多いですが、毎回メンバ
ーや周りのサポートしてくれる方々に
恵まれているなと実感しております。
　今年も全国優勝を目指し、賞を頂
けるよう精進して参ります。
� （佐野みさき）

バルドラール浦安	
セグンド

（サッカー協会）
　この度はこのような栄誉ある賞
をいただき光栄に思います。また、
クラブのスポンサー様、ファンサ
ポーターの皆様、地域の皆様。日
頃から多大なるご支援ご理解を賜
りまして誠にありがとうございま
す。
　今年も全国大会に出られるよう
精進してまいります。今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。
� （平井雅大）

浦安ウイングス
（ラグビーフットボール協会）
　全国大会優勝を目標に練習して
きたので、今年も全国大会が中止
になってしまい悔しい気持ちでい
っぱいでしたが、今まで自分たち
が練習してきたことをチームメイ
トとともに出し切って県大会優勝
できたので嬉しかったです。
　これから中学校では本格的なラ
グビーに挑戦していきます。そし
て、ＯＢという形で浦安ウイング
スのみんなを支えていきたいです。
� （大内亮駕）

浦安BBA
（ソフトボール協会）
　優秀賞を受賞させていただ
きありがとうございます。
　関東大会が群馬県高崎市で
行われ、決勝戦まで勝ち進み、
なんと宇津木スタジアムでプ
レーできることが決まった時
には、選手たちは大喜びでし
た。結果は、タイブレーカー
まで持ち込みましたが、惜し
くも準優勝に終わってしまい
ました。来年は悔しさをバネ
にして、優勝目指して練習に
励んでいきたいと思います。
� （大塚喜久江）

遠藤　千春
（カヌー協会）

　今回は受賞者に選んでいただき
とても嬉しく思います。このように
表彰される機会はあまりないのでと
ても良い経験になり、また、自分の
競技と再び向き合える機会にもなり
ました。この表彰を機により一層精
進を重ねて、他の大会でも常に上位
を狙えるようにしていきたいです。
　また、自分が競技を続けている上
で、沢山の方々協力してくださって
いるということを忘れずに過ごした
いと思います。

布施谷　煌
（ソフトテニス連盟）
　浦安市スポーツ協会優秀賞に選
出していただき、ありがとうござい
ます。
　ソフトテニスを始めて７年、日本
一になりたいと頑張ってきました
が、小学校生活最後の大会は全国
ベスト８でした。
　僕が勝つ事で、少しでも監督やコ
ーチ、浦安ジュニアのみなさんに恩
返しができたら良いなと思います。
　次は中学校で、日本一を目指しま
す。

宇田川　成寿
（ソフトテニス連盟）
　ぼくは全国大会・関東大会
で優勝したいです。全国・関
東大会まで時間は全然ないけ
ど一球一球を大切にしていき
たいです。浦安市の代表とし
て精一杯がんばっていきま
す。

寺田　和道
（ソフトテニス連盟）
　この度はこのような栄誉ある賞を
いただき光栄に思います。貴協会か
らは、平素より素晴らしい練習環境
をご提供いただきまして誠にありが
とうございます。今回「長瀬杯千葉
県大会」で優勝できましたのも、貴
協会をはじめとする浦安市の方々
のご支援のおかげかと思います。
　今後は浦安市を牽引するプレー
ヤーとして活躍できるよう努力して
まいりますので、ご支援、ご協力を
お願い申し上げます。

東海大学付属浦安中等部	
女子剣道部
（剣道連盟）

　この度はこのような素晴ら
しい賞をいただき、光栄に思
います。女子剣道部としては
二度目の県大会優勝を果たす
ことができました。現在も新
型コロナウイルス感染症の危
険がある中、日々仲間と稽古
ができていることに感謝して
います。夏の総合体育大会で
は、初の全国大会出場を目指
し、日々の稽古に励みたいと
思います。

2022年度表彰規定（抜粋）

功労賞
第２条
　�（１）加盟団体は関係者でスポーツの健全な普及
発展に貢献し、かつ本協会の向上発展に寄与し
たもの。（２）加盟団体において、実技指導又は
運営に永年にわたり貢献したもの。

第４条１項
　�（１）本協会加盟団体において、10年以上指導・
運営・普及のため、率先てい身したもので、満
30才以上であること。（２）単に本協会加盟団
体の名目的組織の地位にあるもの、財政的援助
のみを行ったもの、プロ指導者でないこと。（３）
過去10年以内に本協会から表彰を受けたことの
ないこと。（４）原則として１団体１名の推薦と
する。

優秀賞
第２条
　�（３）競技の成績が優秀で、スポーツの振興に寄
与したもの。

第４条２項
　前年度において、
　�（１）世界記録・日本記録・県記録を作った個人
又は団体。（２）全国大会・関東大会３位までに
入賞した個人又は団体。（３）県大会で優勝した
個人又は団体。（４）前各号に定めるほか、市を
代表して活躍した個人又は団体。
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■ 2022年度中学校総合体育大会

■ 第41回浦安市小学校ミニバスケットボール大会 ■ 第41回浦安市小学校サッカー大会

　６月下旬から７月下旬にかけて、市川・浦安支部総合体育大会が行われました。総合体育大会は支部、県を勝ち進むと、
関東、全国につながる大会となっています。本年度も多くの選手、団体が活躍し、県大会への出場を決めました。

　11月19日（土）、26日（土）のミニバス大会は、大声を
出すことに制限がある中、全員が真剣な表情でコートに向
かう姿が印象的だった高洲北小が優勝を果たしました。

　12月３日（土）に決勝トーナメントが行われ、初戦から
PKで勝敗が決するなどワールドカップさながらの熱戦が繰
り広げられる中、高洲北小が優勝を決めました。

2022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 ３年100m 浦安中 男子 個人 栃木　匠吾 ２位 ３位 出場 ―
陸上競技 共通3000m 浦安中 男子 個人 綾　秀人 １位 ５位 ― 出場
水泳 100m背泳ぎ 見明川中 男子 個人 山本　翔 ― ８位 ― ―
水泳 200m個人メドレー 入船中 男子 個人 伊藤　陸 ― ５位 ― ―
水泳 400m個人メドレー 入船中 男子 個人 伊藤　陸 ― ５位 ― ―
水泳 400m自由形 美浜中 男子 個人 髙田　結仁 ― ８位 予選敗退 ―
水泳 100m平泳ぎ 美浜中 男子 個人 福谷　啓太 ― ４位 20位 ―
軟式野球 東海大浦安 男子 団体 東海大浦安中等部 優勝 優勝 準優勝 ベスト８
ソフトテニス 浦安中 女子 団体 浦安中学校 優勝 優勝 ３位 ２回戦敗退
ソフトテニス 浦安中 女子 個人 後藤　千尋 ３位 ５位 ２回戦敗退 ―
ソフトテニス 浦安中 女子 個人 宇田川　ななみ ３位 ５位 ２回戦敗退 ―
ソフトテニス 浦安中 女子 個人 鴨志田　柚 ３位 ５位 １回戦敗退 ―
ソフトテニス 浦安中 女子 個人 野間　なるみ ３位 ５位 １回戦敗退 ―
バスケットボール 明海中 女子 団体 明海中学校 ３位 ベスト８ ― ―

柔道 東海大浦安 男子 団体 東海大浦安中等部 優勝 優勝 ベスト８ 予選敗退
柔道 東海大浦安 女子 団体 東海大浦安中等部 優勝 優勝 １回戦敗退 予選敗退
柔道 60kg級 東海大浦安 男子 個人 泉　仁頼 優勝 優勝 ベスト８ １回戦敗退
柔道 73kg級 東海大浦安 男子 個人 畠山　馨 優勝 ベスト８ ― ―
柔道 90kg超級 東海大浦安 男子 個人 椎名　羚 優勝 優勝 ベスト８ ベスト８
柔道 52kg級 東海大浦安 男子 個人 三熊　伶奈 優勝 準優勝 １回戦敗退 ―
柔道 63kg級 東海大浦安 男子 個人 竹中　涼夏 優勝 ベスト４ ― ―
柔道 70kg級 東海大浦安 男子 個人 志村　楓 優勝 準優勝 ベスト８ ―
柔道 70kg超級 東海大浦安 男子 個人 菅野　愛琴 優勝 準優勝 １回戦敗退 ―
剣道 東海大浦安 男子 団体 東海大浦安中等部 優勝 ３位 予選敗退 ―
剣道 東海大浦安 男子 個人 松本　煕心 準優勝 優勝 準優勝 １回戦敗退
剣道 東海大浦安 男子 個人 加藤　航真 優勝 ベスト８ ― ―
剣道 東海大浦安 女子 個人 山口　華 優勝 ベスト８ ― ―
剣道 東海大浦安 女子 個人 長崎　来未 準優勝 ベスト８ ― ―

■ 第41回浦安市小学校陸上競技大会
　６月４日（土）ブリオベッカ陸上競技場にて、小学生の陸上競技大会が行われました。本年度も昨年度同様に３部制の大会
方式で実施し、原則６年生のみの参加となりましたが、天候にも恵まれ、出場選手たちは力の限り各種競技に取り組みました。

第41回浦安市小学校陸上競技大会　結果
種目 男女 第１位氏名 学校名 決勝記録 種目 男女 第１位氏名 学校名 決勝記録

100ｍ 女子 山田　愛佳理 日の出南小 13秒72 走り幅跳び 男子 福島　嶺 東小 4ｍ45cm
男子 野崎　蒼空 見明川小 13秒22 走り高跳び 女子 大川　珠彩 富岡小 1ｍ23cm

女子1000m 女子 堀　沙愛 日の出南小 3分28秒94 男子 金野　慈生 高洲北小 1ｍ20cm
男子1500ｍ 男子 鈴木　陽介 東野小 5分18秒70 400ｍリレー 女子 東野小 58秒00
走り幅跳び 女子 小池　悠香梨 北部小 3ｍ66cm 男子 明海南小 55秒31

優勝：高洲北小学校 優勝：高洲北小学校

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）
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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12クラブが加盟しており、各クラブで公民館・小学校にて定期的に練
習しています。

団体加入のみ

柔道協会
火・木・土曜の19時～21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。また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、連盟会員は同じように練習に参加できます。

連盟HPまたは担当者

剣道連盟
地域で活動する７つの剣友会と中学・高校の剣道部が加盟しています。
各団体で各種大会に参加する他、選手選考により代表チームを編成し県大
会等に出場しています。

各剣友会へ
お問い合わせください

バレーボール協会
総合体育館にて【誰もがバレーボールを楽しめる環境】のもと、６人制・
９人制・ソフトバレーを行っております。毎年、小学生・中学生・高校生・
一般・ママさんの大会を数多く開催しています。

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。また、年７回
大会を行っています。

団体・個人加入可能

空手道連盟
当連盟所属団体は、雄飛会、昇政塾、一友会、誠和会、明海大学です。
練習日程などは各道場のホームページで確認してください。

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
キッズ（６歳以下）からシニア（40歳以上）までの全年代、女性、フット
サル、インクルーシブ、約3,000人の会員が、市内の施設でサッカーを楽
しんでいます。

団体・個人加入可能

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、
また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。また、県民大会等の県の大会へも出場
しています。※

団体・個人加入可能

ゴルフ協会

春：（３月）浦安市民の皆様、自由参加の親睦ゴルフ大会を毎年開催。
夏：（８月）千葉県民体育大会ゴルフ競技に10名の代表選手を派遣。
秋： �（10～11月）競技志向の秋季市民体育大会ゴルフ競技を実施してい

ます。

個人参加のみ

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（水曜19時～21時）、各公民館・総合体育館（土曜13時～17時）
に練習をしています。

個人参加のみ

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（中央武道館・総合体育館、各中学校、龍本部等）の武道場で稽
古しています。初心者歓迎です。

個人参加のみ

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19時～21時、第２・第４土曜日
13時～15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

一般社団法人浦安市スポーツ協会加盟団体一覧
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団体名 活　　　　　　動 加入について

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

春季（夏）と秋季（冬）に市民大会を開催し、小学生大会も開催しています。
また、ジュニア世代の育成にも力を入れています。

団体・個人加入可能

弓道連盟
主に平日（日中２時間）、土日休日（９：00～17：00）、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あり、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～翌年５月は東野プールにて、
毎週土曜の10時～12時まで練習しています。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

トリムバレーボール
協会

現在28団体、約500名が各地域の体育施設で活動（練習、試合）を行って
います。毎年春と秋に市民大会、冬にその他大会を２回開催しています。

団体加入のみ

ウォーキングクラブ
月例会を行い四季折々の自然散策と名所史跡巡りを行っています。
活動予定は公民館に都度掲示しています。

個人参加のみ

グラウンドゴルフ
協会

毎週木曜日午前、中央公園野球場で練習を行っています。春季、秋季市民
大会を開催しています。

個人参加のみ

ボッチャ協会
身体障がい者が競技に親しみ、生活力の向上に繋げることを目的としてい
ます。活動予定は公民館に都度掲示しています。

個人加入のみ

ゲートボール連盟
毎日、午前中、海楽児童公園で練習を行っています。
春、秋に市民大会を開催し、県大会や近隣地区のチームと交流大会も行っ
ています。また小学生のクラブ活動の指導も行っています。

個人加入のみ

パークゴルフ協会
高洲海浜公園内に３コース（27ホール）で活動。
毎月、第一土曜日に定例大会。第四月曜日にダブルス大会を行い、その他
チャレンジ大会、ラストサタデイ大会も行っています。

団体加入のみ

ユニバーサル
ホッケー協会

舞浜小（土日）　見明川小（土）　当代島公民館にて練習に励んでいます。 個人加入のみ

ファミリー
バドミントン協会

春季、秋季の市民大会、開催。全日本、東日本選手権大会にも参加してい
ます。練習は日の出南小（日）16：00でやっているのでお気軽に見に来
て下さい。

個人加入のみ

ダーツ協会
会員数、約20名。毎週日曜日の午後、美浜公民館を拠点として活動してい
ます。春季、秋季大会の開催とスポーツフェア、公民館文化祭等の体験指
導を行っています。

個人加入のみ

一般社団法人浦安市スポーツ協会ホームページ
https://urayasu-spokyo.org/

右記ＱＲコードからもアクセスできます。


