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第65回千葉県民体育大会結果報告
空手道（男子・女子）カヌー競技（男子）が連覇
浦安市からは、夏季3競技・秋季16競技に284名の選手・役員が参加しました。
総合成績は33郡市中9位（72.5点）でした。今大会は空手道競技において男女ともに連覇（男子2連覇、女子3連覇）
、カヌ
ー競技で男子が３連覇の快挙を成し遂げました。また、バスケットボール競技で女子が2大会ぶりに優勝を果たしました。
郡・市別成績では、男子、女子ともに9位でした。昨年比で総合8点多く点を獲得し、総合順位を2つあげての9位となりまし
た。昨年度実力を発揮できなかった競技で、今回きちんと実力を出し切れたことが、総合成績の上昇につながりました。
大会中は、野崎会長をはじめ、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。
浦安市体育協会

本年度・郡市別成績順位
順位

総合

男子

女子

第1位

千葉市

245.5

千葉市

164.0

千葉市

81.5

第2位

松戸市

198.5

松戸市

141.5

市川市

61.5

第3位

船橋市

191.5

船橋市

135.5

松戸市

57.0

第4位

市川市

165.5

印旛郡市

108.5

船橋市

56.0

第5位

印旛郡市

143.5

市川市

104.0

市原市

47.5

第6位

柏市

140.0

柏市

101.5

習志野市

45.0

第7位

市原市

112.0

市原市

64.5

柏市

38.5

第8位

習志野市

83.5

山武郡市

48.0

印旛郡市

35.0

第9位

浦安市

72.5

浦安市

43.5

浦安市

29.0

57.0

習志野市

38.5

八千代市

14.5

第10位 山武郡市

各種目成績表

競技名
軟式野球
卓球競技
柔道競技
ソフトテニス競技
剣道競技
バレーボール競技
バドミントン競技
水泳競技
空手道競技
テニス競技
サッカー競技
ソフトボール競技
陸上競技
ゴルフ競技
ラグビーフットボール競技
アーチェリー競技
バスケットボール競技
弓道競技
カヌー競技

総合得点・順位の推移
100.0点

1位
84.0点
10位

11位

60.0点

9位
7 2 .5 点

10位

6位

11位

12位

11位

15位

64.5点

58.0点
53.0点

55.0点

55.0点

16位

40.0点
21位

36.0点

特別表彰

順位

H17
58回大会

H18
H19
59回大会 60回大会

H23
61回大会

H24
62回大会

H25
63回大会

H26
64回大会

H27
65回大会

得点

予選敗退

－

第3位

6

5位
初戦敗退

2.5
－

優勝

8

5位

2.5

優勝

8

4位
合計
男女合計

2
29
72.5

参考
順位

1位

千葉市（13競技）

1位

船橋市（8競技）

1位

千葉市（6競技）

2位

船橋市（9競技）

2位

千葉市（7競技）

2位

市川市（4競技）

3位

松戸市（4競技）

3位

松戸市（3競技）

市川市・松戸市
3位
（7競技）
５位

浦安市・柏市
（4競技）

７位

平成27年度千葉県体育協会功労賞

印旛郡市（3競技）

長浜

男子優勝競技数

女子優勝競技数

市川市・柏市
（3競技）

4位

浦安市（2競技）

６位

浦安市・木更津市・
習志野市・印旛郡市
（2競技）

5位

船橋市・野田市・
香取市・市原市・
印旛郡市・柏市
（1競技）

好二 氏

平成27年10月16日、浦安市卓球連盟会長の長浜好二氏が、公益財団法人千葉県体育協会表彰
功労賞を受賞いたしました。
浦安市卓球連盟の理事、理事長を歴任し、平成23年からは同連盟会長を務めていらっしゃい
ます。
春季・秋季市民大会をはじめとした連盟事業の企画運営に携わるなど、本市における卓球の
普及・振興、市民の健康増進の中心となって永きにわたり活動されてこられました。連盟理事
長就任の翌年からは、市内のみならず近隣都県からも選手を招集してオープン大会を開催する
など、卓球振興への積極性、顕著な功績が認められ、今回の受賞となりました。
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合
得 0.0点
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－
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2.5
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7
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特別表彰

8位

80.0点

男子
5位
5位
初戦敗退
予選トーナメント通過
5位
2回戦敗退
2回戦敗退
4種目出場
優勝
5位
5位
2回戦敗退
6種目出場（男女総合）
5位
4位
準優勝（男女総合）
5位
近的8位／遠的予選敗退（男女総合）
優勝
合計

受賞！

長浜 好二 氏
（卓球連盟）
[現役職]
卓球連盟 会長
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空手道（男子女子共に優勝）
●2年連続男女優勝の快挙！！
東金市東金アリーナにて男子21、女子13チームが集い、大会が開催され
ました。アベック連覇、女子は3連覇を目標に試合に臨みました。男子は3
回戦まで危なげなくストレート勝ちし、準決勝で競合市川市と対戦。大将戦
までもつれ込む白熱した展開でしたが、接戦を制し決勝進出を決めました。
決勝の流山市戦は監督の采配が的中しストレート勝ち。見事に連覇を果たし
ました。女子は2回戦で元千葉県代表選手を揃えてきた強豪、山武市と対戦。
大将戦を制しその後の試合はすべてストレート勝ちを収め、3連覇という素
晴らしい成績をおさめました。アベック2連覇という県民大会始まって以来
の記録を達成し「浦安市強し」の印象を強く残せたと思います。今後も大記
録を達成したいと思います。

カヌー競技（男子優勝・女子４位）
●男子３連覇達成！
佐倉市印旛沼中央排水路にて競技が行われました。男子は予選
を1位通過しての決勝戦。いずれも最強選手を揃え、号砲と共に
第一旗門へ向かって猛ダッシュ。トップで第一旗門を通過するも
大回りとなり、その間にトップの
座を譲る展開に。松戸市のアンカ
ーへのバトンタッチミスの間に
首位奪還。猛追を1.3秒差で振り
切り3連覇を果たしました。女子
は予選時に強豪松戸チームとあた
り、残念ながら決勝進出を逃しま
したが、順位決定戦に回り、4位
となりました。上位進出を狙って
今後とも精進を続けていきます。

アーチェリー（男女混合準優勝）
●1点差を逃げ切り準優勝！
船橋アーチェリーレンジで行われました。15市から各5名の代表
選手が参加し、50ｍと30ｍを各36射計72射します。優勝の船橋市、
3位の八千代市、7位の習志野市と一緒に競技をしました。各市上
位３選手の合計点で順位が決ま
ります。浦安市は八千代市に１
点の差で勝てました。メンバー
と好運のおかげだったと思いま
す。7月から市内で50ｍの練習
ができず、都内の射場を借りた
り、例年通り福島県で合宿して
臨みました。曇天・微風の好環
境でしたので例年なら優勝でき
ても良い得点でした。

バスケットボール（女子優勝・男子5位）
●見事リベンジを果たす！
3連覇がかかっていた昨年度は、日程の都合メンバーが揃わず、
残念な結果でしたが、今年はベストメンバーで臨むことができま
した。他市は高校生や教員などの若いチームでしたが、我々はベ
テランらしくチームワークよく
試合を進め、1試合1試合実力を
発揮し、決勝で習志野市を破り
優勝を収めることができました。
男子も、今回はチームがよくま
とまり、優勝した習志野市には
10点差で負けはしましたが、ベ
スト8という結果を収めることが
できました。今回の結果に満足
することなく、練習に励みます。

ソフトテニス（女子3位・男子出場）
●抜群のチームワークで3位入賞！
女子は、チームワークを武器に全員が伸び伸びとプレーし、全
勝で予選リーグを通過。さらに強豪千葉市にストレート勝ち。し
かし準決勝で松戸市に敗退。市原市との3位決定戦では緊張を笑
顔に変えて実力を発揮し、見
事3位入賞しました。男子は2
年連続で予選リーグを通過。8
位入賞がかかった野田市との
対戦は5番手エース対決にもつ
れこむ接戦。大勢の観客をう
ならせる好プレーでマッチポ
イントも握る場面もありまし
たが、昨年同様ベスト８手前
での惜敗となりました。

ラグビーフットボール（男子４位）

ゴルフ（男女混合５位）

●打倒千葉市！
銚子市との対戦を無失点で勝利し、次は
昨年度大会で逆転負けをしている千葉市と
の対戦。結果、19-25で連敗となってしま
いました。結果的に千葉市は優勝し、浦安
市との対戦以外ではすべて無失点でした。
敗戦を期しましたが、強豪を相手に健闘し
たのではないかと感じています。千葉市を
破ることで頂点が見えてきそうです。

●浦安市のポイントに貢献
今年も、精鋭揃いの選手団を派遣しまし
た。生憎の荒天により9ホールプレーに短
縮されましたが、総合順位で5位を獲得し、
浦安市の総合得点に大きく貢献できたと自
負しています。さらに上位入賞を目指し、
さらにポイントを加算できるようにしたい
です。

野球（男子5位）

●オール浦安の一員として
県民大会に出場させていただきありがと
うございます。各市とも実力者が集い、1
点差の高いレベルの試合ばかりでした。優
勝した柏市と1点差での惜敗となりまし
た。悔しい思いですが、こうしたレベルの
高い大会でこそ気づくことが多くあるの
で、今回得たことを今後の試合に活かした
いです。
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卓球（男子5位・女子出場）

テニス（男女混合5位）

剣道（男女混合5位）

●親子が活躍！これからの若手に期待！
男子は、決勝トーナメント1回戦で鎌ヶ谷市を破
り、2回戦で松戸市に敗れましたが、ベスト8入り
しました。女子は、残念ながら予選リーグで敗退で
した。試合構成7点中2点を占める高校生の活躍は
大きいので、彼らの更なる成長を期待しています。
また、上土さん（久恵、真來）、児玉さん（英士、
奈巳）は、親子で代表になり、活躍しました

●高みを目指して
絶対的なエースを欠いての参加でしたが、新たに
国体優勝選手が加わり、前回大会と同じ成績を維持
することができました。現状維持に留まることなく、
次回はさらに上位を狙っていきたいと思います。体
協役員のみなさま応援ありがとうございました。

●強豪を倒しての5位！
4年ぶりの優勝を目指して大会に臨みましたが、
初戦は前回準優勝、全日本選手権覇者を擁する館山
市。気合十分で試合に臨みましたが、一進一退の攻
防となりましたが何とか初戦を突破しました。2回
戦は上位常連の君津市。若手選手の活躍で大将戦前
に勝敗を決しましたが、準々決勝では今大会を制し
た木更津市に惜敗、5位に終わりました。

サッカー（男子5位）

バレーボール（男子出場・女子出場）

ソフトボール（男子出場・女子5位）

●悔しさを糧に次こそは
男子は選手の都合がつかず、ベストメンバーで臨
めず2回戦で敗退となりました。女子は目標のベス
ト4がこの数年達成できず、今年こそはと思いメン
バーを揃え練習を重ねましたが3回戦で、高さ速さ
ともに上回る強豪の船橋市に惨敗でした。次回に向
けて更なる努力が必要だと感じました。体協の皆様、
応援に来て頂き有難うございました。

●強豪相手に奮迅
本年度春季市民大会男子Ⅰ部優勝の「高洲イーグル
ス」、女子優勝の「バービーズ＋補強」を派遣しまし
た。初戦は、男女共にコールド勝ちし、男子2回戦は、
前回優勝の船橋市と対戦。初回2点を先取するも、3
回に逆転され、25年度のリベンジならず敗れました。
女子2回戦は、強豪の市原市と対戦。練習十分で今年
こそはと臨みましたが、打ち負けて敗れました。

バドミントン（男子出場・女子出場）

弓道（男女混合出場）

●若い芽を育てていきます
男子1回戦は力を出せましたが、2回戦の市原市
戦は力の差を感じました。女子は、県上位レベルの
選手を相手に、特にシングルスで力の差を痛感しま
した。市原市や松戸市はジュニア育成が盛んで、若
い選手が毎年出てきます。浦安市もジュニアの育成
に着手したので、子ども達の活躍を期待しています。

●近的で悲願の決勝トーナメント進出！
例年予選通過していた遠的は、練習場のスポーツ
コートが工事で利用できなかった影響もあり、残念
ながら予選敗退でした。近的では十数年振りに悲願
の決勝トーナメント進出を果たしました。しかし、
決勝独特の雰囲気の中、本来の力を発揮できず、1
回戦で惜敗。地力が上がってきましたが、メンタル
面の課題が浮き彫りとなりました。

陸上競技（男女混合出場）

柔道（男子出場）

野崎会長のお言葉

●少数ながらも個々が活躍
今年も残念ながら少人数での参加となってしまいまい
たが、ご協力いただいた東海大浦安高校、明海大学には
心より感謝しております。少人数のなかで成年女子100
ｍで3位入賞、また、残念ながらベスト８入賞とはなりま
せんでしたが、共通男子やり投げで大きく自己記録を更
新する活躍が見られました。 来年は、参加増員ととも
に個々がベストな状態で臨めるようにしたいと思います。

●来年は再起を期待して
今年度の大会は選手を揃えるのに大変苦労しまし
た。各選手の良い面、悪い面の両面がでましたが、
内容的には五分五分でした。しかし初戦でいすみ市
に惜敗となりました。今大会の反省を生かし、来年
は前回大会での4位のように、再度上位進出を目指
していきたいです。

今回は総合順位こそ昨年を上回りましたが、男子種
目の得点を見ると、昨年を下回っており、女子の活躍
に支えられる結果となりました。他郡市と比べて、本
市は出場種目が限られていますが、各団体が1点でも多
く加点できるよう、勝利にこだわってほしいです。過
去最高の総合8位を越える事は決して無理な話ではない
と信じています。浦安市体育協会一丸となり、来年度
の大会に臨みましょう。みなさん、お疲れ様でした。

●今回の経験を活かした戦いを
本年度は、監督・指導者が不在であったため、プレ
イ中の適格な状況判断ができなかった点と練習不足に
よる正確性を欠いた連携が大きく目立ってしまい3回
戦で千葉市に敗れてしまいました。また、プレイ以外
の面でも、トレーナー不在のため、けがをしたときの
措置ができず、対応に苦戦しました。来年度は、今年
の経験を活かした戦いができるように努力します。

水泳（男女混合出場）

●少数での戦いに。次回はメンバー増を！
本年は、選手の日程の都合が合わず、非常に少人
数での参加となってしまいました。浦安市は、県内
でもトップクラスの実力を持つ選手が多く、これか
らも選手層を厚くし、他団体とトップ争いができる
よう活動していきます。

（4）

第31号

■ ソフトテニス連盟
●全日本シニアソフトテニス選手権大会（ダブルス）夏原麗子選手が優勝
この度9月12日、13日に仙台で開催された第19回全日本テニス選手権において、ペアの小谷さん（東
京葛飾クラブ）の頑張りと数々の幸運に恵まれ、昨年の準優勝に続き、優勝することができました。
これもひとえに、所属クラブである木曜クラブの皆様と練習、コーチのご指導、連盟会員の皆様との
交流やご指導の賜物と心より感謝しております。まもなく古希を迎えますがこれからも生涯スポーツと
して、健康に留意し楽しくソフトテニスの底辺の拡大（シニア層の活躍を含む）や、連盟のますますの
発展のため、微力ながらお手伝いできればと願っております。
皆様からのご支援なしには発展は成しえないと考えています。これからもご支援よろしくお願いいた
します。

右が夏原選手

■ 水泳連盟
●浦安市民水泳記録会・スタート講習会を開催しています
【水泳記録会】日頃の練習の成果を計測しましょう。毎年７月初旬に開催します。
対象：市内在住・在勤・在学の小学校４年生以上の方
種目：自由形、バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ（各25・50m）※１人２種目まで
※最高記録は、年齢別種目別に管理しています。浦安新記録を樹立された方には、新記録バッジを差し上げています。また、水泳連盟のホー
ムページでは、歴代50位までの記録を公開しています。
【スタート講習会】プールに通っても、飛び込みの練習の機会はなかなかありません。水泳連盟では、専門コーチによる スタートの講習会を
開催しています。飛び込みの経験がない人も含め、スタートの基礎から効率的なスタートの講習を行い、タイムアップを目指します。年２～
３回開催しています。詳しくは浦安市水泳連盟のホームページをご覧ください。http://sports.geocities.jp/u_suiren/

■ 野球協会
●ダイニチ闘魂ジョーズの取り組み
ダイニチ闘魂ジョーズは平日の業務終了後、市内野球場で2時間程度全体練習を行っています。チーム創立当初は野球経験者が少なく、キャ
ッチボールさえままならぬ状態でした。チームが強くなっていくにつれて練習内容や頻度が変わってきました。
最近では経験者が増え、昨年は市民大会1部昇格を果たしました。非常に高いレベルのなかでの戦いになり、従来の練習では勝ち上がれない
と思い、練習量を増やし、サインプレーなどの実戦に近い練習をするようになりました。自分たちで練習内容を試行錯誤して取り組む中で練
習への取り組み方に積極性がでてきました。また、今のチームは先輩後輩に関係なく、ミスをしたときは厳しく指摘しあい、良いプレイをし
たときは互いを激励できる良い雰囲気があります。
これまで3部、2部と勝ち上がってきた先輩方、応援してくださった方々の期待に応えらるよう、良い結果を残していきたいと思います。また、
勝利へのこだわりはもちろん、もっと多くの方に応援していただけるチームにしたいです。

■ ソフトボール協会
●浦安レディースが、日本スポーツマスターズで全国第3位
浦安レディース（浦安市選抜チーム）は、6月初旬の日本スポーツマスターズ2015・
千葉県予選会を優勝して出場した、石川県輪島市での全国大会（9月18－21日、韓国を
含む全国から31チーム参加）に於いて、一戦一戦力をつけ見事に全国第3位を果たしま
した。
日本スポーツマスターズ大会は、日本体育協会が主催する出場資格35才以上の大会で、
本大会の好成績は4月初旬に選抜チームを組成し監督・選手・関係者が毎週の練習等強
化に努めた結果です。
女子の全国大会3位は平成4年・全日本ママさん選手権以来となります。
今後更なる活躍にご期待ください。皆様の声援が力となります。応援よろしくお願い
いたします。

■ カヌー協会
●和歌山国体遠征
10月2日～3日、和歌山国体が和歌山県北山村で開催され、千葉県代表として、小倉
誉史選手ほか、監督ら計5名が参加しました。競技に適した水量を保つために、上流の
ダムから毎分50トンの水が放流されており、川岸にたってみると流速と波の盛り上がり
に迫力を感じます。各都道府県の期待を背負って各選手緊張感漂う中、熱戦が繰り広げ
られました。小倉選手は、気合が先行してしまい、25ゲートの部で11位、15ゲートの
部で14位と入賞はなりませんでしたが、まだ20歳の若い選手。これからの国体やジャ
パンカップでの入賞、さらには5年後の東京オリンピックを目指して頑張ってくれるも
のと期待しています。皆様の応援をよろしくお願いいたします。
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■ スキー連盟
●フルシーズン活発に活動しています
スキー連盟は雪を求めて雪国に遠征するため、市内での体育活動ができません。その分、マラソン大会協力や花火警備など様々な行事に参
加し、少しでも貢献できればと思っています。
今年度の事業としては、市内小学5・6年生と中学生を対象に年末スキー行事を開催します。
大変反響が良く、小中学生の期待の大きさを感じています。1月は新潟でスキー教室と進級のバ
ッジテストを行います。誰でも技術進歩したいという願いを入れた進級テストです。また、2月
は恒例の市民スキー大会を開催します。例年多くの市民に参加いただきポール競技を楽しんで
いただいています。大会後はスキー教室を開き、技術・体力の向上を図っています。3月は福島
県応援キャンペーンの一環として初めて、猪苗代スキー場に行きます。大勢の市民に参加いた
だくことで、少しでも福島県の元気に貢献できればと思っています。
スキー連盟は市民の方々、在勤在学の方含めて広く門戸を開いています。白銀の世界でのス
キーを通じて楽しく技術・体力の向上を図っていただけたらと思います。指導資格者の募集も
常時行っていますので、指導者へのご参画をよろしくお願いします。

■ 空手道連盟
●和道会空手道ワールドカップ2015
5年に一度行われる和道会世界大会が8月15日～16日、愛知県体育館にて開催されました。参加出場国30
か国からの代表選手約500名が参加し、会場は各国の国旗で染まりました。
この大会に浦安市空手道連盟雄飛会の内田千奈美選手と昇政塾の久保田裕巳選手の2名が出場しました。昨
年から何度も予選会が行われ、7月25日ワールドカップ出場選考会をクリアし、日本代表の切符を手にしまし
た。結果は両名とも準優勝という素晴らしい結果を収めました。なお、内田選手は8月29日、30日に行われた、
和道会全国大会にも出場しており、一般女子組手の部で優勝しました。内田選手、久保田選手ともに12月に
行われる全日本空手道選手権大会の千葉県代表団体戦メンバーにも選抜されています。
二人の今後の活躍にご期待ください。

■ 卓球連盟
●盛況の秋季市民大会とスポーツフェア
10月4日に総合体育館にて秋季市民大会を開催しました。
男女別ランク別の個人戦ですが、総計238名の参加を得て大いに盛り上がりました。特に中学生の参加が
82名と伸びており、今後の成長が楽しみです。高校生の参加も増加傾向にあり、参加者の若返りに期待して
いるところです。
また、毎年卓球体験コーナーの運営で協力している浦安スポーツフェア2015が10月11日に行われ、今年
も協力をしました。延べ600人近くの参加がありました。卓球を始めるきっかけになってくれれば嬉しいと、
体験コーナーでの指導・運営に力が入りました。
市民大会やスポーツフェア等の様子から、卓球をはじめとしたスポーツの振興を実感しています。

■ ゴルフ協会
●市民親睦ゴルフ大会と、第30回秋季市民大会を開催しました
3月25日に31回目となる市民親睦ゴルフ大会を開催しました。好天に恵まれ、123名のゴル
フを愛好する市民の参加をいただき、和やかな雰囲気ながらも熱戦が繰り広げられました。今
後もよりたくさんの市民の皆様の参加を募りたいと思います。
また、10月21日には記念すべき第30回目の秋季市民大会を開催しました。114名の腕自慢が
集い、好天の下、熱戦が繰り広げられ、女子は斉藤美佳選手が、男子は金子雅一選手が栄冠を
手にされました。
節目の30回大会を無事に終え、これからも更に盛大に市民大会を行えるよう、運営に尽力し
ていく所存です。

■ 弓道連盟
●20周年記念祝賀会を開催
浦安市弓道連盟は、今年で発足二十周年を迎えました。これを記念し、11月21日にホテルサ
ンルートプラザ東京において、創立20周年記念祝賀会を催しました。松崎市長、体協三役をは
じめとし、多くの方々にお越しいただき、盛大な会となりました。
本連盟は平成７年に“浦安弓道クラブ”としてスタートした小さな集まりでしたが、今や会
員数百名近くの大所帯になりました。
これからのさらなる飛躍のために、日々稽古に取り組み、技術面だけでなく、精神面の向上、
経験値も積み重ねられるよう精進していきたいです。現在、遠的場の建設も進行中で、これま
で以上に稽古に励めると思います。みなさま、宜しく応援のほどお願い申し上げます。
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体育協会

研修会

平成27年11月25日（水）運動公園総合体育館に於いて、体育協
会主催で体幹トレーニング研修会を開催し、45名が参加されました。
自身の関節可動域の確認から始まり、セラバンドという器具を使っ
たインナーマッスルのトレーニング・ストレッチを学習しました。
見た目は地味な運動ですが、実際にやってみると、じわじわと負
荷がかかり、身体が温まってきます。
昨年度も講師を務めていただいている、総合体育館のトレーニン
グ指導員の吉岡さんのわかりやすい説明を受け、皆さん自分の身体
と向き合いながら、真剣に取り組んでいて、大変充実した研修会と
なりました。

浦安スポーツフェア2015
平成27年10月11日（日）運動公園・総合体育館に於いて、浦安スポーツフェア2015を開催しました。
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。
当日はあいにくの天候であったため、屋内種目のみでの開催でしたが、約12,000人の来場がありました。体育協会からは16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。老若男女問わず、多くの方が様々な競技にチャレンジしました。
嶋寺克彰氏（けん玉道七段）
2014年ヨーロッパけん玉
オープン優勝

毎年、人気がある赤ちゃんダービーでは、
1歳～3歳までの小さな子たちが各クラスに
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。今大会は、なんと169名の赤
ちゃんたちが参加し、大盛況となりました。

福田恭巳氏
2013年スラックライン女子
世界ランキング1位

今回のスポーツフェアでは、目玉としてスラックラインとけん玉の体験コーナーを設けまし
た。世界の頂点を極めた方々をお招きしまして実施しました。※スラックラインでは、ライン
の上を歩くのに苦戦しながらも楽しんでいる姿を多く見受けられました。また、けん玉では、
音楽に合わせて多くの技を披露しており多くの方が感動していました。
※5cm幅のナイロン製ベルトの上で跳んだり回転する技を競うスポーツ

第25回東京ベイ浦安シティマラソン
第25回東京ベイ浦安シティマラソンは、平成28年2月7日（日）に浦安市運動公園周辺道路において開催されます。
今回からハーフの部が復活し、10kmの部と3kmの部と合わせて3種目での開催です。申込みのあった約6,000人が、TDR周辺を爽やかな風
に乗って走ります。
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。ご家族、お友達を誘ってご来
場ください。
また、毎年、体育協会からも多くの方が応援役員として協力をして
いるイベントでもあります。協会員の協力なしには成しえない大会で
す。体育協会としても市の一大スポーツイベントである東京ベイ浦安
シティマラソンを支えていきましょう。

第31号

（7）

運動公園施設整備計画について
平成20年4月に策定された「運動公園施設整備基本計画」に基づいた整備が進んでいます。この計画は、市民の生涯スポーツの振興を図るため、
気軽にスポーツレクリエーションが楽しめるよう、生涯スポーツの場、スポーツの拠点として計画したものです。
平成元年に県企業庁から5万坪の土地を無償で譲り受け、以来、現在の計画の前進となる運動公園・墓地公園基本計画に基づき、平成2年に
テニスコート、平成7年に総合体育館、11年に屋内水泳プールができました。
今年度は4月に陸上競技場の供用を開始しました。現在、28年度初旬工事完了予定でアーチェリー場の整備をしている他、28年度中の竣工
予定で野球場の建設工事が進んでいます。全国高等学校野球選手権千葉県予選大会が開催できる規模の野球場が完成する予定です。

（28年度初旬工事完了予定）

市内スポーツ施設紹介
浦安市内には総合体育館・運動公園、中央武
道館をはじめ、テニスコートなど様々なスポー
ツ施設が整備されています。普段自身が取り組
んでいるスポーツ施設については知っていて
も、他競技の施設については知る機会が少ない
と思います。今回は、市内にどんなスポーツ施
設があるのかを紹介します。
下記施設は利用者登録なしで利用可能です。
・屋内水泳プール・東野プール
・高洲海浜公園パークゴルフ場
・スケートボード場
そのほか施設については利用者登録証の発行
を受ける必要があります。詳しくは市役所市民
スポーツ課、総合体育館、中央武道館で配布し
ている体育施設利用案内をご覧ください。
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スポーツ知識

専門家に聞く・第23回

効果的なウォーミングアップについて
運動をする際に、皆さんはウォーミングアップをされていますか？ウォーミングア
ップは『心身の最適な状態を作り出すため』に行うものであり、競技レベルに関係なく、
運動をする全ての方に必要な活動です。
特に寒い時期の運動では、より丁寧に効率よく行いましょう！

浦安市総合体育館
指導員 柿崎直宏

☆ウォーミングアップの効果
・筋温（体温）の上昇……筋温（体温）の上昇により、身体の働きを活発にさせます。また血液循環が良くなることで、酸素の
取り込みがスムーズになります。
・怪我の予防………………筋温の上昇により、筋肉の収縮がスムーズになります。身体が温まった後にストレッチを行い、柔軟
性を向上させることで筋や関節に負担がかかりにくくなります。
・心肺の準備………………運動強度を徐々に主運動に近づけることで、心拍数や呼吸数も増加し、急激な心臓や肺への負担を軽
減することができます。
・神経伝達の促進…………ウォーミングアップを行うと、運動神経と筋の伝達速度が速くなります。このことで身体を素早く、
より強く動かせるようになり、パフォーマンスの向上が期待できます。
・心の準備…………………主運動や試合の動作イメージを作り、精神的にゆとりをもって臨むことが期待できます。
☆ウォーミングアップの順番とその方法
ウォーミングアップといえば、
「体操やストレッチ」が頭に浮かぶかもしれませんが、重要なことは『身体を温める』ことです。
温まる前に、入念に体操やストレッチを行っても、効果はあまり期待できません。
「Warming-up」書いて字のごとく、最初に『温める』ことを忘れずに！
①有酸素運動
・ウォーキングや軽いランニングを行い、筋温（体温）を上昇させましょう。有酸素運動前の軽い体操（屈伸、足首回しなど）
を行うことで、更に怪我の予防にもつながります。
②ストレッチ
★日頃から運動をされている方は『動的（ダイナミック、バリスティック）ストレッチ』
動的なストレッチで更に可動域を広げていきましょう。反動動作の伴わないダイナミックストレッチから、反動を伴うバリス
ティックストレッチに移行していきましょう。
《Point》静的ストレッチよりも『動的ストレッチ』の割合を多くすることを意識しましょう。ただし、反動を伴うバリスティ
ックストレッチは、過度な反動による筋肉の損傷を起こす可能性もあるので注意が必要です。運動習慣のない方や、
怪我をしている方は控えましょう。
（ダイナミックストレッチ
⇒ サッカーのウォームアップでよく見られるブラジル体操など）
（バリスティックストレッチ ⇒ ラジオ体操など）
★運動習慣のあまりない方は『静的（スタティック）ストレッチ』
ゆっくりと呼吸を整えながら、反動をつけずに筋肉を伸ばしましょう。痛みを感じない無理のない程度で、1種類10秒ほどか
けて伸ばしましょう。
③競技特性にあった動作 ～ 本練習（試合）
・各競技の専門的な動きを加えながら運動強度を徐々に上げていき、心拍を上げていきましょう。
☆ウォーミングアップの時間については、体力の個人差や練習時間、練習内容も様々ですが、20分～30分程度を目安にしまし
ょう。大切なことは、本練習（試合）の前に体力を使いすぎないようにすることです。大事な試合だからといって、多く・長
く行えばいいという訳ではありませんので注意しましょう！
☆ストレッチはウォーミングアップの一部でしかありません。ストレッチや体操だけでは、様々な動きに対応する準備が整って
いないことを覚えておきましょう！ 運動する時間が限られていたとしても、怪我をしないよう、より良いパフォーマンスが
できるように、正しいウォーミングアップを心がけましょう！

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
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

●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。

