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第95回日本陸上競技選手

2011川崎国際多摩川マラソン…2

川崎市体育協会主催イベント＝・3
（市民ふれあいダンスの集い、
市民登山、市民コルフ大会）
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第55回ことも相撲大会他

5

ゴールデングランプリ川崎

4

川崎市体育協会表彰
理事会・評議員会報告

3

川崎の子ともたちの体力向上

加盟団体紹介

7

体協掲示板

8

財団法人川崎市体育協会
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8日・9田‥・2011FIGトランポリンワールドカップシリーズ

川崎大会（とどろきアリーナ）
9四・10【ヨ…川崎市長杯争奪トランポリンジャパンクラブ
チャンピオンシップ（とどろきアリーナ）

17回…学童泳力記録会（川崎市立橘高校フール）
25El〜29日…サマースクール（り

（テニス、バスケット、体操、学習）
1回〜10Eヨ…サマースクール（lI）

（陸上、体操、バスケット、水泳、
テニス、学習、英会話）
16田…ボクシング 日本ライトフライ級防衛戦
（とどろきアリーナ）
18田〜20田…八ヶ岳宿泊スポーツ・スタディー体験学校
（八ヶ岳少年自然の家）
19日〜22El…夏の市民登山（槍ヶ岳）
22田〜24田…サマースクール（l旧

（バレーボール）

11巨ト・家庭婦人バレーボール大会
（とどろきアリーナ他）
27田・‥初心者なぎなた教室（とどろきアリーナ）
1田…市民ふれあいダンスの集い

（川崎市教育文化会館）
10㈱…体育の日記念事業・親子ノミ、れあいゲートボール
14田〜16【∃・・・秋の市民登山（尾瀬 燵ケ岳）
19田〜21日…レディース川崎テニス大会
（等々力テニスコート）

20日…市長杯争奪市民ゴルフ大会
（川崎国際生田緑地ゴルフ場）
20【司‥川＝崎国際多摩川マラソン

（等々力陸上競技場スタート）

11回…市長杯サッカー大会 （等々力陸上競技場）
16田〜18【∃・・・文部科学大臣杯争奪全国高等学校対抗
ボウリング選手権大会（川崎グランドボウル）
23㈱・・・バスケットボールフェスティバル

（とどろきアリーナ）

スポーツの秋！
体育協会主催イベントが盛り沢山
10月1日（土）、川崎市教育文化会館で市民ふれあいダンスの
集いが行われます。今年で12回を迎えます。若い人からシルバ
ーエイジまでダンス愛好者が、軽やかなステップを踏みタンス
を楽しみます。ダンス大会上位入賞者の華麗な演技も見学でき
雰囲気も一段と高まります。参カロ料は2000円ですが、大会当日

は、「お楽しみ抽選会」も盛り込まれて素晴らしい景品が用意され
ています。
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今年で13回目を迎える市長杯争奪市民コルフ大会が、10月20日
（木）、川崎国際生田緑地コルフ場を会場にして行われます。「市長杯争
奪」の冠をつけた歴史ある大会であり、毎年多くの参加者が集まり盛大
に行われています。申し込みは、7月1日〜8月31日までとなってい
ます。定員に達しましたら締切となります。今年はグリーンフィーが多
少安くなり参カロ費も低めに設定しました。大会賞品の寄贈も併せて行っ
ていますので、ご賛同いただける方は（財）川崎市体育協会までご連絡く
ださい。
※イベントの詳細については、川崎市体育協会までお問合わせください

挿育協会嘉催鬱マ血扇9司机。附き岳宿泊ヨ黙冊製⑬扇9詳イ出学校j
長い夏休みは、自分の好きなことにとことん夢中にな
ったり、不得意なものを克服し自信がもてるものをたく
さん増やしたりする絶好の機会です。川崎市体育協会は、
このような子どもたちに応えるために「子どもの体力向
上推進事業」の一環として、川崎市の全土也域で開催する
サマースクール案内もらし
（篇妙雁㈹念書暦薇めさき子ど感の掴上欄
榔
躯兵力アップ簸藍／

指導にあたります。この夏は、自分がもつ無限の力を信
じて、体力アップ、学力アップを囲ってみましょう。
八ヶ岳宿泊スポーツ・スタディー学校案内もらし
（月オ）川崎ゾ市体育協会主催「かわさき子どもの体力向上挽進軍軌
典像

「夏休み実力アップスクール」
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八ヶ岳宿泊スポーツ1スタディー学校
軸内小学校＄年生の自然細が実施される八ヶ岳少年自然の乗を中心に、貫蛛みに好きな運動や自由研究に

チャレンジして体力アップと学力アップを問ってみません丸文には、八ヶ岳の自然と額治体敦も味わ1＞てみ
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体育功績賞（16名）・優秀選手（目名）・団体（8チーム）
奨励選手（15名）・団体（21チ】ム）を表彰
6月25日（土）、会館とどろきにおいて平成22度財団法人川崎市体育協会表彰式が行われま

した。式典には、三浦淳副市長、大島明市議会議長、金井則夫教育長、山崎茂市民・こども局長、
福本広幸川崎信用金庫常務理事をはじめ多くの来賓・加盟国体会長・協会役員・受賞者など
関係者の方々にご臨席いただき、斉藤義晴会長より個人、団体に各賞が授与されました。
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根文子成二一雄治也

一
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会会会会会会合

協速達協協

ト道道撲岳泳キツ‖

フ

ソ柔剣相山水スサハソゲ

ス協会

石政裕借誠功昭健辰

∋

出内海山泉橋地
開井河鳴奥飯高塘

賀讐莞讐慧讐去敬称略）

優秀選手賞＜団体の部＞
1．川崎クラブ

日本スポーツマスターズ2010軟式野球大会

2．NECグリーンスイミングクラブ溝の口
」OCジュニアカップ400mフリーリレー

3．川崎市立稲田中学校
全国中学校水泳競技大会男子400mフリーリレー

4．川崎市立稲田中学校
全国中学校水泳競技大会男子400mメドレーリレー

5．」FE京浜水泳部
日本実業団水泳競技大会男子400mリレー

要

正金井真寿美

斎藤

6．JFE京浜水泳部
日本実業団水泳競技大会男子400mメドレーリレー

山内

陸

福本伊佐子
小村

茂隆

長久保晴生

ノ

篠山

く団体の部（特別優秀チーム）＞
1．東芝野球部

第77回皇后杯全日本総合選手権大会準優勝

隆

奨励選手賞く個人の部＞

誠二

ティジン全日本ベテランテニス選手権大会シングルス

1．杉山あやめ

国民体育大会ソフトテニス競技会

聴

ティジン全日本ベテランテニス選手権大会ダブルス

2．増田

国民体育大会ソフトテニス競技会

3．高瀬

健二

ティジン全日本ベテランテニス選手権大会ダブルス

美樹
友

一秀

日本実業団水泳競技大会100m自由形

4．宮内

玲奈

5．斎藤

勇人

日本実業団水泳競技大会100m平泳ぎ

5．福地

将平

6．金子

佑哉

全日本少年少女武道少林寺拳法錬成大会

7．工藤

優介

全国高等学校総合体育大会男子100m背泳

8．森

雅和

全国高等学校総合体育大会100mバタフライ

賢6．片山
7．立石

8．桑原

瑞責」OCジュニアオリンピックカップ100mバタフライ
諒

誠

ジャパンオープン50m・100m・200m平泳ぎ

全国障害者スポーツ大会50mバタフライ

二…二≡葺㌔享≡三三三￣三三＝÷‥二￣
ユースオリンピック競技大会陸上200m（銀メダル）

聖人

全日本少年少女武道少林寺拳法錬成大会

全国高等学校総合体育大会100m平泳ぎ

10．安藤 光平 全国高等学校総合体育大会フェンシングサ男子

11．岩田

愛 全国高等学校定時制通信制体育大会円盤投げ

準

9．上野

全国小学生学年別柔道大会
全国中学校体操競技選手権大会

場場場場場 場勝場
出 出 出 出 出 出 優 出

3．三園

4．松村

場場
出 出

1．奥山
2．渡辺

場
出

優秀選手賞く個人の部・各種目優勝者＞

第81回都市対抗野球大会優勝

2．富士通REDWAVE
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11．県立向の岡工業高等学校相撲部

12．藤岡

達矢

全国高等学校定時制通信制体育大会砲丸投げ

出場

13．奥谷

優樹

全国高等学校定時制通信制体育大会陸上400m

出場

14．井上

豪

全国高等学校定時制通信制体育大会円盤投げ

出場

12．多摩区FC U−12

出場

13．川崎市立南菅中学校新体操部

孝彦

全国高等学校定時制通信制体育大会陸上1500m

全国高等学校総合体育大会相撲競技

全日本少年フットサル大会

全国中学校新体操選手権大会

奨励選手賞＜団体の部＞

出場

団体

出場

全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会

全日本バレーボール高等学校選手権大会

出場

15．川崎市立西中原中学校女子ハンドボール部

出場

16．桐光学園高等学校男子水泳部

出場

17．桐光学園高等学校サッカー部

出場

全国中学校ハンドボール大会女子

2．川崎市立橘高等学校女子バレーボール部
全日本バレーボール高等学校選手権大会

出場

全国高等学校総合体育大会水泳男子400mメドレーリレ1

3．川崎市立高津高等学校定時制女子バレーボール部
全国高等学校定時制通信制バレーボール大会

4．川崎市立商業高等学校定時制男子バレーボール部
全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場

出場

全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会

出場

18．法政大学第二高等学校フェンシング部
全国高等学校総合体育大会フェンシング男子学校対抗 出場

5．川崎市立商業高等学校定時制女子バレーボール部
全国高等学校定時制通信制バレーボール大会 出場
全国社会人9人制バL／−ボール女子優勝大会

7．みなみ倶楽部

出場

14．法政大学第二高等学校男子ハンドボール部

1．川崎市立橘高等学校男子バレーボール部

6．SMASH

団体戦

全国ママさんバレーボール大会

出場

出場

19．川崎市立橘高等学校男子陸上部
全国高等学校総合体育大会陸上競技男子4×100mルー

第61回

8．法政大学第二高等学校バスケットボール部
全国高等学校総合体育大会バスケットボール大会

出場

出場

20．神奈川県立多摩高等学校男子陸上部
全国高校駅伝競走大会

出場

21．川崎市立川崎高等学校女子ボウリング部
文部科学大臣杯第17回全国高等学校対抗ボウリング選手権大会 出場

9．川崎市立川崎総合科学高等学校女子バドミントン部
全国高等学校総合体育大会バドミントン競技学校対抗

出場

10．川崎市立富士見中学校相撲部
出場

全国中学校相撲選手権大会

魁脛古郡郡腰ダ泌脚酬膵臓蘭戚豊撹脚澗御嶽胤…澗Ⅷ郡脚膠m幽号机肌でgi
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

姦策の副賞隠州蠣億用金庫潜る⑬贈り物

碧評議員会・理事会開かれる

受賞者・同チームに対して、「副賞」が授与されます。
j川崎信用金庫の「市民スポーツ普及振興に寄与された方々

に記念品を贈り、この業績を顕彰し、もって一層の発展
を期したい。」との趣旨をいただき川崎市体育協会の表彰
に副えて贈呈されました。

平成23年5月26日（木）会館とどろきにおいて評議員会・
理事会が開催されました。
1号議案「平成22年度事業報告について」 承認
2号議案「平成22年度収支決算報告について」承認
「平成23年度会計監査報告」
承認

3号議案「公益財団法人移行に伴う定款の変更について」
し

承認

4号議案「公益財団法人移行後の役員等の報酬規程・会員

受賞者代表挨拶（抜粋）
優秀選手賞

矢澤

及び賛助会員規程について」承認

隼人

「200m背泳ぎは全国の頂点を目指す」

私は、この目標を胸に3年間厳しい練
習に耐えてきました。挫折しそうなこ
とは何度もありましたが、皆様方の応
援で目標を達成することができまし
た。今後は、日本学生選手権やオリン
ピック選考会に向けて練習に励んでい

きます。また、川崎市のスポーツ事業
や水泳の普及・発展に貢献していきた
いと思っています。

5号議案「公益財団法人移行後の事業区分について」承認
6号議案「平成22年度収支予算書の損益計算書作成につい
て」承認
7号議案「公益財団法人への移行認定申請について」承認
＜報告事項＞
①指定管理事業の進捗状況について
②事業経過報告と今後の事業予定について

③事業の計画と執行および事業報告のあり方について
評議員会終了後、理事会を開催し1〜7号議案を承認し報告
事項を確認して閉会しました。
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続いこ達成！日本新記録
u事AAFワールドチャレンジミ

等資力陸上競技場召

‥ンブス

コールシ＿′′′′′川叩

5月8日（日）、等々力陸上競技場に世界の陸上トップアスリート
が集いコールデングランプリ川崎が行われました。多くの選手が健
闘する中、女子4×100mリレー（北風、高橋、福島、市川）では日本
新記録が生まれました。また、男子やり投げでは村上幸史選手が80
m台の好記録をマークし、ハンマー投げの室伏広治選手などと同じ
く8月の世界選手権大会での健闘が期待されます。大会前には、サ
ブイベントとして市内の小学生400名以上を対象にして「50m・
100mを走ろう！」が開かれました。講師には福島大学陸上競技部
監督の川本和久先生を迎えて熱の入った指導をいただきました。

冒日本陸上競技選手権大会混成競技
日本ジュニア陸上競技選手権大会混成競技
6月4日（土）、5日（日）の2日間にわたり、等々力陸上競技場で混成種目の
競技が行われました。キング（クイーン）・オブ・アスリートの栄冠を目指した
熱闘の末、男子十種競技出場の右代啓祐選手が8000点台を超える日本新記
録で優勝しました。なお、大会前のサブイベントとして中原小学校のグラン
ドで「混成競技体験教室」（表紙写真）が行われました。市内から200名近くの小
学生などが参カロして、混成競技（十種競技）の前日本記録保持者である金子宗

弘氏から「走る・跳ぶ・投げる」競技の楽しさを教えてもらいました。

熱闘戦闘も房接も熱く 第55回川崎市こども相撲大会
5月5日（祝）、富士見公園相撲場に市内の小学生男女合計87名、14チームが参
加し開催されました。当日は、気温が低かったにもかかわらず、小学生は、まわしや
短パン姿で元気よく土俵に上がりま
団体の部
優勝 車道場
した。競技の合間は、全国大会でも有
個人の部（4年生の郡）優勝
井上 力
名な県立向の同工業高校の相撲部員
個人の部（5年生の部）優勝 藤江 知樹
が豆力士に胸をかしていました。
個人の郡（6年生の部）優勝

永田

美由

＊永田美白選手は4年生から学年優勝3連覇です。

初開催テニス「小・中学生の部」
第56回市制記念市民大会
「川崎子どもの体

力向上推進事業」
として、テニス協
会は今年度より春、
秋の市民大会に小・

中学生の部を新設
しました。5月21

日（士）は富士見
コート、22日（日）は等々力コートで大会を行いました。
第1回目の優勝者に阿部市長から表彰状が授与されました。
小学生男子：望月慎太郎
小学生女子：宮地
蘭
中学生男子：堀
拓未

市内ボクシングジムから日本王者誕生！
市長表敬訪問「日本ライトフライ級 黒田雅之選手」
5月16日（月）、

後楽園ホールで日
本ライトフライ級
のタイトルに挑戦

した黒田雅之選手
（川崎新田ボクシン
グジム所属）が、8R

TKO勝ちで見事チャンピオンの座を獲得しました。川崎市内に
あるボクシングジム所属から日本王者に輝いた選手は20年ぶ
りとなりました。5月31日（火）に、市長を訪問して栄冠を勝ち
取った喜びと世界チャンピオンに向けた決意を報告しました。
初防衛戦は、8月16日（火）「川崎市とどろきアリーナ」に決定し
ました。観戦と応援をお願いいたします。
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川嶋市爪ウリコウ協会

慧慧

川崎市合気道連盟は昭和61年に発足し、現在7カロ盟団体

し1．1，＿・○○

川崎市ボウリング協会は、昭和63年6月に川崎市体育協

で約300名の方々が稽古に励んでおります。

会29番目の団体に認証されて以来23年を迎えました。

合気道は、一般のスポーツと異なり、いたずらに力に頼り他
人と相対して無理に相手を倒そうとしたり、強弱、勝負を争う
ことではなく、相手と相和して切磋琢磨をはかり自己の人格
完成を目指す武道です。
合気道の最も大きな特色は、無理をせず素直に合理的な動
きが自然に出来るように技をくりかえし反復しながら稽古す
ることです。流れるような技とダイナミックな技が見事に調
和して自然と一体となった無理をしない動きは見ている人を
魅了します。
合気道に試合がないこともこの武道の特徴といえましょ
う。そのため、参加される方は学生、壮年者はもとより、児童、
女性、障害のある方や高齢者まで非常に広く、年齢性別に関係
なく愛好者が増えつつあることは、誰にでも出来るというこ
とを裏付けています。女性の入門者の多いのも、心身の修行や
護身術として身につけたいという理由や、美容法、健康法とし
ての効果が期待できるからだとされています。老若男女が

市体協加盟以前の昭和48年に、市内で活動するボウラー
3団体が神奈川県ボウリング場協会川崎地区所属センター及
び溝ノロムサシボウルのご協力のもと、当協会を設立しまし
た。その後、川崎市長杯争奪チャリティーボウリング大会を開
催し、そのチャリティー金を川崎市健康福祉局に寄贈し始め
て、今年で39回となります。
川崎市内でスポーツとしてボウリングをする方ならば、ど
なたでも大会に参カロできます。現在、6月の市制記念年齢別大
会、11月の市長杯争奪チャリティー大会、2月の市議会議長
杯争奪全町内会対抗大会を開催しております。
本年は、東日本大震災災害のチャリティーとして川崎市各
区対抗ボウリング大会を開催します。高齢者も増えている中、
生涯スポーツとして体力向上と他の方々との親睦を図れるボ
ウリングの素晴らしさをアピールしていきます。
12月には、文部科学大臣杯争奪全国高等学校対抗ボウリン
グ選手権大会が、市内で開催されます。大会終了後には、川崎
市体育協会と広域型スポーツクラブ「かわさきスポーツドリ
ーマーズ」の協力のもと、市内小学生と大会出場の市内選手や

各々の体力や運動能力に応じて稽古を始めることが出来るこ
とはこれからの高齢化社会の健康増進や介護予防などにもマ
ッチした武道といえるでしょう。
川崎市合気道連盟はこれからも、武道の普及と地域での活
動を中心に市民の体力向上や青少年の健全育成に関与し続け
ていきたいと考えております。

橘高等学校の生徒たちが参カロする「ふれあいボウリング」を開
催してジュニアの育成に努めています。
平成23年度役員
会

長

田中

和徳

平成23年度役員

副会長

荻阪

貞順

会

理事長

小鹿

治光

副理事長

田辺

重幸

長

山田吉三郎

顧問（兼理事）大村 浩章
理事長

伊藤

清志

事務局長

石川

敬一

中山

芳正

松本

博充

円谷

隆
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3日（水）リーグ第2節vs横浜F・マリノス

18：00（日産ス）

9日（士）リーグ第3節vsアビスパ福岡

19：00（等々力）

13日（水）リーク第4節vs浦和レッズ

19：00（埼玉）

16日（土）リーグ第5節vs柏レイソル

19．00（等々力）

23日（土）リーグ第6節vsアルビレックス新潟

19．00（東北電ス）

27日（水）ナビスコ杯1回戦vsサンフレッチェ広島

19．00（等々力）

30日（土）リーグ第19節vs浦和レッズ

19：00（等々力）

6日（士）リーグ第20節vsセレッソ大阪

14日（日）リーグ第21節vsアビスパ福岡

19：00（レベスタ）

20日（土）リーグ第22節

18二〇〇（万博）

vsガンバ大阪

24日（水）リーグ第23節vs名古屋グランパス

19：00（等々力）

28日（日）リーグ第24節vs柏レイソル

18：00（柏）

9月11日（日）リーグ第25節vsヴィッセル神戸

12月

時間未定（等々力）

17日（土）リーグ第26節vsモンテディオ山形

時間未定（NDスタ）

24日（土）リーグ第27節vs清水エスパルス

時間未定（等々力）

10月1日（土）リーク第28節vsヴァンフォーレ甲府

11月

19：00（等々力）

時間未定（中銀スタ）

16日（日）リーグ第29節vsアルビレックス新潟

時間未定（等々力）

22日（土）リーグ第30節vsベガルタ仙台

時間未定（ユアスタ）

3日（木）リーク第31節vs大宮アルディージ

時間未定（等々力）

19日（土）リーグ第32節vsサンフレッチェ広島

時間未定（広島ビ）

26日（土）リーグ第33節vs横浜F・マリノス

時間未定（等々力）

3日（土）リーグ第34節vsジュビロ磐田

時間未定（ヤマハ）

賛助会員提携
訝捕吏撃店⑳竃案内
次のスポーツ店では、賛助会員に対する優待割
引をしていただいています。ぜひご利用ください。

（株）三重スポーツ
（株）カワプチスポーツ
（有）アイダスポーツ

℡333−7819
℡511−1615

℡533−8411

（株）フジスポーツ

℡711−0505

（株）グリーンスポーツ
（株）ミキスポーツ
（有）エスケースボーッ

℡854−3311
℡987−0007

（有）ニホンスポーツ

℡766−0854

℡822−8885

‥J、嬬集櫓記・一上、
今年は、計画節電などで暑い圭が予想されます。
熱中症には予防対策を立てましょう。
1休憩をこまめにとりましょう。
気温300C以下でも注意が必要。高い湿度や特に暑くなり

始めの時期に注意
2 水分・塩分補給をこまめにとりましょう。
スポーツを始める前からの補給が必要。塩分を含んだス
ポーツドリンクの摂取がおすすめ
3 コンディション管理とウエアが重要です。
睡眠不足や疲労の蓄積時は要注意。着帽や通気性に優れ
たスポーツウエアの着用が予防に最適

騨川崎フロンターレ2011会員募集
入会金 500円（入会初年度のみ）
年会費 個人3，000円 フアミリ16，000円
※川崎フロンターレ後援会事務局まで
TEL．044−739−6070
FAX．044−722−9432

東日本大震災後、川崎市とどろきの地で、陸

上とトランポリン競技の国際大会が続けて開催
され世界の人々に元気な日本の姿を示すことが
できました。今後も、当体育協会は、スポーツ
などを通して「がんばろう！日本」を支援して
まいります。今年度から本誌は、紙面の充実と
ともに発行部数を3万吾射こ増やし、皆様から親
しまれる「スポーツかわさき」の編集に一層努
めてまいります。皆様方からの新たな記事のご
提供もお待ちしています。

スポーツかわさき81号
平成23年7月5日

ジュニア500円

発行（財）川崎市体育協会
〒21ト0051川崎市中原区宮内4−1−2
℡044−739−8844

FaxO44−739−8848

ホームアドレス
http：／／WWWl5．0Cn．neJprtaikyo／

mail：info＠bluefriends．jp

編集（財）川崎市体育協会広報垂員会

H．P．http：／／bluefriends．jp／

印刷（株）アサヒプリンティング

