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「市長杯サッカー大会」　　　
　（等々力第1・2サッカー場）

「川崎市長杯争奪
　　2014国際トランポリンジャパンオープン」

（とどろきアリーナ）

「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）

「藤子･F･不二雄ミュージアムカップ・
　　小学生フラッグフットボール大会」

　（川崎富士見球技場）

「バスケットボールフェスティバル」　
（とどろきアリーナ）

ウインタースポーツ・スクール

ウインタースポーツ体験学校　　　　　　　
　（スキー教室・八ヶ岳）

ウインタースポーツ体験学校「市民スケート教室」

　
市町村対抗「かながわ駅伝」（秦野市～相模湖）

かわさきスポーツ人の集い　　　
（川崎日航ホテル）

子どもの体力向上推進運動
　　第1回スポーツ食育教室（午前・午後）
　　　　　　　　　　　　　　　 （川崎商工会議所）

ウインタースポーツ体験学校「市民スケート教室」

「2015多摩川リバーサイド駅伝in川崎」
「第15回川崎市高等学校駅伝大会」　

　（古市場陸上競技場）

ウインタースポーツ体験学校（スキー教室・八ヶ岳）
　（八ヶ岳少年自然の家）

第8回全国スペシャルトランポリン交流大会
　（多摩スポーツセンター）

7日

19金～21日

19金～21日

21日

23火祝

24水～26金

25木～27土

24土

8日

　　14土

14土

21土

22日

20金～22日

28土～29日

12月

1月

2月

3月

※今年度の主催事業は市制90周年記念事業として開催します。
※その他に、川崎市スポーツ協会の加盟団体が主管しているスポーツ
　大会が年間を通じて開催されます。

　12月19日㈮～ 21日㈰
の３日間、とどろきアリー
ナで国際トランポリンジャ
パンオープン兼全日本社会
人選手権大会兼JOCジュ
ニアオリンピックカップが
開催されます。海外の有力
選手も参加が予定され、国
内のトップ選手との熱い戦
いに注目です。
■入場料は無料。

　平成27年3月22日（日）、
2015多摩川リバーサイド
駅伝 in 川崎兼第15回川崎
市高等学校駅伝大会が行わ
れます。古市場陸上競技場
をスタートして多摩川河川
敷を周回する駅伝コースで
す。
12月19日㈮から受付開始。
■お申込みは、インターネ
ットと郵便振替。各種目定
員になり次第締め切りとな
ります。

　文部科学大臣杯争奪第21回全国高等学校対抗ボウリング選手
権大会が、12月19日（金）～ 21日（日）３日間、川崎グランドボウ
ルで開催されます。川崎市内のボウリング場を会場とした大会は
今年で節目の10年目を迎えます。川崎市からは市立橘高校、県立
大師高校、県立向の岡工業高校の３校が出場し優勝を目指します。

　21日大会終了後、市内の
小学生（3年生以上）と高校
生が一緒にプレーするボウ
リング教室が開催されま
す。
■参加無料

川崎市は、平成26年
（2014年）7月1日に
市制90周年を迎えました。

2014

2015
多摩川リバーサイド駅伝 
　　　　　　　　in 川崎

2015
多摩川リバーサイド駅伝 
　　　　　　　　in 川崎

2015

第21回

川崎
市長杯
争奪

国際トランポリン
ジャパンオープン

多摩川リバーサイド駅伝 
　　　　　　　　in 川崎

全国高等学校対抗
ボウリング選手権大会
全国高等学校対抗
ボウリング選手権大会

川崎で
10年目

種　　　目
ショートの部
ショートの部(ジュニア)
キッズ・ファミリーの部（ファミリー）
キッズ・ファミリーの部（キッズ）
ロングの部

7,000円
6,000円
6,000円 
4,000円 
12,000円

エントリー

ふれあいボウリング大会ふれあいボウリング教室
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川崎市とどろきアリーナ　事業・企画課 課長　櫻 井 康 治

■子どもの体力低下の原因
　　子どもの体力が低下している原因として次の点があ
　げられています。
　・子どもの外遊びの減少
　・スポーツの重要性への軽視
　・積極的に運動する子としない子の２極化現象
　・３間（時間、空間、仲間）の減少
　・生活の利便性の高まりによる運動機会の減少
　・子どもの生活習慣の乱れ

　　そして、体力低下は身体に大きな影響を与えてしま
　います。
　・意欲、気力の低下　→　精神面への影響
　・肥満や生活習慣病　→　健康面への影響
　・大脳活動との関連　→　学力向上への影響

子どもにはさまざまな運動を〈Ⅱ〉

■健康3原則を学校、家庭、地域で
① 適切な運動「一日30分から始めよう」　　　　　　　
　汗を流して、楽しく多種多様な運動をすることにより、
心と身体の調子を整え、生活のリズムを規則正しくしま
す。そうすることで血液の循環がよくなり、健康になり
ます。
　WHOでは「小児は健康的な発達のため、毎日合計60分
以上の中程度～高強度身体活動を行うべきである」とし
ています。

② 調和のとれた食事「朝・昼・晩をバランス良く」
　子どもの食習慣の改善には、保護者の役割が大きく、
朝食をしっかり食べさせることはもちろん、調理・食事・
片付けといった一連の流れを子どもといっしょに行なっ
たり、栄養バランスや量を配慮したりして、食事の楽し
さや正しさを伝えていくことが大切です。

③ 十分な休養と睡眠「寝る子は育つ」
　発育を促進し、疲労を回復する働きを持つ成長ホルモ
ンは、午後10時～午前2時の時間帯に最も多く分泌される
といわれています。この時間に深い眠りについていなけ
ればせっかくのホルモンの恩恵を受けられず、疲労感・
体調不良・集中力低下等子どもの成長発達に大きな影響
を与えることになってしまいます。
質の高い十分な睡眠をとらせたいものです。

www.mland-masuda.jp

川崎の子どもたちの体力向上 ⑰
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　7月25日（金）～ 7月28日（月）、市内の小
中学生と指導者他総勢67名の選手団が島根
県益田市を訪問しました。
　小学生はミニバスケットボールで益田市や
島根県、山口県、広島県のチームと交流試合
を行いました。中学生はソフトテニスクリニ
ックに参加し、益田市の中学生と合同練習や
練習試合で交流しました。
　また、選手団は匹見峡で川遊びやバーベキュ
ーを体験したほか、益田市の伝統芸能「石見
神楽」を観賞、車いすバスケや車いすテニス
に挑戦しました。
　参加した小中学生からは「楽しかった」「ま
た参加したい」「もっと上手くなりたい」「この
経験を活かしたい」といった感想がありまし
た。

　8月22日（金）～ 25日（月）益田市より小学生バレーボール選手団とミニバスケット
ボール選手団が川崎市を訪れました。
　バレーボール選手団は、市立橘高校、私立星槎学園高校のバレーボール部によるク
リニックに参加し、市内のスポーツ少年団と合同練習や試合を行いました。25日に
は川崎市福田紀彦市長を表敬訪問しました。
　バスケットボール選手団は、東芝ブレイブサンダー
スの練習を見学したり、市内のバスケットボールチー
ムと交流試合を行ったりしました。

青少年スポーツ都市間交流事業
川崎市から益田市へ

ソフトテニス交流・ミニバスケットボール交流
川崎市から益田市へ

ソフトテニス交流・ミニバスケットボール交流

　8月25日グラントワ
ユースコールの団員は、
川崎市福田紀彦市長を
表敬訪問しました。ま
た、洗足学園大学を訪
問し、文化交流を行い
ました。

益田市から川崎市へ

バレーボール交流・ミニバスケット交流
益田市から川崎市へ

バレーボール交流・ミニバスケット交流

益田市合唱団

グラントワ・ユース・コール

川崎市長表敬

（上）バレーボール交流
（中）川崎市長表敬
（下）ミニバスケット交流

平成26年度

7月25日金～7月28日月

8月22日金～8月25日月

川崎市 島根県益田市

ミニバスケットボール交流 ソフトテニス交流

匹見峡で川遊び 車いすバスケ体験
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　7月20日（日）、市立橘高校プール（50m公認）で学童泳力記
録会が行われました。当日は晴天に恵まれ、市内の小学4年
生から6年生の児童278名が、記録に挑みました。

元気いっぱい　2014 サマースポーツ
サマースクール

　子どもたちが夏休みの期間中、市内各所でスポーツ協
会やK.S.D.（かわさきスポーツドリーマーズ）によるサマ
ースクールが開催されました。バレーボールや水泳、陸上、
サッカーなど各種目に総勢1,000名以上参加し、レベル
アップを図りました。
　8月6日（水）～ 8日（金）3日間、市立橘高校プールでは
水泳教室が開催され、橘高校水泳部の先生や高校生がて
いねいに指導しました。
　8月19日（火）～21日（木）3日間、NEC玉川事業所体育
館ではバレーボール教室が開催され、全国大会常連の市
立橘高校バレーボール部の先生や生徒、私立星槎学園バ
レーボール部の生徒が熱心に指導して、参加者は充実し
た３日間をすごしました。
　参加者からは「来年も参加したい」「もっと練習したかっ
た」など、声があがりました。

市立橘高校プールで
水泳教室

地域を活用した
学校丸ごと体力向上推進事業

　8月1日（金）・2日（土）、市立橘高校プールで中

原区内の25mを泳げるようになりたい小学5・6年

生を対象とした水泳教室が開催されました。

　参加した小学生は高校生に教わりながら、25m

を泳げるよう2日間頑張りました。

NEC体育館で
バレーボール教室

市制90周年記念

男子50m自由形
男子50m背泳ぎ
男子100m背泳ぎ
男子100m背泳ぎ
男子100mバタフライ
男子100mバタフライ

新記録

北　　彪正
藤田　卓己
藤田　卓己
中田　貫太
北　　彪正
上川畑　英

栗木台
久地
久地
三田
栗木台
梶ヶ谷

4年
6年
6年
4年
4年
4年

31.24
32.16
1.09.68
1.21.18
1.17.39
1.17.63

大会新
大会タイ
大会新
大会新
大会新
大会新

25mを泳ごう‼ 水泳教室

第40回川崎市学童泳力記録会

種　　目 名　前 学校 学年 記　録
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　第１回は９月20日～22日に開催。
「秋色を楽しむ」をテーマに、入笠
山でノルディックウォーキングを楽
しみました。

　川崎市スポーツ協会では、八ヶ岳少年自然の家を拠点に毎年８月は陸上やバレーボールなどの「スポーツ体験学校」、12月と３月に
はスキーの体験学校を開校し、これまでたくさんの子どもたちが参加しています。今年は新たに15歳以上を対象にした「ノルディッ
クウォーキング」で八ヶ岳を楽しむ事業を開始しました。

　８月16日～ 18日３日間、涼しい八ヶ岳のふもとでスポーツ体験学校が開催さ
れました。初日・２日目は天候に恵まれませんでしたが、子どもたちは元気よく
スポーツに挑戦し、宿泊体験を楽しみました。

　長野県のスキー場でスキーにチャレンジ！初心者にはスキーの履き方や滑り方、
安全な転び方などを全日本スキー連盟公認指導員が基本からしっかりとレッスン・
サポートします。もちろん、レベルアップをしたい方も大歓迎です。

　平成26年７月15日、川崎市スポーツ協会と富士
見町開発公社は「スポーツ・文化等の交流に関する
覚書」を結びました。

○会　場：富士見パノラマスキー場
　　　　　 　 　（長野県諏訪郡富士見町）
○日　時：平成27年3月20日㈮～22日㈰
○対　象：川崎市内の小学4～6年生・
　　　　　　　　　　中学生
○参加料：￥32,500
○問合せ先：とどろきアリーナ
　　　　　　　　☎044-798-5000

　第２回は10月18日～ 20日に開催。「晩
秋を体験する」をテーマに、紅葉色づく八ヶ
岳を楽しみました。

八ヶ岳で体験学校・ノルディックウォーキング
八ヶ岳少年自然の家に宿泊し
夏は涼しくスポーツ体験学校

秋の味覚に誘われながらノルディックウォーキング
冬は白銀の世界でウィンタースポーツ体験

魅力いっぱいの八ヶ岳を体験

秋の八ヶ岳ノルディックウォーキング

（上）入笠山山頂
（右）実りの秋を迎えた八ヶ岳
（下）紅葉
（右下）入笠山を歩く

夏のスポーツ体験学校

バレーボール教室 陸上教室

テニス教室 校長先生による講話

平成27年３月開催

ウィンタースポーツ体験学校

「スポーツ・文化等の交流に
　　　　　　　関する覚書調印式」

八ヶ岳名産　「ルバーブ」
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　10月13日（体育の日）台風が近づく天候不順の中、市内にあるスポ
ーツ施設でさまざまなスポーツイベントが開催されました。各会場で
は、子どもからシニアまで一日中スポーツを楽しみ気持ちのよい汗を
流していました。

2014年　体育の日　記念事業2014年　体育の日　記念事業

NECバレーボール教室(とどろきアリーナ）

弓道(富士見公園・弓道場） カローリング(川崎市体育館） BMXデモ（宮前ＳＣ） バドミントン他（とどろきアリーナ）

サッカー（等々力・多目的広場） ソフトテニス（富士見公園・庭球場） 野 球（大師公園野球場） 相 撲（富士見公園・相撲場）

川崎国際多摩川マラソン川崎国際多摩川マラソン
　11月16日（日）、2014川崎国際多摩川マラソンが行われました。昨年
と同様に等々力陸上競技場が改修工事のため、スタートは陸上競技場前
の園路となりました。大会当日は、シドニーオリンピック女子5000m代
表の志水見千子さんや國學院大學陸上競技部、順天堂大学女子陸上競技
部の選手を招待し、市民ランナー約7,000人と一緒に走りました。北は
北海道、東北全県、南は九州諌早、唐津など全国各地から多くの参加者
がありました。会場周辺には地元商店街による飲食ブースの出店があり
ました。競技場内では川崎純情小町のミニライブなどのイベントが行わ
れ盛り上がりました。

2014

各
部
の
成
績
は
次
の
と
お
り
で
す

ハーフ男子 35歳以下の部
　　1位　3007　黒田　雄紀
ハーフ男子 36～49歳の部
　　1位　4004　和田　孝司
ハーフ男子 50歳以上の部
　　1位　6006　浦木　靖司
ハーフ女子 35歳以下の部
　　1位　7003　西方　絵里
ハーフ女子 36～49歳の部
　　1位　7204　那須　悦子
ハーフ女子 50歳以上の部
　　1位　7709　中谷　智子
８km男子 35歳以下の部
　　1位　　　2 　荻野　高広
８km男子 36歳～49歳の部
　　1位　　406 　佐熊　康生
８km男子 50歳以上の部
　　1位　1108　高橋　克利
８km女子 35歳以下の部
　　1位　1703　平元　　舞
８km女子 36歳～49歳の部
　　1位　1907　浅野　和代

（1:10:02） 川崎市

（1:13:30） 東京都

（1:19:22） 川崎市

（1:35:11） 川崎市

（1:30:20） 東京都

（1:39:05） 横浜市

（0:26:12） 東京都

（0:27:13） 川崎市

（0:29:24） 川崎市

（0:31:20） 千葉県

（0:33:26） 川崎市

（0:33:50） 東京都

（0:26:27） 市立橘高　

（0:32:25） 市立橘高

（0:09:37） 市立橘高

（0:12:37） 川崎市

（0:10:12） 東橘中

（0:10:24） 白鳥中

（0:10:40） 千葉県

（0:12:03） 東京都

（0:04:13） 川崎市

８km女子 50歳以上の部
　　1位　2303　佐々木裕美
８km男子高校生の部
　　1位　1601　井澤　大亮
８km女子高校生の部
　　1位　2503　星　　七海
３km一般男子の部
　　1位　8202　井澤　大亮
３km一般女子の部
　　1位　8602　大谷　歩美
３km男子中学生の部
　　1位　8102　有福　悠汰
３km女子中学生の部
　　1位　8504　大谷菜南子
３km男子小学生の部
　　1位　8003　篠原　　悠
３km女子小学生の部
　　1位　8403　中尾　千夏
親子ペアの部
　　1位　10003　藤原　隆人
　　　　　　　　　藤原　優作



　スポーツ協会では、川崎市体育館閉館後も富士見球技場「か
わＱホール」や「教育文化会館」で、スポーツ教室や健康体操な
どを開催します。詳しくは川崎市体育館までお問い合わせくだ
さい。
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「川崎市体育館」　１２月２７日に閉館「川崎市体育館」　１２月２７日に閉館

★ ★ ★ 川 崎市体 育 館 閉 館イベント ★★ ★

12月6日（土）

トランポリンとバスケット
ボールを楽しもう!

12月13日（土） 12月23日（火・祝） 12月27日（土）

ありがとう‼
川崎市体育館

女子プロレスディアナ
「川・崎・伝・説」

＜最終日＞
秋季市民卓球大会

問合せ先　川崎市体育館　TEL：200-3255

かわＱホールでスポーツ教室かわＱホールでスポーツ教室

かわＱホール冬のスポーツ教室

リフレッシュ健康ヨガ

骨盤エクササイズ

フラダンス

ゆるやかヨガ　他

川崎市教育文化会館の教室

健康体操

かわＱホール教室

親子でヨガレッチ

ベビー＆ママの
　　　スキンシップヨガ

かわＱホール個人解放

シェイプアップ（３コース）

平成29年10月

　平成29年10月、川崎市体育館は新たに
「川崎市スポーツ・文化総合センター」と
してオープンする予定です。

　川崎市体育館（川崎区）は昭和31年に「市民会館」の名称で開館し、
昭和47年に「川崎市体育館」に名称を変更しました。市民大会をはじめ
成人式や国際卓球大会、日本リーグ（バスケットボール、バレーボール）
などの会場として開催されオリンピックや世界で活躍する選手が続々誕
生し、「スポーツの殿堂」となりました。
　また、プロボクシングやプロレスではタイトルマッチや世界戦で数々
の名勝負が生まれるとともに、産業見本市や歌謡ショー、海外からのコ
ンサートなどが開催され、長い間市民に親しまれ愛された文化とスポー
ツが共存した体育館でした。
　しかし、開館から58年という年月が経過し施設の老朽化が進んだた
め改築することになり、12月27日（土）をもって閉館いたします。長
年のご利用に感謝し、閉館イベントを開催いたします。

9:00～12:00　　
　　　バスケットボール
13:00～15:00
　　　トランポリン体験
15:00～16:00　
　　　トランポリンショー
中田大輔選手、高橋和馬選手
ほか

※上記催しは無料、トレーニン
グ室等（有料）は21：30まで
通常営業

～ 女・命×爆破 ～

14：00　開場
15：00　開始

■出場予定選手■
　井上京子　　ジャガー横田
　伊東　薫　　渡辺智子　　
　Sareee　　　田中盟子　
　堀田祐美子　青野敬子　
　マスク・ド・サン　KAORU
　下田美馬　

〈お問い合わせ〉
　ディアナ事務局
　☎044-280-6437

9：30　開会
　●一般男女シングルス
　●一般男女ダブルス
　●高校生男子シングルス
　●高校生女子シングルス
　●高校生女子ダブルス

川崎市体育館として最後の催
事です。応援よろしくおねが
いします。

※参加申込みは締め切りまし
　た。

川崎市スポーツ・
　　文化総合センターオープン

10:00～
10:15～
　　　
11:00～

14:15

式典
市消防音楽隊＆カ
ラーガード隊演奏
富士見、川中島、南
大師、大師中学校、
JFE吹奏部演奏
チアリーディング
（東京6大学応援部 
OB、OG）演技
マーチングバンド
（富士鼓笛隊）演奏

※全館無料、当日は16：30で
　営業終了



（左）浜田千穂選手　（右）北拓也ヘッドコーチ
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infomation
スポーツ協会
infomation

平成26年度 川崎市スポーツ賞・スポーツ特別賞贈呈式

川崎市一般体操連盟が
　　　文部科学大臣賞を受賞

秋晴れの中　ナイスショット続出

　11月10日（月）、川崎市国際交流センターで、今年度の川崎市文化賞等
の贈呈式が行われました。「スポーツ賞」として東芝ブレイブサンダース
「スポーツ特別賞」として浜田千穂選手が表彰されました。
　東芝ブレイブサンダースは、今年1月の全日本総合バスケットボール
大会（天皇杯）で優勝。また、昨年10月に発足したNBL（ナショナルバス
ケットボールリーグ）においても「初代チャンピオン」に輝きました。
　浜田千穂選手は、9月ウズベキスタン・タシケントで行われたレスリン
グ世界選手権55kg級で初出場初優勝しました。高津区出身、日本体育大
学4年生。

　10月9日（木）川崎国際生田緑地ゴルフ場で171名・44組
（男子144名、女子27名）が参加して行われました。
　今年も台風一過の秋晴れに恵まれ、それぞれが持っている
力を発揮しました。
　9番のチャリティーホールでは、スポーツ振興基金に多く
のご協力をいただき、その一部を東日本大震災義援金や広島
市大雨土砂災害義援金に寄付させていただきました。
　各スポンサーからもたくさんの素晴らしい賞品をいただき
ました。

　川崎市スポーツ協会は、平成26年8月に発生した大雨土砂
災害による被災地の人々の一日も早い復興を祈っています。
失われたスポーツ用具の補充を目的に、川崎市スポーツ協会
の加盟団体や一般市民の方々の温かいご支援で、広島市スポ
ーツ協会に義援金を贈りしました。
　広島市スポーツ協会では、全国各地から寄せられた義援金
をまとめ、被災された地域で望まれるスポーツ用具を贈る予
定です。
　川崎市スポーツ協会では、皆様からの東日本大震災や広島
市大雨土砂災害義援金を受け付けています。

　川崎市一般体操連盟は、永年にわたり市民
の健康保持と増進を図るとともに会員相互交
流と一般体操の発展に努めてきました。健康
づくりを願う高齢者や体力づくりのための体
操を創作し、市民が公園やスポーツ施設等で
気軽に健康体操を行う場づくりと、リーダー
の養成に努めました。一方で「体操フェステ
ィバルかわさき」を20有余年開催してきた功績が認められて、
「生涯スポーツ優秀団体」として栄誉ある受賞となりました。

広島市大雨土砂災害

　　　　　　被災地に熱い心

上位入賞者
優　　勝
準 優 勝
第 ３ 位

ベストスコア賞

稲　葉　　　仁
荒木関　松四郎
伊　藤　孝　行
和田　和哉（74）

及　川　暢　子
直　井　登久子
水　上　恭　子
石川　めぐみ（81）

第15回市長杯争奪市民ゴルフ大会第15回市長杯争奪市民ゴルフ大会
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　10月4日（土）教育文化会館で市民
ふれあいダンスの集いが行われ、ダ
ンス愛好家140名が参加しました。
　若い人からベテランまで多くの
方々が参加して軽やかなステップを
踏みダンスを楽しみました。
　デモンストレーションでは、女性
２人のカップルでワルツやタンゴを
踊り、会場を盛り上げてくれました。
　恒例の「お楽しみ抽選会」もすばら
しい景品が集まり、大盛況でした。

　9月14日～10月4日まで韓国・仁川で行われた、第17回アジア競技大
会において、川崎出身の選手が活躍しました。10月16日には杉山選
手、10月22日には赤瀬選手と荒井選手がそれぞれ大会の報告に福田市
長を表敬訪問しました。

【経歴】 
1999年　川崎市立橘　
　　　　　小学校入学 
2005年　川崎市立橘　
　　　　　中学校入学 
2014年　日本体育大学
　　　　在学中（4年生）

【2014年の戦歴】 
女子ワールドカップ（団体戦）55kg級・優勝
全日本選抜選手権55kg級・優勝
世界学生選手権55kg級・優勝
ゴールデンＧＰ決勝大会55kg級・優勝
世界選手権55kg級・優勝

　9月10日ウズベキスタン・タ
シケントで行われたレスリング世
界選手権女子55kg級で、川崎市
橘中出身の浜田千穂選手が見事優
勝しました。 　
　浜田選手は9月18日、世界選
手権優勝の報告の為、福田市長を
表敬訪問しました。
　浜田選手「世界で自分のタック
ルが通用することが自信になりま
した。オリンピックで金メダルを
とることが目標なので、1つ1つ
課題をクリアしながら頑張りま
す。」

　第14回
市民ふれあいダンスの集い

スポーツのまち・麻生を広げよう！
ジョギング教室

活躍する川崎の選手紹介活躍する川崎の選手紹介
レスリング世界選手権

川崎から
世界チャンピオン
が誕生！

川崎から
世界チャンピオン
が誕生！

女子200m背泳ぎ
赤瀬紗也香　選手（日本体育大学・橘中学校出身）
女子水球
杉 山　　緑　選手（東京女子体育大学・稲田中学校出身）
男子水球
荒 井　　陸　選手（日本体育大学・西高津中学校出身） 赤瀬紗也香　選手 杉山 緑　選手 荒井 陸　選手

　上級ジョギングインストラクターを招いて麻生区の柿生小
学校～健康ロードでジョギング教室を開催しました。
　参加者の多くは親子で、インストラクターからジョギング
のコツを教えてもらい、片平川沿いの健康ロードをジョギン
グで楽しみました。

─ウズベキスタン・タシケント─

第17回アジア競技大会
─韓国・仁川─

レスリング55kg級　
浜田 千穂 選手
レスリング55kg級　
浜田 千穂 選手

金

銀

銀

川崎フロンターレ後援会会員募集
入会金　500円
年会費　個人3,000円　ファミリー6,000円　
　　　　ジュニア500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
　mail : info@bluefriends.jp
　H.P.http://www.frontale.co.jp/blue-friends/

2015

第63回神奈川スポーツ賞受賞
第43回川崎市スポーツ特別賞受賞

※建興は川崎フロンターレをはじめ、川崎のスポーツ振興を全面支援しています。



本　店　幸区新塚越 201 2F　　　　 044-276-9100
平間店　中原区田尻町24MSビル1F   044-520-1820

… BOOK・Stationary・CD・DVD・GAME …
NEW!!

http://www.kitanobook.co.jp
北野書店
株 式 会 社 　
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スポーツ協会掲示板 ＜詳細は事務局まで＞お知らせとお願い

平成26年12月1日　
発行　（公財）川崎市スポーツ協会
　　　〒211-0051　川崎市中原区宮内４-１-２
　　　☎   044－739－8844 　
         FAX044－739－8848
　      http：//www15.ocn.ne.jp/~taikyo/
           http：//kawaspokyo.jp
編集　（公財）川崎市スポーツ協会広報委員会
印刷　（株）アサヒプリンティング

スポーツかわさき　92号

株 式 会 社

アサヒプリンティングコミュニケーションの
クリエイター

TEL.044-344-3531     FAX.044-344-3533

「スポーツかわさき」はスポーツ振興くじ助成に
より発行しています。

平成26年度（財）川崎市体育協会賛助会員一覧
ご協力ありがとうございました。来年度も継続をお願いします。（平成26年11月1日現在）

【団体会員】　敬称略　1口　10,000円

【個人会員】　敬称略　1口　3,000円

アジアスポーツコミュニケーションズ株式会社
柿生青少年柔道会
神奈川県柔道整復師会川崎支部連合会
神奈川県ボウリング連盟
神奈川東部ヤクルト販売株式会社
㈱アール・エヌ・ゴトー
株式会社織戸組
株式会社エヌエィチ・フタバ
株式会社川崎フロンターレ
株式会社興建
株式会社ジャパンビバレッジ横浜北主管支店
株式会社ナカコウジ
川崎弓道会
川崎国際生田緑地ゴルフ場

川崎市ダンススポーツ連盟
川崎市空手道連盟
川崎市サッカー協会
川崎市柔道協会
川崎市少林寺拳法協会
川崎市スポーツ組合
川崎市ソフトテニス協会
川崎市ソフトボール協会
川崎市テニス協会
川崎市なぎなた連盟
川崎市バレーボール協会
川崎市ボウリング協会
川崎商工会議所
川崎信用金庫

川崎水泳協会
川崎大師平間寺
川崎新田ボクシングジム
川崎緑土株式会社
三進工業株式会社
昭和薬品工業株式会社
新丸子皮フ科クリニック
末広工業株式会社
ダイドービバレッジサービス㈱高津営業所
露木建設株式会社
旬の味　とくり
日本冶金野球部
三井物産ファシリティーズ株式会社
光村図書出版株式会社

青山　和男
秋山　武信
秋山　義輝
安部　秀志
安藤　良之
池上　文子
石川　克巳
石川　敏廣
伊藤　孝光
今村　政雄
岩下　盛雄
岩松　　実
上野　嘉信
江橋　敏晴
遠藤　一男
遠藤　浩信
大川原　久
大笹　久夫
大髙　常勝

岡田良之助
岡野　　明
岡野恵美子
岡村　義市
小川　道男
奥山　誠二
小鹿　治光
尾嶋　和幸
大日方雄三
加賀谷　修
加倉井浩一
梶川　光夫
柏木　　洋
粕谷　行雄
加藤　　渉
金川　和幸
亀山　敏子
河内　裕子
川島　哲男

川村　一広
日下部栄太
熊谷　武志
越智　利幸
小林　光明
紺野　清春
斉田　英二
税田　桂子
齊藤　暢浩
斉藤　悦雄
齋藤登志雄
齊藤　義晴
栄居　義則
栄　真理江
櫻井　定吉
笹井　静恵
佐藤　公彦
佐藤　忠次
澤田　正雄

式田　雅信
島崎　直也
清水　　孝
清水ひろみ
清水　幸代
須貝　幸一
菅野　泰男
菅野　幸夫
杉山　俊成
鈴木　茂樹
鈴木　孝雄
鈴木　達夫
鈴木　脩夫
鈴木　正儀
鈴木　保美
瀬川　雅晴
関口　隆男
芹澤　秀史
高橋　昭雄

高橋　　傳
高橋　健治
髙橋　素明
武田　正純
田中　一州
田中　宏幸
田中　正樹
田辺　武夫
田辺　雅章
田村　博明
田村　昌重
津国美穂子
寺薗　力男
東條　光一
土橋美津子
富永　文弘
長久保晴生
永野　節子
中野　敏雄

楢崎　　尚
沼田　尚夫
野口　始男
野崎　房江
長谷川武雄
花木内敬雄
浜口壮一郎
早崎　義仁
原　　賢次
久野　益彦
日野原　守
日野原義久
平林　義教
藤澤　泰行
藤田　博久
藤田まゆみ
藤原　伝蔵
藤原　輝正
古川　昌幸

古川　義明
芒崎八重子
保坂　　惠
星　　勝義
堀越　　保
本田ひろ子
本間　直樹
前田　亨介
柾　　一成
松本　新吾
松本　　亨
松本　博臣
松山　玲子
水野　　豊
光永　佳雄
光宗　光子
峰　　丈二
宮田光太郎
向井加寿子

宗像　一俊
森　　勝利
安田　輝子
矢野　昌平
山内　　隆
八巻　哲男
山田よし子
山本いつき
結城　博之
湯川　純一
横山　孝昭
吉田　伸一
吉田　英也
和田　現弘
和田　雅夫
渡辺　宏子

の陰の力です。紙面のわずかなスペースでは決して書き表すことがで
きないこのパワーこそ、川崎のスポーツを推進している原動力なのだ
と思います。今年1年、スポーツかわさきをご愛読いただきありがと
うございました。よいお年をお迎えください。

　スポーツかわさき92号では、2014年の夏から秋にかけて行われた
大会の結果やイベントの報告が大きな割合を占めています。それでも
紙面の都合上紹介できたものはほんの一部に過ぎません。そして、い
つも感じるのは、これら一つひとつの事業を支えている多くの皆さん


