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背負っている」という力みが微塵も感じられず、その場で集まった人達
が楽しそうにおしゃべりしながら、国を超えた仲間たちの成功を自分の
ことのように喜んだり、失敗をいっしょに残念がったりしています。
　スポーツとは本来「気晴らし」「楽しみ」「遊ぶ」などが変化した言葉
だと言われています。アスリートたちの一挙手一投足に個人的に攻撃す
ることが当たり前のように行われているからこそ、考えていきたい原点
だと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（黒田）

　開催が一年延びたことや無観客で行われたことなど、
32回のオリンピックの歴史の中でも初めてずくめでし
た。振り返ると、日本代表の好成績のニュースと、新
型コロナウイルスによる新規罹患者数がうなぎ上りで
増えているという記事が、一面に並んで掲載されてい
るという17日間でした。
　スケートボードに代表される「ストリートカルチャー」
には衝撃を受けました。アスリートたちからは「国を
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■■広報誌「スポーツかわさき」はtotoの助成を受け、年間３回３万部を発行しスポーツ情報を広く発信しています。

第65回川崎市こども相撲大会
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令和３年度（公財）川崎市スポーツ協会 賛助会員加入のお願い

スポーツ協会掲示板

　右のスポーツ店では、学校

体育用品からスポーツ用品全

般を取り扱っています。

　ぜひご利用ください。

年会費

お知らせとお願い ＜詳細は事務局まで＞

【個人会員】　１口　  3,000円

【団体会員】　１口　10,000円

ご協力いただいているスポーツ店のご案内

賛助会費は、川崎市民のスポーツ振興のため、当スポーツ協会が

主催し、各種目団体が主管する大会の事業資金となります。

本誌「スポーツかわさき」を毎号お届けします。

●

●

※賛助会費は、確定申告時に寄付金として控除が受けられるようになりました。

法人企業におかれましても一般損金算入とは別枠で算入が認められます。

（発行されました領収書は保管しておいてください）

㈱グリーンスポーツ

㈱ミキスポーツ

㈱エスケースポーツ

㈱三愛スポーツ

㈱カワブチスポーツ

㈱アイダスポーツ

㈱フジスポーツ

☎333-7819

☎511-1615

☎533-8411

☎711-0505

☎854-3311

☎822-8885

☎987-0007
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公益財団法人川崎市スポーツ協会この広報誌はスポーツ振興くじ助成を
うけています

JR川崎駅東口、京急川崎駅すぐ

※新型コロナウイルス
感染防止のため、
下記営業時間を変更
および休業する場合
がございます。
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　大型連休もほぼ終盤の５月８日（土）、川崎市

富士見公園内の相撲場でこども相撲大会が開

かれました。昨年度はコロナ禍の影響で中止

になったため２年ぶりの開催ということでし

たが、小学生60名（うち女子17名）が参加し、

好天にも恵まれ、相撲場には久々に子どもた

ちの元気な声が響き渡りました。また、団体

の部では市内小学校６校と１クラブが参加し、

覇を競いました。

　相撲は身体接触を伴う激しいス

ポーツです。

　新型コロナウイルスのまん延防

止措置として、家庭での体調管理

と健康観察、最少人数での引率や

応援をお願いしました。会場入り

口では、子どもたちがやや緊張気

味で体温チェックを受けていました。

　取組は団体戦と個人戦が行われ

ました。団体戦では、各団から

「先鋒」「中堅」「大将」が出て、

対戦します。個人戦は３年生から

６年生まで学年ごとに勝ち抜き戦

で優勝を決めます。また、こども

相撲大会をスムースに進めるため

に各役員の皆様の大きな力が結集

し支えてくれました。 土俵をきれいにする中学生

しっかりと安定したそんきょの姿勢

開会式で挨拶をする中山スポーツ協会会長と選手たち

受付時の体温チェックの様子 取組前後は消毒の徹底が欠かせません

スピード感がある大一番 男女の取組も多くみられました

審判も真剣に協議しています

こども相撲大会
みんなが横綱　



　この度、公益財団法人川崎市スポーツ協会会長に再任しました中山紳一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。東京

2020オリンピック・パラリンピックはコロナ禍の影響を受けつつも、開催されることになりました。残念ながら殆どの競技がテ

レビ等での観戦を余儀なくされますが、トップアスリートの素晴らしいパフォーマンスが、私たちのスポーツに対する興味を更に

高め、スポーツへの参加意欲向上や競技力向上につながることを大いに期待しております。川崎市では誰もがスポーツに参加し、

楽しむことができる「スポーツのまち・かわさき」を推進し、健康で明るく、生きがいをもって活き活きと暮らすことができるま

ちづくりを目指しています。人口も154万人を超え、活気にあふれるまちとして、ますますスポーツが盛んになっています。当協

会は川崎市と連携を図りながら、スポーツを市民一人ひとりの生活に根付いた文化にすることを目的に、市民のスポーツ文化の普

及・振興、スポーツに関する指導者・組織の育成、各競技の実施及び競技力向上に資する事業に取り組んでまいりました。コロナ

禍の終息が見えない中ではありますが、感染対策等に万全を期しつつ事業を実施し、新役員一同、心を合わせ当協会の目的遂行に

向けて進んでいく所存でございます。皆様方には引き続き多大なるご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新体制発足の

ご挨拶といたします。

長い間ご尽力いただきましてありがとうございました。

川崎市立四谷小学校　屋根付きの土俵

溜　昊輝 さん

　川崎市立四谷小学校は校庭に土俵があります。
学校教育目標の一つに土俵の有効活用を挙げている市内でも珍しい学校の一つです。
大会にも毎年多くの子どもたちが参加しています。子どもたちを引率されてきた先
生に紙上インタビューをさせていただきました。

■本日この大会に参加されたきっかけやねらいはどのようなことですか。
子どもたちの心身育成になればと、意欲的に参加しています。
大会に参加したことが、子どもたちの自信に繋がってくれたらうれしいです。

■参加児童の募集をどのようにされましたか。
　校内の相撲クラブに所属している児童、また、相撲大会に興味のある児童に参加を呼びかけました。

■参加するにあたってどのような準備をされましたか。
校庭にある土俵で、どうすれば相手に勝てるかということを子どもたちと一緒に考えながら、楽しく練習をしてきま
した。ルールや礼法についても練習の時に確認したことで、大会当日は安心して取組を行うことができました。保護
者の方々や四谷小の教職員の応援も子どもたちの力になっていると思います。

■参加した児童や保護者の主な感想などをお聞かせください。
【保護者】・子どもが良い経験をすることができました。ありがとうございます。
　　　　　・子どもたちの頑張る姿に感動しました。
　　　　　・２年前に出た時には、怖がっていたのですが、今日は立ち向かっていった姿に成長を感じました。
【児　童】・楽しかった。・また大会に参加したい。・勝てるように練習したい。

■貴校と相撲との関りについて教えてください。
四谷小学校では、昭和45年から相撲活動が始まり、昭和58年に学校の創立30年事業として土俵に屋根が作られました。
４年前には改修工事が行われました。川崎市こども相撲大会では、前回の第63回、前々回の第62に団体戦で優勝し
ました。参加選手16名（男子12名　女子４名）　

★普段あまりやる気を出さな
いが、自分から相撲大会に
出たいと言ったので驚いた。
これをきっかけに何か集中
してできるようになれば良
いと思う。

●他の人とたくさん戦ったけ
ど、みんな強いし頑張って
いました。練習も頑張った
ので、効果を出せて良かっ
たです。好きな食べ物はオ
ムレツです。

★千葉・東京の大会にも参加
しているが、川崎は初めて
の参加。コロナ禍での大会
だったが参加できて良かっ
た。今回２回しか練習でき
なかったせいか、珍しく緊
張をしていた。

●前よりも押す力が強くなっ
たと思います。このまま押
しを強くしたいです。

★こう見えても、足が速いで
す。水泳も泳ぎが得意で速
い。食費が半端なくかかる。

３年生の部 ４年生の部 ５年生の部 ６年生の部
喜屋武　真太郎 さん 吉田　虎太郎 さん 寺尾　彦太 さん

各学年の優勝者のコメント
（●…本人　★…保護者）

個人の部

大 会 結 果

３年生 ４年生 ５年生 ６年生

優　勝 喜屋武真太郎川崎相撲クラブ A

川崎相撲クラブ B

四谷小学校 A

四谷小学校 B

小林　　駈

渡辺　七海

小川　寧々

溜　　昊輝

平野純勇斗

宅島　優大

間嶋　千智

吉田虎太郎

水野　大地

竹内　球太

横山みなみ

寺尾　彦太

永田　裕生

小川　瑚心

笹本　春樹

準優勝

３位

３位

団体の部

優　勝

準優勝

３位

３位

2021年度　スポーツイベントカレンダー
９月

４土　NECレッドロケッツふれあいバレーボール教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【とどろきアリーナ】

28火～11／2火　全６回
　　　　　　　　初心者なぎなた教室　　　  【とどろきアリーナ】

11月

21日　川崎国際多摩川マラソン大会　　　　 【等々力陸上競技場】

12月

12日　市長杯サッカー大会　　　　　 【等々力第1・2サッカー場】
10金～12日　2021川崎トランポリン ジャパンオープン   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【とどろきアリーナ】
26日　バスケットボールフェスティバル　　 【カルッツかわさき】

２月
未定　スケート＆アイスホッケー体験教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　 【横浜銀行アイスアリーナ】

３月

20日　2022多摩川リバーサイド駅伝in川崎
　　　 第21回川崎市高等学校駅伝大会　　　【古市場陸上競技場】

　掲載したイベント等は新型コロナウイルス感染症の状況

等によって、変更になる場合があります。

　開催の可否については、お問い合わせください

（☎044-739-8844　川崎市スポーツ協会）

※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。

退任された皆様
・専務理事
　小野　隆美 様

・理事
　村田　　享 様　　天川　美章 様
　山田　直弘 様　　今　　清文 様

・評議員
　大下　勝巳 様
　天野　広幸 様

評議員選定委員会で補充の評議員、５月26日に開催された定時評議委員会で
新しい役員（理事）が決定しました。（任期２年）

監 事

髙橋昌也

理 事

小出敏之

理 事

平野晴子
監 事

堀米　博

専務理事

丹野典和
副会長

高田彬成
会 長

中山紳一
副会長

菊地　正

理 事

加倉井浩一
理 事

橋本哲夫
理 事

嶋田和明

理 事

加藤宗一

役員・理事・監査・評議員

会　長

副会長

専務理事

理　事

監　事

評議員

中山　紳一

＊

＊印は新任の方

＊

＊

＊

＊

＊

＊

菊池　　正

高田　彬成

丹野　典和

小出　敏之

加倉井浩一

平野　晴子

橋本　哲夫

嶋田　和明

加藤　宗一

堀米　　博

髙橋　昌也

宮嶋　普子

横田　　覚

須藤　美和

芹澤　秀史

小笠原健司

矢幡　明樹

藤田まゆみ

中島　正人

村上　恵一

里美亜紀子

公益財団法人　川崎市スポーツ協会

ご 挨 拶 会長 中 山 　 紳 一
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東京2020 パラリンピック 聖火
川崎市採火式

スケート＆アイスホッケー教室

　８月１日（日）横浜銀行アイス

アリーナで２年振りに教室を開催

いたしました。106名（スケート

100名／ホッケー６名）が参加し

ました。初めてスケート靴を履い

たという方が多く、靴の履き方か

ら教えていただきました。皆さん一生懸命練習をされ１人

で滑れるようになりました。最後は頑張ったご褒美でソリ

遊びを楽しみました。

第 47回　川崎市学童泳力記録会

　7月24日（土）市立橘高等学校プール（50m公認）で記

録会が行われました。昨年度は新型コロナウイルス感染拡

大防止の為、中止となった記録会は２年振りの開催となり

ました。

　大会当日は晴天に恵まれ、新型コロナウイルス感染拡大

防止を徹底した中で行われました。川崎市内の小学１年生

から６年生までの児童約260名が参加しました。記録会は

30種目を実施のうえ合計５種

目の新記録が生まれました。

　本大会の記録は川崎市水泳

協会のホームページに記載さ

れています。

http://kawasuikyo.sports.coocan.jp/

　11月21日（日）に開催予定の《2021川崎国際多摩川マラソ
ン》では一緒に盛り上げてくれるボランティアを募集します。

応募資格：15歳以上（中学生不可）大会の運営を支えて
くれる方！
支給品等：スタッフウエア・帽子・お弁当

（ボランティア保険加入）
申込方法：大会HPから申込む方法と登録用紙に必要事項

を記入し、大会事務局まで郵送かFAXでお送り
ください。
※下記参照　

募集期間：８月16日（月）～９月３日（金）先着順
募集人数：合計220名・前日（20日）20名
　　　　　　　　　  　当日200名
活動内容：前日（９：30～14：00）

大会準備・物品仕分け・会場設営補助 等
当日（７：00～13：00）
大会運営補助・総合受付・会場整理・式典補
助・給水・ゴール誘導・写真撮影（※デジタル
一眼レフカメラ持参が条件）等

　８月14日（土）雨の中、かわさきの火が１つになりました。
英国パラリンピック代表チームスタッフが見守る中、採火式
が行われました。
　種火起こしも各区の特徴があり、とても感動的でした。モ
ニター画面に７区の様子が映し出された式の様子は、後日
ユーチューブで配信される予定です。

スポ―ツ協会からのお知らせ

大会事務局：（公財）川崎市スポーツ協会
〒211－0051　川崎市中原区宮内４－１－２
TEL 044－739－8844／FAX 044－739－8848
E-Mail：goshi@kawaspokyo.jp

お問い
合わせ

2021 川崎国際多摩川マラソン
 情 報

川崎国際多摩川マラソン

夏休みの思い
出！

大会HPは
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優秀賞：個人の部
古橋　岳也 様

特別優秀賞
川崎ブレイブサンダース 様

特別優秀賞
川崎フロンターレ 様

優秀賞：個人の部
岩佐　そよ 様

（桝形一輪車クラブ）

優秀賞：団体の部
カワサキスイミングクラブ 様

　この度は、川崎市スポーツ協会様より「令和２年度優秀選手賞」という大変名誉ある賞をい

ただくことになりました。漫画「はじめの一歩」に影響され、通学路途中にあったという理由

から川崎新田ボクシングジムを選びましたが、地元出身で地元のボクシングジム初の日本王者

というまさに地元密着で結果を残せた事、誇りに思います。このタイトルを獲得するまでに２

度の挑戦をしましたが、１度目はあと一歩及ばずに引き分け、２度目はかつて対戦経験のある

相手にリベンジを懸けての挑戦でしたが、そちらも返り討ちとなり失敗。今回は３度目の正直

で挑んだ試合でもありました。30歳を超えての挑戦という事もあり、周りとの比較からこのま

ま続けるべきか、それとも競技を諦め、社会人として過ごしていくか…。２度目の挑戦失敗の

際には苦悩したのを覚えています。そんな苦しい状況でも後押しいただいたのは会長を始めと

するジムスタッフの存在でした。私の可能性を信じ、競技環境まで整えていただき、３度目の挑戦まで辿り着く事が出来たので

す。そんなタイトル獲得の準備が整いつつあったタイトルマッチですが、コロナ禍により、試合も何度か延期されてしまいまし

た。そんな中でもジム以外での練習場所を提供していただき、タイトル獲得へ向けて随時スタッフとコミュニケーションを取り、万

全の状態で臨んだタイトルマッチ。前半こそ不利だったものの、練習で培った体力で上回り、後半に逆転KO勝利を決める事が

出来ました。何度も心折れそうになりましたが、苦しい期間をスタッフと共に乗り越え、最後まで諦めなかった事が逆転勝利へ

繋がったのだと思います。

　スタッフを始め、私を日頃から応援していただいている皆様。本当にありがとうございます。そんなタイトル獲得後は少し

ゆっくり出来ましたが、次の試合が早速８月に決まっております。これからは私が逆に狙われる立場となります。勿論ようやく手

にしたタイトルです。簡単に渡しはしません。勝利を重ね、更に大きなタイトルを必ず手にしてみせます。 

　最後になりましたが、記念品を御寄贈いただいた川崎信用金庫様に厚く御礼申し上げ、挨拶を終わりにしたいと思います。本

日は誠にありがとうございました。

 　　　　　　　※８月２日（月）日本スーパーバンダム級タイトルマッチ初防衛戦に勝利しました。

　令和２年度公益財団法人川崎市スポーツ協会表彰式が６月26日（土）川崎市立橘高等学校マルチホールで行われました。
 式典には加藤順一副市長はじめ、橋本勝川崎市議会議長、小泉知寛川崎信用金庫専務理事、草壁悟朗川崎商工会議所会頭など

来賓の方々にご臨席いただき、中山紳一川崎市スポーツ協会会長より、個人、団体の代表者に賞状と副賞が授与されました。

川崎新田ボクシングジム　古橋 岳也 様 

体育功績賞（13 名）　　特別優秀賞（２組）　　優秀賞：個人の部（２名）

　優秀賞：団体の部（１組）　　奨励賞：団体の部（５組）



第21回

川崎信用金庫
専務理事 小泉知寛 様

川崎市
副市長 加藤順一 様

川崎市議会　
議長 橋本　勝 様

（公財）川崎市スポーツ協会　
会長 中山紳一　

　川崎市障害者スポーツ大会は・アーチェリー・水

泳・フライングディスク・陸上・卓球・ボウリング

の６競技で構成されています。

　この大会は10月に三重県で開催予定の第21回全

国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」の川崎

市代表選考会を一部兼ねています。

　ボウリング大会については令和４年度の第22回

全国障害者スポーツ大会（栃木大会）の川崎市代表

選考会として実施を予定しています。この大会は令

和４年２月19日（土）に実施予定ですので只今、募

集中です。是非、お申し込みください。

　お問い合わせ先は下記参照。

　今大会は、選手の方々も２年振りの大会となり、日頃の

練習成果を発揮し好記録も多く出て、熱戦を繰り広げました。

　選手からは「昨年は大会が中止になりとても残念だった

ので開催してくれて嬉しい」「参加できて良かった、来年

も是非参加したい」など多くの声をいただきました。

　今大会は感染症対策を講じた上での開催となり、例年と

準備や大会運営も大きく異なりましたが、スタッフや会場

施設の方々の御協力により無事に大会を行うことができま

した。

　 問い合わせ：川崎市市民文化局 市民スポーツ室

　　　　　　　 電 話：044－200－3547

　　　　　　　 FAX：044－200－3599

第４部　陸上大会

第１部　アーチェリー大会

第５部　卓球大会

第４部　陸上大会

第３部　フライングディスク大会

各大会　参加人数

大会名 参加人数

第２部　水泳大会

アーチェリー大会 7人

28人

29人

114人

23人

水泳大会

フライングディスク大会

陸上大会

卓球大会

川崎市障害者スポーツ大会

特別優秀賞【団体の部】
・川崎ブレイブサンダース〈事務局推薦〉
　第96回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会　優勝
・川崎フロンターレ〈事務局推薦〉
　2020明治安田生命 J1リーグ　優勝
　第100回天皇杯 JFA全日本サッカー選手権大会　優勝

優秀賞【個人の部】
・岩佐　そよ〈一輪車協会推薦〉　
　全日本一輪車競技大会 ソロ演技・小学生の部　優勝
・古橋　岳也〈事務局推薦〉
　日本スーパーバンタム級　チャンピオン

優秀賞【団体の部】
・カワサキスイミング クラブ〈水泳協会推薦〉 　
　第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ
　春季水泳競技大会 水球競技中学生男子の部　優勝

奨励賞
・川崎市立橘高等学校　女子バレーボール部〈バレーボール協会推薦〉
　第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会　出場
・FC川崎栗の木〈サッカー協会推薦〉
　第４回日本クラブユースサッカー（Ｕ－18）TWON CLUB CUP　出場
・川崎市ラグビースクール〈ラグビーフットボール協会推薦〉
　第13回リポビタンヒーローズカップ決勝大会　出場

・法政大学第二高等学校　男子ハンドボール部〈ハンドボール協会推薦〉
　令和2年度全国高等学校ハンドボール選抜大会　出場
・SUNSHINE p lus〈事務局推薦〉
　第20回全日本チアダンス選手権大会チアダンス部門中学生編成　出場

体育功績賞

・仙田　清孝〈陸上競技協会推薦〉　

・伊藤　明夫〈野球協会推薦〉　　　　　　　　　

・竹内　　孝〈バレーボール協会推薦〉

・天野　広幸〈バドミントン協会推薦〉　

・岩下　盛雄〈卓球協会推薦〉

・本多修一郎〈空手道連盟推薦〉

・樋口顕太郎〈ソフトテニス協会推薦〉　

・車　　耕一〈柔道協会推薦〉

・岩波　吉雄〈剣道連盟推薦〉　

・八島　哲己〈山岳協会推薦〉

・渡辺　幸博〈サッカー協会推薦〉

・中川　貴司〈少林寺拳法協会推薦〉

・須貝　幸一〈ソフトボール協会推薦〉

仙田清孝 様 伊藤明夫 様 竹内　孝 様 車　耕一 様 岩波吉雄 様 八島哲己 様 渡辺幸博 様 本多修一郎 様

　表彰式では受賞者・受賞チームに対し、副賞が授与されました。　
これは川崎信用金庫より「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、一層の発展を期したい」との趣意のもとご提供いただいた

ものです。　副賞のトロフィーや盾は賞状に添えて手渡されました。

副賞は川崎信用金庫提供
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東京2020オリンピック開会式の日に川崎市内の各スポーツセンターでは無料イベントがおこなわれました。

昨年は新型コロナウイルス感染症予防のため中止となりましたが今年は各スポーツセンターでは万全な予防対策を取りながら皆様に参加し

ていただきました。盛り上がった種目や様子を一部ご紹介します。　

※下記の各スポーツセンターの情報は７月12日時点の情報です。

▼川崎市ゆかりのオリンピック選手

▼川崎市ゆかりのパラリンピック選手

開催期間：７月23日～８月８日

開催期間：８月24日～９月５日

※川崎市ゆかりの選手として挙げたのは川崎市で生まれ育った選手の他、市内中学、高校の卒業者、市内在住者、現在川崎市内の実業団チームなどの所属者です。
　【７月20日現在発表されている選手の方々です】

※【８月５日現在発表されている選手の方々です】
　続々と代表選手が決定しています。

一生に一度だけの出会い

～スポーツの日　記念事業～
7月23日　スポーツが好きになる

　３Ｘ３バスケットボール日本代表候補

鈴木慶太選手と齋藤洋介選手を招き、小中

学生対象にクリニックを実施しました。

現役選手から直に学ぶことにより、子ど

もたちが真剣に取り組んでいる姿が印象

的でした。質問タイムでは、MCに

フォーリンラブのハジメさんをお呼びし、

子どもから現役選手への質疑応答を行い

ました。

　研修室や体育室では親子で参加できる
体操プログラム、ヨガやズンバといった
人気レッスンにたくさんの参加者が集ま
りました。サブアリーナでは、卓球やバ
ドミントン、ニュースポーツ体験などで
親子や仲間と楽しく汗を流していました。
川崎ブレイブサンダースのバスケット
ボール体験会では事前申込みが満員にな
るなど953人の参加者で盛り上がり楽し
いイベントでした。

　初めての試みで、フットサルドリブル測定
会を開催しました。
　参加者は小人が３名、大人が８名の合計
11名が参加されました。
　予想では小人が多く、その保護者の方々に
も参加を促す予定でしたが、予想を反して大
人の参加者が多かったです。
　幸スポーツセンターは幸フロンターレアシ
ストクラブの事務局も兼ねていますので、今
後も色々な形でサッカーに参加、応援できる
ような場を提供していきたいと思います。

　お母さんが護身術のチラシを持ってきて「これを受けてみよう」

といったので来てみたという中学生。「護身術の技には、よくテ

レビでもやっているけれど、一

番確実な護身術は、危険に近づ

かないこと」という講師の言葉

に納得しつつ、たっぷり１時間、

親子でしっかり汗をかいて動い

ていました。

幸スポ―ツセンター 石川記念武道館

カルッツかわさき とどろきアリーナ

　屋外では玄関前にビニールプールを設置し、
とても好評でした。ボッチャやサウンド
テーブルテニス等ユニバーサルスポーツを
体験していただき、ストラックアウトやス
ラックラインを楽しんでいただきました。
また、トランポリンでは開始前より入室待
ちの方が多く見られました。川崎市環境局
による「熱中症セミナー」や（株）明治に
よる「食育セミナー」も盛況でした。コロ
ナ禍により日常生活に制約のある中、よい
リフレッシュになったとのお声をいただい
たのが印象的でした。

　エアロビクスは、担当インストラク

ターが「東京オリンピック」をモチーフに、

日の丸のハチマキ、国旗や聖火の装飾を

施し、スポーツの日記念としてのイベン

トを大いに盛り上げてくださいました。

来年度はコロナ禍も落ち着き市民の方々

が安心してご利用いただける環境に戻っ

ていることを祈りつつ、よりイベント感

のある催しを開きたいと考えております。

　総勢450人ほどの来館者がありました。
動線の交差を避けるため通路を一方通行に
するほか、マスクの着用、消毒など、新型
コロナウイルス感染症の予防対策を徹底し
て行い、お客様には安心してご利用いただ
くことができました。
　バドミントンや卓球の無料開放のほか、
「ZUMBA」「親子で一緒にスポーツしよう」
などの９種目の無料体験教室を開催し、親
子連れやお友達同士で楽しく参加していた
だきました。

　プールでの「バシャバシャプール」や指
定管理者グループの構成企業としてお力添
えいただいている川崎市スポーツ協会、川
崎ブレイブサンダース、川崎フロンターレ
にもご協力いただき「ボッチャ体験」「バス
ケットボール教室」「フットサル教室」など
を実施し、500名を超えるお客様にスポー
ツの楽しさを味わっていただきました。
　今後も、地域住民の皆様にスポーツの楽
しさを提供できる環境づくりを念頭に施設
運営を行ってまいります。

多摩スポ―ツセンター 麻生スポーツセンター

宮前スポーツセンター 高津スポーツセンター

野　球 バスケットボール
【女子】

バスケットボール３人制
【女子】

サッカー
【男子】

サッカー
【女子】

テコンドー バレーボール
【女子】

水　球
【男子】

荒井　　陸
（川崎市出身）

青柳　晃洋
（川崎工科高校出身）

町田　瑠唯
（富士通）

宮沢　夕貴
（富士通）

オコエ　桃仁花
（富士通）

篠崎　　澪
（富士通）

板倉　滉 DF
（川崎北高校出身）

三好康児 MF
（新城高校出身）

三浦成美 MF
（川崎市出身）

田中美南 FW
（百合丘高校出身）

三笘　薫 MF
（橘高校出身）

田中　碧 MF
（川崎市出身）

久保建英 MF
（川崎市出身）

鈴木セルヒオ
（川崎市出身）

古賀紗理那
（NEC）

島村　春世
（NEC）

山田二千華
（NEC）

車いすフェンシング 陸上競技水　泳

成田真由美
（川崎市出身）

藤田　道宣
（川崎市出身）

辻　　沙絵
（川崎市在住）

　日本選手メダル獲得数は金27個/銀14個/銅17個、
合計58個でした。
　メダルの数には関係なく選手は輝いていました！
それぞれ感動・印象に残るシーンは違うと思いま
す。一つの場面が一生の思い出になり、その感動
や思いが受け継がれていくのがオリンピックだと
思います。パラリンピックは８月24日（火）開会式
現在、競技真っ最中！悔いのないパフォーマンス
をして欲しいです。
　最後まで応援しましょう。頑張れ日本！

　東京2020オリンピック・フィールドキャストイベント

サービス（ボランティア）として７月29日（木）横浜スタジ

アム：野球オープニングラウンド、グループB：韓国対イス

ラエルの試合のお手伝いをしてきました。活動内容はホーム

ランボール・ファウルボールの回収。この日に集まった仲間

は約40名！最初で最後！１度だけ一緒に活動する仲間です。

無観客での開催になった為、活動がなくなりました。３年間

研修を重ね、皆フィールドキャスト魂を育ててきましたがこ

の１日だけ実現。イベントスタッフに感謝です。

　通路で目立たないように試合を見守り、歓声・拍手も無し。

選手の声とボールを打つ音・ミットに入るボールの音。今ま

で歓声で聞こえなかった音を身体で感じる事ができました。

本当ならばチケットの確認や会場内の案内が主な活動でした。

60か所設置予定のチケットゲートと近隣小学校の皆さんが

育てた朝顔でゲートを埋め尽くすおもてなしもなくなり朝顔

が悲しそうに咲いていました。１鉢ごとにメッセージがあり

目にする人も元気・勇気をもらえたはずです。13年振り今

大会だけの競技ですが「夢は諦めなければ必ず叶う」ソフト

ボール上野投手の言葉がとても印象に残りました。新たに記

憶に残るオリンピックとなりました。

活躍された川崎出身の選手の方々の
今後に期待しています！
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東京2020オリンピック開会式の日に川崎市内の各スポーツセンターでは無料イベントがおこなわれました。

昨年は新型コロナウイルス感染症予防のため中止となりましたが今年は各スポーツセンターでは万全な予防対策を取りながら皆様に参加し

ていただきました。盛り上がった種目や様子を一部ご紹介します。　

※下記の各スポーツセンターの情報は７月12日時点の情報です。

▼川崎市ゆかりのオリンピック選手

▼川崎市ゆかりのパラリンピック選手

開催期間：７月23日～８月８日

開催期間：８月24日～９月５日

※川崎市ゆかりの選手として挙げたのは川崎市で生まれ育った選手の他、市内中学、高校の卒業者、市内在住者、現在川崎市内の実業団チームなどの所属者です。
　【７月20日現在発表されている選手の方々です】

※【８月５日現在発表されている選手の方々です】
　続々と代表選手が決定しています。

一生に一度だけの出会い

～スポーツの日　記念事業～
7月23日　スポーツが好きになる

　３Ｘ３バスケットボール日本代表候補

鈴木慶太選手と齋藤洋介選手を招き、小中

学生対象にクリニックを実施しました。

現役選手から直に学ぶことにより、子ど

もたちが真剣に取り組んでいる姿が印象

的でした。質問タイムでは、MCに

フォーリンラブのハジメさんをお呼びし、

子どもから現役選手への質疑応答を行い

ました。

　研修室や体育室では親子で参加できる
体操プログラム、ヨガやズンバといった
人気レッスンにたくさんの参加者が集ま
りました。サブアリーナでは、卓球やバ
ドミントン、ニュースポーツ体験などで
親子や仲間と楽しく汗を流していました。
川崎ブレイブサンダースのバスケット
ボール体験会では事前申込みが満員にな
るなど953人の参加者で盛り上がり楽し
いイベントでした。

　初めての試みで、フットサルドリブル測定
会を開催しました。
　参加者は小人が３名、大人が８名の合計
11名が参加されました。
　予想では小人が多く、その保護者の方々に
も参加を促す予定でしたが、予想を反して大
人の参加者が多かったです。
　幸スポーツセンターは幸フロンターレアシ
ストクラブの事務局も兼ねていますので、今
後も色々な形でサッカーに参加、応援できる
ような場を提供していきたいと思います。

　お母さんが護身術のチラシを持ってきて「これを受けてみよう」

といったので来てみたという中学生。「護身術の技には、よくテ

レビでもやっているけれど、一

番確実な護身術は、危険に近づ

かないこと」という講師の言葉

に納得しつつ、たっぷり１時間、

親子でしっかり汗をかいて動い

ていました。

幸スポ―ツセンター 石川記念武道館

カルッツかわさき とどろきアリーナ

　屋外では玄関前にビニールプールを設置し、
とても好評でした。ボッチャやサウンド
テーブルテニス等ユニバーサルスポーツを
体験していただき、ストラックアウトやス
ラックラインを楽しんでいただきました。
また、トランポリンでは開始前より入室待
ちの方が多く見られました。川崎市環境局
による「熱中症セミナー」や（株）明治に
よる「食育セミナー」も盛況でした。コロ
ナ禍により日常生活に制約のある中、よい
リフレッシュになったとのお声をいただい
たのが印象的でした。

　エアロビクスは、担当インストラク

ターが「東京オリンピック」をモチーフに、

日の丸のハチマキ、国旗や聖火の装飾を

施し、スポーツの日記念としてのイベン

トを大いに盛り上げてくださいました。

来年度はコロナ禍も落ち着き市民の方々

が安心してご利用いただける環境に戻っ

ていることを祈りつつ、よりイベント感

のある催しを開きたいと考えております。

　総勢450人ほどの来館者がありました。
動線の交差を避けるため通路を一方通行に
するほか、マスクの着用、消毒など、新型
コロナウイルス感染症の予防対策を徹底し
て行い、お客様には安心してご利用いただ
くことができました。
　バドミントンや卓球の無料開放のほか、
「ZUMBA」「親子で一緒にスポーツしよう」
などの９種目の無料体験教室を開催し、親
子連れやお友達同士で楽しく参加していた
だきました。

　プールでの「バシャバシャプール」や指
定管理者グループの構成企業としてお力添
えいただいている川崎市スポーツ協会、川
崎ブレイブサンダース、川崎フロンターレ
にもご協力いただき「ボッチャ体験」「バス
ケットボール教室」「フットサル教室」など
を実施し、500名を超えるお客様にスポー
ツの楽しさを味わっていただきました。
　今後も、地域住民の皆様にスポーツの楽
しさを提供できる環境づくりを念頭に施設
運営を行ってまいります。

多摩スポ―ツセンター 麻生スポーツセンター

宮前スポーツセンター 高津スポーツセンター

野　球 バスケットボール
【女子】

バスケットボール３人制
【女子】

サッカー
【男子】

サッカー
【女子】

テコンドー バレーボール
【女子】

水　球
【男子】

荒井　　陸
（川崎市出身）

青柳　晃洋
（川崎工科高校出身）

町田　瑠唯
（富士通）

宮沢　夕貴
（富士通）

オコエ　桃仁花
（富士通）

篠崎　　澪
（富士通）

板倉　滉 DF
（川崎北高校出身）

三好康児 MF
（新城高校出身）

三浦成美 MF
（川崎市出身）

田中美南 FW
（百合丘高校出身）

三笘　薫 MF
（橘高校出身）

田中　碧 MF
（川崎市出身）

久保建英 MF
（川崎市出身）

鈴木セルヒオ
（川崎市出身）

古賀紗理那
（NEC）

島村　春世
（NEC）

山田二千華
（NEC）

車いすフェンシング 陸上競技水　泳

成田真由美
（川崎市出身）

藤田　道宣
（川崎市出身）

辻　　沙絵
（川崎市在住）

　日本選手メダル獲得数は金27個/銀14個/銅17個、
合計58個でした。
　メダルの数には関係なく選手は輝いていました！
それぞれ感動・印象に残るシーンは違うと思いま
す。一つの場面が一生の思い出になり、その感動
や思いが受け継がれていくのがオリンピックだと
思います。パラリンピックは８月24日（火）開会式
現在、競技真っ最中！悔いのないパフォーマンス
をして欲しいです。
　最後まで応援しましょう。頑張れ日本！

　東京2020オリンピック・フィールドキャストイベント

サービス（ボランティア）として７月29日（木）横浜スタジ

アム：野球オープニングラウンド、グループB：韓国対イス

ラエルの試合のお手伝いをしてきました。活動内容はホーム

ランボール・ファウルボールの回収。この日に集まった仲間

は約40名！最初で最後！１度だけ一緒に活動する仲間です。

無観客での開催になった為、活動がなくなりました。３年間

研修を重ね、皆フィールドキャスト魂を育ててきましたがこ

の１日だけ実現。イベントスタッフに感謝です。

　通路で目立たないように試合を見守り、歓声・拍手も無し。

選手の声とボールを打つ音・ミットに入るボールの音。今ま

で歓声で聞こえなかった音を身体で感じる事ができました。

本当ならばチケットの確認や会場内の案内が主な活動でした。

60か所設置予定のチケットゲートと近隣小学校の皆さんが

育てた朝顔でゲートを埋め尽くすおもてなしもなくなり朝顔

が悲しそうに咲いていました。１鉢ごとにメッセージがあり

目にする人も元気・勇気をもらえたはずです。13年振り今

大会だけの競技ですが「夢は諦めなければ必ず叶う」ソフト

ボール上野投手の言葉がとても印象に残りました。新たに記

憶に残るオリンピックとなりました。

活躍された川崎出身の選手の方々の
今後に期待しています！
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第21回

川崎信用金庫
専務理事 小泉知寛 様

川崎市
副市長 加藤順一 様

川崎市議会　
議長 橋本　勝 様

（公財）川崎市スポーツ協会　
会長 中山紳一　

　川崎市障害者スポーツ大会は・アーチェリー・水

泳・フライングディスク・陸上・卓球・ボウリング

の６競技で構成されています。

　この大会は10月に三重県で開催予定の第21回全

国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」の川崎

市代表選考会を一部兼ねています。

　ボウリング大会については令和４年度の第22回

全国障害者スポーツ大会（栃木大会）の川崎市代表

選考会として実施を予定しています。この大会は令

和４年２月19日（土）に実施予定ですので只今、募

集中です。是非、お申し込みください。

　お問い合わせ先は下記参照。

　今大会は、選手の方々も２年振りの大会となり、日頃の

練習成果を発揮し好記録も多く出て、熱戦を繰り広げました。

　選手からは「昨年は大会が中止になりとても残念だった

ので開催してくれて嬉しい」「参加できて良かった、来年

も是非参加したい」など多くの声をいただきました。

　今大会は感染症対策を講じた上での開催となり、例年と

準備や大会運営も大きく異なりましたが、スタッフや会場

施設の方々の御協力により無事に大会を行うことができま

した。

　 問い合わせ：川崎市市民文化局 市民スポーツ室

　　　　　　　 電 話：044－200－3547

　　　　　　　 FAX：044－200－3599

第４部　陸上大会

第１部　アーチェリー大会

第５部　卓球大会

第４部　陸上大会

第３部　フライングディスク大会

各大会　参加人数

大会名 参加人数

第２部　水泳大会

アーチェリー大会 7人

28人

29人

114人

23人

水泳大会

フライングディスク大会

陸上大会

卓球大会

川崎市障害者スポーツ大会

特別優秀賞【団体の部】
・川崎ブレイブサンダース〈事務局推薦〉
　第96回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会　優勝
・川崎フロンターレ〈事務局推薦〉
　2020明治安田生命 J1リーグ　優勝
　第100回天皇杯 JFA全日本サッカー選手権大会　優勝

優秀賞【個人の部】
・岩佐　そよ〈一輪車協会推薦〉　
　全日本一輪車競技大会 ソロ演技・小学生の部　優勝
・古橋　岳也〈事務局推薦〉
　日本スーパーバンタム級　チャンピオン

優秀賞【団体の部】
・カワサキスイミング クラブ〈水泳協会推薦〉 　
　第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ
　春季水泳競技大会 水球競技中学生男子の部　優勝

奨励賞
・川崎市立橘高等学校　女子バレーボール部〈バレーボール協会推薦〉
　第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会　出場
・FC川崎栗の木〈サッカー協会推薦〉
　第４回日本クラブユースサッカー（Ｕ－18）TWON CLUB CUP　出場
・川崎市ラグビースクール〈ラグビーフットボール協会推薦〉
　第13回リポビタンヒーローズカップ決勝大会　出場

・法政大学第二高等学校　男子ハンドボール部〈ハンドボール協会推薦〉
　令和2年度全国高等学校ハンドボール選抜大会　出場
・SUNSHINE p lus〈事務局推薦〉
　第20回全日本チアダンス選手権大会チアダンス部門中学生編成　出場

体育功績賞

・仙田　清孝〈陸上競技協会推薦〉　

・伊藤　明夫〈野球協会推薦〉　　　　　　　　　

・竹内　　孝〈バレーボール協会推薦〉

・天野　広幸〈バドミントン協会推薦〉　

・岩下　盛雄〈卓球協会推薦〉

・本多修一郎〈空手道連盟推薦〉

・樋口顕太郎〈ソフトテニス協会推薦〉　

・車　　耕一〈柔道協会推薦〉

・岩波　吉雄〈剣道連盟推薦〉　

・八島　哲己〈山岳協会推薦〉

・渡辺　幸博〈サッカー協会推薦〉

・中川　貴司〈少林寺拳法協会推薦〉

・須貝　幸一〈ソフトボール協会推薦〉

仙田清孝 様 伊藤明夫 様 竹内　孝 様 車　耕一 様 岩波吉雄 様 八島哲己 様 渡辺幸博 様 本多修一郎 様

　表彰式では受賞者・受賞チームに対し、副賞が授与されました。　
これは川崎信用金庫より「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、一層の発展を期したい」との趣意のもとご提供いただいた

ものです。　副賞のトロフィーや盾は賞状に添えて手渡されました。

副賞は川崎信用金庫提供
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東京2020 パラリンピック 聖火
川崎市採火式

スケート＆アイスホッケー教室

　８月１日（日）横浜銀行アイス

アリーナで２年振りに教室を開催

いたしました。106名（スケート

100名／ホッケー６名）が参加し

ました。初めてスケート靴を履い

たという方が多く、靴の履き方か

ら教えていただきました。皆さん一生懸命練習をされ１人

で滑れるようになりました。最後は頑張ったご褒美でソリ

遊びを楽しみました。

第 47回　川崎市学童泳力記録会

　7月24日（土）市立橘高等学校プール（50m公認）で記

録会が行われました。昨年度は新型コロナウイルス感染拡

大防止の為、中止となった記録会は２年振りの開催となり

ました。

　大会当日は晴天に恵まれ、新型コロナウイルス感染拡大

防止を徹底した中で行われました。川崎市内の小学１年生

から６年生までの児童約260名が参加しました。記録会は

30種目を実施のうえ合計５種

目の新記録が生まれました。

　本大会の記録は川崎市水泳

協会のホームページに記載さ

れています。

http://kawasuikyo.sports.coocan.jp/

　11月21日（日）に開催予定の《2021川崎国際多摩川マラソ
ン》では一緒に盛り上げてくれるボランティアを募集します。

応募資格：15歳以上（中学生不可）大会の運営を支えて
くれる方！
支給品等：スタッフウエア・帽子・お弁当

（ボランティア保険加入）
申込方法：大会HPから申込む方法と登録用紙に必要事項

を記入し、大会事務局まで郵送かFAXでお送り
ください。
※下記参照　

募集期間：８月16日（月）～９月３日（金）先着順
募集人数：合計220名・前日（20日）20名
　　　　　　　　　  　当日200名
活動内容：前日（９：30～14：00）

大会準備・物品仕分け・会場設営補助 等
当日（７：00～13：00）
大会運営補助・総合受付・会場整理・式典補
助・給水・ゴール誘導・写真撮影（※デジタル
一眼レフカメラ持参が条件）等

　８月14日（土）雨の中、かわさきの火が１つになりました。
英国パラリンピック代表チームスタッフが見守る中、採火式
が行われました。
　種火起こしも各区の特徴があり、とても感動的でした。モ
ニター画面に７区の様子が映し出された式の様子は、後日
ユーチューブで配信される予定です。

スポ―ツ協会からのお知らせ

大会事務局：（公財）川崎市スポーツ協会
〒211－0051　川崎市中原区宮内４－１－２
TEL 044－739－8844／FAX 044－739－8848
E-Mail：goshi@kawaspokyo.jp

お問い
合わせ

2021 川崎国際多摩川マラソン
 情 報

川崎国際多摩川マラソン

夏休みの思い
出！

大会HPは
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優秀賞：個人の部
古橋　岳也 様

特別優秀賞
川崎ブレイブサンダース 様

特別優秀賞
川崎フロンターレ 様

優秀賞：個人の部
岩佐　そよ 様

（桝形一輪車クラブ）

優秀賞：団体の部
カワサキスイミングクラブ 様

　この度は、川崎市スポーツ協会様より「令和２年度優秀選手賞」という大変名誉ある賞をい

ただくことになりました。漫画「はじめの一歩」に影響され、通学路途中にあったという理由

から川崎新田ボクシングジムを選びましたが、地元出身で地元のボクシングジム初の日本王者

というまさに地元密着で結果を残せた事、誇りに思います。このタイトルを獲得するまでに２

度の挑戦をしましたが、１度目はあと一歩及ばずに引き分け、２度目はかつて対戦経験のある

相手にリベンジを懸けての挑戦でしたが、そちらも返り討ちとなり失敗。今回は３度目の正直

で挑んだ試合でもありました。30歳を超えての挑戦という事もあり、周りとの比較からこのま

ま続けるべきか、それとも競技を諦め、社会人として過ごしていくか…。２度目の挑戦失敗の

際には苦悩したのを覚えています。そんな苦しい状況でも後押しいただいたのは会長を始めと

するジムスタッフの存在でした。私の可能性を信じ、競技環境まで整えていただき、３度目の挑戦まで辿り着く事が出来たので

す。そんなタイトル獲得の準備が整いつつあったタイトルマッチですが、コロナ禍により、試合も何度か延期されてしまいまし

た。そんな中でもジム以外での練習場所を提供していただき、タイトル獲得へ向けて随時スタッフとコミュニケーションを取り、万

全の状態で臨んだタイトルマッチ。前半こそ不利だったものの、練習で培った体力で上回り、後半に逆転KO勝利を決める事が

出来ました。何度も心折れそうになりましたが、苦しい期間をスタッフと共に乗り越え、最後まで諦めなかった事が逆転勝利へ

繋がったのだと思います。

　スタッフを始め、私を日頃から応援していただいている皆様。本当にありがとうございます。そんなタイトル獲得後は少し

ゆっくり出来ましたが、次の試合が早速８月に決まっております。これからは私が逆に狙われる立場となります。勿論ようやく手

にしたタイトルです。簡単に渡しはしません。勝利を重ね、更に大きなタイトルを必ず手にしてみせます。 

　最後になりましたが、記念品を御寄贈いただいた川崎信用金庫様に厚く御礼申し上げ、挨拶を終わりにしたいと思います。本

日は誠にありがとうございました。

 　　　　　　　※８月２日（月）日本スーパーバンダム級タイトルマッチ初防衛戦に勝利しました。

　令和２年度公益財団法人川崎市スポーツ協会表彰式が６月26日（土）川崎市立橘高等学校マルチホールで行われました。
 式典には加藤順一副市長はじめ、橋本勝川崎市議会議長、小泉知寛川崎信用金庫専務理事、草壁悟朗川崎商工会議所会頭など

来賓の方々にご臨席いただき、中山紳一川崎市スポーツ協会会長より、個人、団体の代表者に賞状と副賞が授与されました。

川崎新田ボクシングジム　古橋 岳也 様 

体育功績賞（13 名）　　特別優秀賞（２組）　　優秀賞：個人の部（２名）

　優秀賞：団体の部（１組）　　奨励賞：団体の部（５組）



　この度、公益財団法人川崎市スポーツ協会会長に再任しました中山紳一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。東京

2020オリンピック・パラリンピックはコロナ禍の影響を受けつつも、開催されることになりました。残念ながら殆どの競技がテ

レビ等での観戦を余儀なくされますが、トップアスリートの素晴らしいパフォーマンスが、私たちのスポーツに対する興味を更に

高め、スポーツへの参加意欲向上や競技力向上につながることを大いに期待しております。川崎市では誰もがスポーツに参加し、

楽しむことができる「スポーツのまち・かわさき」を推進し、健康で明るく、生きがいをもって活き活きと暮らすことができるま

ちづくりを目指しています。人口も154万人を超え、活気にあふれるまちとして、ますますスポーツが盛んになっています。当協

会は川崎市と連携を図りながら、スポーツを市民一人ひとりの生活に根付いた文化にすることを目的に、市民のスポーツ文化の普

及・振興、スポーツに関する指導者・組織の育成、各競技の実施及び競技力向上に資する事業に取り組んでまいりました。コロナ

禍の終息が見えない中ではありますが、感染対策等に万全を期しつつ事業を実施し、新役員一同、心を合わせ当協会の目的遂行に

向けて進んでいく所存でございます。皆様方には引き続き多大なるご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新体制発足の

ご挨拶といたします。

長い間ご尽力いただきましてありがとうございました。

川崎市立四谷小学校　屋根付きの土俵

溜　昊輝 さん

　川崎市立四谷小学校は校庭に土俵があります。
学校教育目標の一つに土俵の有効活用を挙げている市内でも珍しい学校の一つです。
大会にも毎年多くの子どもたちが参加しています。子どもたちを引率されてきた先
生に紙上インタビューをさせていただきました。

■本日この大会に参加されたきっかけやねらいはどのようなことですか。
子どもたちの心身育成になればと、意欲的に参加しています。
大会に参加したことが、子どもたちの自信に繋がってくれたらうれしいです。

■参加児童の募集をどのようにされましたか。
　校内の相撲クラブに所属している児童、また、相撲大会に興味のある児童に参加を呼びかけました。

■参加するにあたってどのような準備をされましたか。
校庭にある土俵で、どうすれば相手に勝てるかということを子どもたちと一緒に考えながら、楽しく練習をしてきま
した。ルールや礼法についても練習の時に確認したことで、大会当日は安心して取組を行うことができました。保護
者の方々や四谷小の教職員の応援も子どもたちの力になっていると思います。

■参加した児童や保護者の主な感想などをお聞かせください。
【保護者】・子どもが良い経験をすることができました。ありがとうございます。
　　　　　・子どもたちの頑張る姿に感動しました。
　　　　　・２年前に出た時には、怖がっていたのですが、今日は立ち向かっていった姿に成長を感じました。
【児　童】・楽しかった。・また大会に参加したい。・勝てるように練習したい。

■貴校と相撲との関りについて教えてください。
四谷小学校では、昭和45年から相撲活動が始まり、昭和58年に学校の創立30年事業として土俵に屋根が作られました。
４年前には改修工事が行われました。川崎市こども相撲大会では、前回の第63回、前々回の第62に団体戦で優勝し
ました。参加選手16名（男子12名　女子４名）　

★普段あまりやる気を出さな
いが、自分から相撲大会に
出たいと言ったので驚いた。
これをきっかけに何か集中
してできるようになれば良
いと思う。

●他の人とたくさん戦ったけ
ど、みんな強いし頑張って
いました。練習も頑張った
ので、効果を出せて良かっ
たです。好きな食べ物はオ
ムレツです。

★千葉・東京の大会にも参加
しているが、川崎は初めて
の参加。コロナ禍での大会
だったが参加できて良かっ
た。今回２回しか練習でき
なかったせいか、珍しく緊
張をしていた。

●前よりも押す力が強くなっ
たと思います。このまま押
しを強くしたいです。

★こう見えても、足が速いで
す。水泳も泳ぎが得意で速
い。食費が半端なくかかる。

３年生の部 ４年生の部 ５年生の部 ６年生の部
喜屋武　真太郎 さん 吉田　虎太郎 さん 寺尾　彦太 さん

各学年の優勝者のコメント
（●…本人　★…保護者）

個人の部

大 会 結 果

３年生 ４年生 ５年生 ６年生

優　勝 喜屋武真太郎川崎相撲クラブ A

川崎相撲クラブ B

四谷小学校 A

四谷小学校 B

小林　　駈

渡辺　七海

小川　寧々

溜　　昊輝

平野純勇斗

宅島　優大

間嶋　千智

吉田虎太郎

水野　大地

竹内　球太

横山みなみ

寺尾　彦太

永田　裕生

小川　瑚心

笹本　春樹

準優勝

３位

３位

団体の部

優　勝

準優勝

３位

３位

2021年度　スポーツイベントカレンダー
９月

４土　NECレッドロケッツふれあいバレーボール教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【とどろきアリーナ】

28火～11／2火　全６回
　　　　　　　　初心者なぎなた教室　　　  【とどろきアリーナ】

11月

21日　川崎国際多摩川マラソン大会　　　　 【等々力陸上競技場】

12月

12日　市長杯サッカー大会　　　　　 【等々力第1・2サッカー場】
10金～12日　2021川崎トランポリン ジャパンオープン   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【とどろきアリーナ】
26日　バスケットボールフェスティバル　　 【カルッツかわさき】

２月
未定　スケート＆アイスホッケー体験教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　 【横浜銀行アイスアリーナ】

３月

20日　2022多摩川リバーサイド駅伝in川崎
　　　 第21回川崎市高等学校駅伝大会　　　【古市場陸上競技場】

　掲載したイベント等は新型コロナウイルス感染症の状況

等によって、変更になる場合があります。

　開催の可否については、お問い合わせください

（☎044-739-8844　川崎市スポーツ協会）

※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。

退任された皆様
・専務理事
　小野　隆美 様

・理事
　村田　　享 様　　天川　美章 様
　山田　直弘 様　　今　　清文 様

・評議員
　大下　勝巳 様
　天野　広幸 様

評議員選定委員会で補充の評議員、５月26日に開催された定時評議委員会で
新しい役員（理事）が決定しました。（任期２年）

監 事

髙橋昌也

理 事

小出敏之

理 事

平野晴子
監 事

堀米　博

専務理事

丹野典和
副会長

高田彬成
会 長

中山紳一
副会長

菊地　正

理 事

加倉井浩一
理 事

橋本哲夫
理 事

嶋田和明

理 事

加藤宗一

役員・理事・監査・評議員

会　長

副会長

専務理事

理　事

監　事

評議員

中山　紳一

＊

＊印は新任の方

＊

＊

＊

＊

＊

＊

菊池　　正

高田　彬成

丹野　典和

小出　敏之

加倉井浩一

平野　晴子

橋本　哲夫

嶋田　和明

加藤　宗一

堀米　　博

髙橋　昌也

宮嶋　普子

横田　　覚

須藤　美和

芹澤　秀史

小笠原健司

矢幡　明樹

藤田まゆみ

中島　正人

村上　恵一

里美亜紀子

公益財団法人　川崎市スポーツ協会

ご 挨 拶 会長 中 山 　 紳 一
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　大型連休もほぼ終盤の５月８日（土）、川崎市

富士見公園内の相撲場でこども相撲大会が開

かれました。昨年度はコロナ禍の影響で中止

になったため２年ぶりの開催ということでし

たが、小学生60名（うち女子17名）が参加し、

好天にも恵まれ、相撲場には久々に子どもた

ちの元気な声が響き渡りました。また、団体

の部では市内小学校６校と１クラブが参加し、

覇を競いました。

　相撲は身体接触を伴う激しいス

ポーツです。

　新型コロナウイルスのまん延防

止措置として、家庭での体調管理

と健康観察、最少人数での引率や

応援をお願いしました。会場入り

口では、子どもたちがやや緊張気

味で体温チェックを受けていました。

　取組は団体戦と個人戦が行われ

ました。団体戦では、各団から

「先鋒」「中堅」「大将」が出て、

対戦します。個人戦は３年生から

６年生まで学年ごとに勝ち抜き戦

で優勝を決めます。また、こども

相撲大会をスムースに進めるため

に各役員の皆様の大きな力が結集

し支えてくれました。 土俵をきれいにする中学生

しっかりと安定したそんきょの姿勢

開会式で挨拶をする中山スポーツ協会会長と選手たち

受付時の体温チェックの様子 取組前後は消毒の徹底が欠かせません

スピード感がある大一番 男女の取組も多くみられました

審判も真剣に協議しています

こども相撲大会
みんなが横綱　
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背負っている」という力みが微塵も感じられず、その場で集まった人達
が楽しそうにおしゃべりしながら、国を超えた仲間たちの成功を自分の
ことのように喜んだり、失敗をいっしょに残念がったりしています。
　スポーツとは本来「気晴らし」「楽しみ」「遊ぶ」などが変化した言葉
だと言われています。アスリートたちの一挙手一投足に個人的に攻撃す
ることが当たり前のように行われているからこそ、考えていきたい原点
だと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（黒田）

　開催が一年延びたことや無観客で行われたことなど、
32回のオリンピックの歴史の中でも初めてずくめでし
た。振り返ると、日本代表の好成績のニュースと、新
型コロナウイルスによる新規罹患者数がうなぎ上りで
増えているという記事が、一面に並んで掲載されてい
るという17日間でした。
　スケートボードに代表される「ストリートカルチャー」
には衝撃を受けました。アスリートたちからは「国を

編

後

集

記

■■広報誌「スポーツかわさき」はtotoの助成を受け、年間３回３万部を発行しスポーツ情報を広く発信しています。

第65回川崎市こども相撲大会

contents

 2～3　第65回　川崎市こども相撲大会

4～5　令和２年度　公益財団法人川崎市スポーツ協会表彰式

6～7　スポーツの日記念事業～スポーツが好きになる～

 　　　各スポーツ施設の様子

 　　　川崎市ゆかりのオリンピック・パラリンピック選手紹介

　　　

8　  第21回　川崎市障害者スポーツ大会報告

9　  川崎市スポーツ協会からのお知らせ

　　 第47回　川崎市学童泳力記録会報告

　　 スケート＆アイスホッケー教室報告

10　令和３年度評議員・理事の紹介

　　 スポーツイベントカレンダー　

11　toto広告

12　スポーツ協会掲示板

令和３年度（公財）川崎市スポーツ協会 賛助会員加入のお願い

スポーツ協会掲示板

　右のスポーツ店では、学校

体育用品からスポーツ用品全

般を取り扱っています。

　ぜひご利用ください。

年会費

お知らせとお願い ＜詳細は事務局まで＞

【個人会員】　１口　  3,000円

【団体会員】　１口　10,000円

ご協力いただいているスポーツ店のご案内

賛助会費は、川崎市民のスポーツ振興のため、当スポーツ協会が

主催し、各種目団体が主管する大会の事業資金となります。

本誌「スポーツかわさき」を毎号お届けします。

●

●

※賛助会費は、確定申告時に寄付金として控除が受けられるようになりました。

法人企業におかれましても一般損金算入とは別枠で算入が認められます。

（発行されました領収書は保管しておいてください）

㈱グリーンスポーツ

㈱ミキスポーツ

㈱エスケースポーツ

㈱三愛スポーツ

㈱カワブチスポーツ

㈱アイダスポーツ

㈱フジスポーツ

☎333-7819

☎511-1615

☎533-8411

☎711-0505

☎854-3311

☎822-8885

☎987-0007
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公益財団法人川崎市スポーツ協会この広報誌はスポーツ振興くじ助成を
うけています

JR川崎駅東口、京急川崎駅すぐ

※新型コロナウイルス
感染防止のため、
下記営業時間を変更
および休業する場合
がございます。


