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素直に受け入れることが、スポーツを楽しむ上で重要なことと

されているのです。だから、疑惑の判定などに対しても、日本

人は反応が少し遅いように感じるのは気のせいでしょうか。

瞬時のうちに審査したり判定したりすることができる制度の

高い機器もこれからますます発達してくるでしょう。人が人

を審査したり判定したりするのは大変難しいということを私

たちは知っているからです。でも、だからこそスポーツは楽し

いのかもしれません。

　夏冬のオリンピックが立て続けに開かれ、世

界中の人々がアスリートたちの活躍に胸を躍ら

せました。またその一方で、競技の審査や判定

の在り方があらためて大きな問題として取り上

げられました。

　日本の学校体育では、「勝敗に対する正しい態

度」が重要視されています。たとえ審判の裁定

に不満があっても文句を言わないとか、勝敗を

編

後

集

記

スポーツ協会掲示板お知らせとお願い ＜詳細は事務局まで＞

■■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。

令和４年度（公財）川崎市スポーツ協会 賛助会員加入のお願い

　次のスポーツ店では、

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。

令３年度　賛助会員追加

113号では令和３年１２月１日までに加入

された団体・個人のお名前を掲載しました。

今号では12月２日以降加入された方につい

て掲載します。　　　（令和４年３月31日）

【個人会員】敬称略　3,000円　以上

　　　　　　吉田　伸一

年会費

【個人会員】 １口    3,000円

【団体会員】 １口  10,000円

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）

㈱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
㈱グリーンスポーツ
㈱ミキスポーツ
㈱エスケースポーツ

☎333-7819
☎511-1615
☎533-8411
☎711-0505
☎854-3311
☎822-8885
☎987-0007

ご協力いただいているスポーツ店のご案内
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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。

表紙：川崎大師 子どもフェスタ
　　　スーパートランポリン　中田大輔選手の演技



個人の部

団体の部

川崎フロンターレ
2021明治安田生命
J１リーグ　2年連続　優勝

川崎ブレイブサンダース
第97回天皇杯
全日本選手権　２連覇！

富士通フロンティアーズ
ライスボウル
２年ぶり６度目の優勝

受賞 優勝

 神奈川県では、県の体育・スポーツ振興に功績のあった個人・団体、スポーツ競技大会で優秀な成績を収め、スポー

ツ水準の向上に功績のあった個人・団体を表彰しています。今回、令和３年度の神奈川県体育功労者及び神奈川県ス

ポーツ優秀選手が決定しました。川崎市からは個人では２名、団体は１団体が表彰されました。他にも全国大会で優

勝・日本新記録個人記録樹立など川崎市出身の方々の活躍があります。

　2021明治安田生命J1リーグで２年連続４回

目の優勝を達成しました。特に、等々力陸上競

技場では多くのサポーターの後押しを受けて

16勝３分と、年間を通じて無敗という好成績

を収めることができました。今年はＪリーグ史

上２クラブ目となる３連覇を目指します。

　Ｂリーグ１部（B1）勢同士の決勝となり川

崎ブレイブサンダースが82対72で下し、２年

連続優勝を飾りました。

　皆様の応援のおかげで、クラブ創設以来、初

めてとなる天皇杯連覇を達成することができま

した。ありがとうございます。これからも応援

よろしくお願いいたします。

　今回から社会人チーム同士の対戦となったア

メリカンフットボール日本選手権（ライスボウ

ル）はパナソニックインパルスに勝利し、２年

ぶり６度目の優勝を果たしました。川崎市ス

ポーツ特別賞も受賞しました。

　昭和42年に設立。川崎市において、「成功よりも成長」を理念とし40年

以上にわたって２つのラグビースクールの運営をはじめ、市民大会、ラグ

ビー教室や出前体験教室を実施することにより、ラグビーの普及・振興に貢

献している。また、トップリーグチーム主催の大会、県大会への参加や他地

域との交流試合及び指導者研修の実施など競技力の向上にも尽力している。

　（当協会では選手・指導者の募集を随時、行っています。）

　長年にわたりアマチュアゴルフの発展に寄与し、神奈川県ゴルフ協会の設立に尽力した。

また、川崎市ゴルフ協会の役員を歴任し、各種の競技運営に携わるとともに、ジュニアゴル

ファーの育成に全力で取り組んでいる。平成14年から10年間は、国体少年男子の監督を務め、

平成16年埼玉大会の優勝をはじめとした優秀な成績を残している。

川崎市ゴルフ協会副会長　ジュニア育成委員長

中島　廣行 様

　永きにわたり、ラグビー普及と発展に取り組み、平成27年、30年（日本開催）ワールド

カップを機会に活動を活発化し多くの成果を残した。

　「成功より成長」の理念の下に２つのラグビースクールを運営サポートし、平成30年か

らは市内対抗戦「アゼリアカップ」の開始や児童・生徒等を対象とした「体験教室」、小中

学校への「出前教室」を開催するなど、少年育成活動、一般市民への普及活動においてもそ

の功績は顕著である。

川崎市ラグビーフットボール協会会長　　川崎市スポーツ協会理事
神奈川県スポーツ協会評議員

橋本　哲夫 様

川崎市ラグビーフットボール協会

令和３年度　神奈川県体育功労者表彰 令和3年度はかわさきスポーツパートナーも大活躍しました！

ⒸKAWASAKI FRONTALE

C Fujitsu Limited

©JBA
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　2021年12月10日（木）～12日（日）３日間にわたりとどろきアリーナで開催されました。

　今回も無観客での開催となり、感染予防対策を徹底して行いました。大会はYouTubeで生配信され、選手の活躍は

多くの方々が視聴しました。無観客の会場ではトランポリンのきしむ音・選手の息遣いが鮮明に聞こえ、緊張感のある

大会となりました。

 演技の開始は予備ジャンプ（垂直ジャンプ）で高さを上げ、一つ目の種目を行ってから連続で10種目行い、最後に着

地をして終了となります。

　技を連続してできなかった場合や、ベッド以外のマットに身体が触れたり、ベッド外へ落下した場合は中断となり、

やり直しはできずその時点で演技終了となります。

　年齢別部門とマスター部門は予選で自由演技を１回行って上位８人が決勝に進出。

ジャパンオープン部門と社会人部門は、第１自由演技１回と第２自由演技１回の合計得

点により予選を競い、上位８人が決勝に進みます。全部門の決勝進出者は持点０点で再

度自由演技を１回行って最終順位を決定します。

　演技は安定した高さ、フォームの美しさ、移動（トラベリング）しない安定感、そし

て難易度からの観点から採点されます。選手たちはより高く、より美しく、より高難度

な技に挑み続けています。

　競技ルールはオリンピック開催後に改正することが多く、東京オリンピック後のルー

ルは第１演技がなくなり、第２演技を２回実施した後、良い得点を採用するルールに変

更されました。（2022年より適用）選手にとっては難しい演技を２回実施することにな

ります。体力・メンタルもこれまで以上に必要になり、戦い方もかなり変わると思われ

ます。

　2021 川崎トランポリンジャパン オープン 兼 全日本社会人選手権 兼
JOCジュニアオリンピ  ックカップ　結果報告

トランポリン競技とは

中山会長による開会宣言
写真提供 Ⓒフォトクリエイト
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　散策に来た子どもたちが、興味深く

パネルを眺めたあと、配架した英国旗

のフラッグを振りながら緑地内に繰り

出す様子がとても印象的でした。

賞 学校名 学年 名前

川崎市教育委員会賞
総合的に審査

東高津小学校 ５年 安達　　敦
金程中学校 ３年 桑折　美桜
大戸小学校 PTA 小山内幸子

他　１名

川崎市学校給食会理事長賞
栄養面を主に審査

坂戸小学校 ５年 落合　智成
富士見台小学校 ３年 岩田　侑馬
川崎高等学校 １年 衛本　桃奈
宮前平小学校 PTA 西尾　　恵

JAセレサ川崎賞
旬の食材面等を主に審査

片平小学校 ５年 佐藤　美織
久本小学校 １年 藤原　玲奈
川崎総合科学高等学校 1年 田中　大地
西有馬小学校 PTA 城所　貴美

賞 学校名 学年 名前

味の素賞
栄養面を主に審査

西梶ヶ谷小学校 ２年 太田　真珠
川崎高等学校 １年 野口　　咲
平小学校 PTA 高瀬　純子

川崎市PTA連絡協議会
会長賞

見た目・企画力等を主に審査

旭町小学校 １年 松本　愛叶
下沼部小学校 ３年 藤原　悠菜
川崎総合科学高等学校 １年 鶴田　恵土
川崎高等学校 ２年 倉本　結莉
日吉小学校 PTA 丸山　仁美

他　１名

　川崎市は英国のホストタウンとして、2021年夏、東京2020大会へ出場した英国代表チームの事前キャンプを受

入れました。受入れの思い出を振り返るため、英国代表チームから寄贈された記念品や、練習風景の写真パネルな

どを市内の商業施設や７区の公共施設等において展示する、英国川崎キャンプ記念巡回展「KAWASAKI is GREAT」

を開催しました。

　コロナ禍により、選手たちとの直接的な交流イベントを実施できなかったことから、17施設で行われた本巡回

展を通じて、多くの市民の皆さまに、英国から「過去最高の事前キャンプ地」と称賛された「川崎のおもてなし」

の雰囲気を伝え、東京2020大会の感動の共有やシビックプライドの醸成につなげました。

　会場では、大型写真パネルによる事前キャンプや大会の様子の紹介、英国選手のサイン入りユニフォームや

シューズ、サイン入りボード、その他英国ゆかりのバナーなどの装飾品を展示しました。

　１月19日に川崎市教育文化会館において、審査会が実施されました。「作りての想いや栄養面・作りやすさ」につい

て総合的に審査され、スタミナ面を中心に川崎市スポーツ協会会長賞４作品が決定しました。

　受賞された皆さんに①作品のテーマ　②誰のために作りましたか　③作品に込めた思いをお聞きしました。

　上野動物園の双子パンダ

の公開抽選にはずれて大泣

きをしていた妹のために、

パンダおにぎりと大好きな

お肉タワーを作りました。

妹が見た瞬間、笑顔になれるように好きな物を食べ

やすく工夫しました。

千葉　愛斗 さん

川崎市立宮内中学校　１年

　プロトランポリンプレーヤー中田大輔さんの指導によるトランポリン体験教室は、抜けるような青空の下で行わ

れました。着ぐるみのゴリちゃんも特別参加。子どもたちは、優しくわかりやすい指導のもと次々とトランポリン

の上でジャンプする楽しさを味わうことができました。　　　　　　　

生田緑地東口ビジターセンター
　数々の装飾を設置し、市民ホールは

英国事前キャンプの雰囲気さながらに。

英国選手の写真を見つめ英国への情熱

を語るお客さんもおられました。

宮前区役所
　３月22日（火）から４月17日（日）

まで１か月近くの長期展示を行いまし

た。川崎市の英国事前キャンプPR大

使である「きかんしゃトーマスとなか

またち」のグッズが大人気！

中原図書館

記憶として残していくことの大切さ

英国代表チーム川崎キャンプを振り返る記念巡回展を開催
KAWASAKI is GREAT

スーパートランポリン５月３日（祝・火）限定！

　応募作品260（小学生：51作品　中学生：19作品　高校生：166作品　一般：24作品）

第13回　交流・生活習慣改善事業　川崎市ＰＴＡ連絡協議会主催

各賞の受賞者

食育推進コンテスト　表彰

双子パンダプレート
４歳の妹のため作りました。

　寒い冬を乗り越えられるように作りました。

金澤　眞斗 さん

川崎総合科学

　　高等学校　１年

芯から温まるホクホク鍋
家族のために作りました。

　普段、忙しそうな姉にお弁当で笑ってもらおうと

思い作りました。以前、姉の好きなゲームのキャラ

クターのお弁当を作るととても喜んでくれたので今

回も見た目の可愛い物にしました。

榎本　成美 さん

川崎市立

　宮崎中学校　１年

一目見て くすっと笑えるピヨピヨ弁当
姉のために作りました。

筋トレしている人の

１日に必要なたんぱ

く質量は体重１㎏に

対して２ｇなので、その半分のたんぱく質が取れる

ように調整しています。また、一番筋肉に吸収され

やすいと言われている炭水化物とたんぱく質を３：

１の割合にして作りました。

永瀬　冬弥 さん

川崎総合科学

　　高等学校　１年

筋トレメシ
自分のために作りました。
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　毎年行われている「市内小学校等における障がい者スポーツ体験講座実施支援業務委託」の一環で今年度、市内

の老人福祉センター等の各施設で、障がいのあるなしに関わらず、幅広い世代が楽しめるボッチャ体験会を12ヶ

所程度実施する予定です。

　ボッチャは誰でも参加でき、ご存知の通り頭脳戦でもありチームプレイでもあります。皆さんとコミュニケー

ションを取りながら「ボッチャの魅力」を楽しく伝えていきます。

　2022北京冬季オリンピック、フィギュアスケート男子シングル、銀メダリスト 鍵山優真選手はこの横浜銀行ア

イスアリーナでいつも練習していました。

　「同じリンクに立てて嬉しい♪」と多くの参加者から感想をもらいました。初めて参加された方も最後は１人で

滑れるようになり、楽しんでいました。

　川崎市が新たに創設した「かわさきス

ポーツアンバサダー」に認証された、川

崎新田ボクシングジムの新田渉世会長と

日本スーパーバンダム級王座の古橋岳也

選手が、報告を兼ねて中山会長を訪問さ

れました。

　「かわさきスポーツアンバサダー」は川崎市を拠点に競技活動

し、国際・国内大会などで良好な成績を収め、地域活動に貢献して

いるスポーツ団体です。中山会長から祝意を述べられ、新田会長か

ら認証されたことで、今後の試合に向けての意気込みとともに地域

活動の取組みについて報告がありました。

　今回の訪問は、お互いの事業に対する理解がさらに深まる有意義

なものでした。

川崎新田ボクシングジムホームページ：http://www.nittagym.com/

試合の日程等の確認などは

今年も夏に開催する予定で調整しています。日程等詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたします。

　宮前老人福祉センター「いきいきセンターボッチャ大会の様子」
練習を重ねて挑んだ大会！皆さん、とても楽しみながら真剣に勝負していました

※令和３年度をもちまして、多摩川リバーサイド駅伝in川崎は終了いたしました。

　毎年恒例、多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎・第23回川崎市高等学校駅伝大会を開催してきましたが、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、大会が２年連続中止となりました。今回は市内３か所で地域に合った内容で開催。

参加者全員が万歩計を付けて参加。どの会場が一番走りこんだかな？

・参加：21名
・歩数合計：107,522歩
・距離換算：129,026Km
　専修大学陸上競技部の選手が指導
最後は３チーム対抗のリレーで盛り
上がりました。

柿生小学校・麻生区
スポーツ健康ロード

北部

・参加：51名
・歩数合計：159,194歩
・距離換算：127,355Km
　走り方のコツを学んだ後は川崎フ
ロンターレの選手が使用している
ロッカーなど普段入れない場所を見
学しました。

等々力陸上競技場

中部

・参加：21組（42名）
・歩数合計：153,505歩
・距離換算：148,296Km
　普段、入れないトラックに親子で
参加。走り方のコツを指導しました。
　傾斜のあるコースは上るだけでも
大変。競輪選手の走りに圧倒されま
した。

川崎競輪場

南部

ボッチャ体験会

かわさきスポーツアンバサダーに
認証されました

2022．３．21開催　≪駅伝代替イベント≫

川崎新田ボクシングジム　
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令和４年度　スポーツイベントカレンダー（予定）

４月

４（毎週月）　桜本センター　ワンコインスポーツ教室

５月

７土　こども相撲大会　　　　　　　　　　 【富士見公園 相撲場】

10土～　子ども体力向上スポーツ教室

　　　　月曜日：バレーボール教室　　　　　　　　　

　　　　火曜日：ミニバスケットボール教室

　　　　金曜日：走り方教室

　　　　　　　　　　　【古市場小学校】

６月

25土　（公財）川崎市スポーツ協会表彰式　　 　　【川崎高等学校】

７月

24日　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】

30土　学童泳力記録会　　　　　　　　　　　　　 【橘高等学校】

30土　かわさき多摩川マラソン　プレイベント　ゆるスポ―ツ体験

　　　　　　　　　　　　　 【GRAND TREE ４階】

９月

10土　バレーボールふれあい教室　　　　　 【とどろきアリーナ】

18日　★かわさき多摩川マラソン　プレイベント　走り方教室

【催し物広場 他】

27火～　初心者なぎなた教室　全６回　　　 【とどろきアリーナ】

10月

22土　★かわさき多摩川マラソン　プレイベント　走り方教室

【催し物広場 他】

11月

５土　★かわさき多摩川マラソン　プレイベント　走り方教室

【催し物広場 他】

20日　かわさき多摩川マラソン2022　　　　 【等々力陸上競技場】

12月

８日木～11日　2022川崎トランポリンジャパンオープン

　　　　　　　　　　　【とどろきアリーナ】

令和５年
３月

・予定　歩数でつなぐレッツエンジョイランニング 【会場：未定】

・２月～３月予定　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】

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。
　ホームページ：https://kawaspokyo.jp

★かわさき多摩川マラソンプレイイベントの詳細は、決まり
次第ホームページに掲載します。

大人のためのエクササイズ

「ワンコインスポーツ教室」 は大好評！

食育に関連した

「親子手打ちうどん教室」

川崎市青少年の家
ってこんなところ！

研修室
プレイホールを始めスポーツ活動など、多様な活動ができる研修室があります。

　川崎市宮前区の閑静な住宅街の中に建つ「川崎市青少年の家」は、研修・合宿、野外活動など、様々な用途に合わせ

た利用ができる施設です。ここでは、研修施設やイベントの一部を紹介します。

詳細は電話にてお気軽にお問い合わせください！
電話：044-888-3588（受付：9:00～20:00）

　園庭ではBBQやキャンプ
ファイヤーができます。
　スポーツ合宿で親睦を
深めるのに最高です！他に
も盛りだくさんなイベント
を用意しています。

↑HPはこちら
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素直に受け入れることが、スポーツを楽しむ上で重要なことと

されているのです。だから、疑惑の判定などに対しても、日本

人は反応が少し遅いように感じるのは気のせいでしょうか。

瞬時のうちに審査したり判定したりすることができる制度の

高い機器もこれからますます発達してくるでしょう。人が人

を審査したり判定したりするのは大変難しいということを私

たちは知っているからです。でも、だからこそスポーツは楽し

いのかもしれません。

　夏冬のオリンピックが立て続けに開かれ、世

界中の人々がアスリートたちの活躍に胸を躍ら

せました。またその一方で、競技の審査や判定

の在り方があらためて大きな問題として取り上

げられました。

　日本の学校体育では、「勝敗に対する正しい態

度」が重要視されています。たとえ審判の裁定

に不満があっても文句を言わないとか、勝敗を

編

後

集

記

スポーツ協会掲示板お知らせとお願い ＜詳細は事務局まで＞

■■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。

令和４年度（公財）川崎市スポーツ協会 賛助会員加入のお願い

　次のスポーツ店では、

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。

令３年度　賛助会員追加

113号では令和３年１２月１日までに加入

された団体・個人のお名前を掲載しました。

今号では12月２日以降加入された方につい

て掲載します。　　　（令和４年３月31日）

【個人会員】敬称略　3,000円　以上

　　　　　　吉田　伸一

年会費

【個人会員】 １口    3,000円

【団体会員】 １口  10,000円

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）

㈱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
㈱グリーンスポーツ
㈱ミキスポーツ
㈱エスケースポーツ

☎333-7819
☎511-1615
☎533-8411
☎711-0505
☎854-3311
☎822-8885
☎987-0007

ご協力いただいているスポーツ店のご案内
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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。

表紙：川崎大師 子どもフェスタ
　　　スーパートランポリン　中田大輔選手の演技


