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実業の斎藤佑樹選手で、948球という驚くべき数です。このことと、そ

の後の選手としての活躍とどのような関連があるのでしょうか。

　プロ野球で今年の４月10日にパーフェクトゲームを成し遂げた佐々木

朗希選手（千葉ロッテマリーンズ）が、甲子園の決勝で、プロ入り後１

年間公式試合で投げさせてもらえなかったのは有名な話です。高校時代

とプロ１年目のそれぞれの監督さんに拍手を送ります。

　令和４年の夏の高校野球を観ながら、甲子園のスコ

アボードに「投球数」が掲示されるのを見つけました。

なにかと問題視されていた高校生の投球数に目を向け、

何らかの制限を加えていこうという方向性が数年前か

ら少しずつ見えてきました。休養日などを設けている

のも同様の趣旨です。

　夏の甲子園の投球数ランキング１位は2006年早稲田

編

後

集
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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。

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

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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　毎年大型連休の終盤にこども相撲大会は開催されます。

　５月７日（土）小雨の中、56名（うち女子25名）が参加し優勝を

目指し競いました。

　今回は女子選手の参加が多く、粘り強い取り組みで、会場を盛り

上げてくれました。

今年初めて参加した。優勝

できて、嬉しい。負けると

悔しくて涙が出てきた。

◆母の日はお花と手紙をプ

レゼントする

今年も優勝できて嬉しい。

稽古するのが楽しい。もっ

と強くなりたい。優勝でき

て自信がついた。

◆バラの花をプレゼントす

る予定。

優勝して嬉しい。

◆母の日はいつも花束をプ

レゼントしている。

昨年は準優勝だった。今年

はリベンジできた。

◆母の日のプレゼントは何

も考えていない。今日の

優勝がプレゼントになる

と思う。

３年生：金子 元気さん ４年生：喜屋武 真太郎さん ５年生：平野 純勇斗さん ６年生：水野 大地さん

中山会長　挨拶写真

第 66 回

はやの柔道クラブA 金子　元気

森本　紗愛

上森しず梛

笹野　龍愛

喜屋武真太郎

藤田　大輝

伊藤　駿汰

賀川　眞聖

平野純勇斗

溜　　昊輝

新里　夏音

杉村　翔空

水野　大地

３年生 ４年生 ５年生 ６年生

吉田虎太郎

後藤　悠大

横山みなみ

優　勝 優　勝

個人の部

準優勝

３　位

３　位

準優勝

３　位

３　位

川崎すもうクラブC

川崎すもうクラブA

川崎すもうクラブB

団体の部

大　会　結　果

個人の部　優勝者に聞きました。「明日の母の日に何かサプライズを考えていますか？」



団体の部　優勝者に聞きました。「明日の母の日に何かサプライズを考えていますか？」

９年連続出場しているカリタス学園に聞きました。

団体の部優勝：はやの柔道クラブA
　初めて参加した。楽しかった。団体戦だから自分が負けても他の人

が挽回してくれるから良かった。柔道とは違って組手ができないから

コツが分からなくて苦労した。

◆母の日のプレゼントはもう花をあげた

①大会に参加されたきっかけやねらいはなんですか？
　９年ほど前に、この大会があるのを知りました。当時、川崎市主催のスポーツイベント

にたくさん参加したいと思い、色々なスポーツイベントに参加してきました。その一つが、

この大会でした。当時は「アウトドアクラブ」というクラブに所属する子どもたちで参加

していましたが数年前にクラブ活動がなくなり、近年では、希望者を募って参加していま

す。

②参加児童の募集をどのようにされましたか？
　「川崎市で、こんな大会があります」と、３～６年生の保護者に案内を配り、参加した

い児童を募りました。

③参加するに当たってどのような準備をされましたか？
　参加者が決まってからは休み時間を使っての練習。

④参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。
児　童：「とても楽しかった」

　　　　「男の子と対決したけど、勝つことができて嬉しかった」

　　　　「準優勝できて嬉しかったです。次回は、優勝狙います」　

保護者：「まさか、本格的な相撲大会とは思わず申し込みましたが、参加できて良かった

　　　　  と思います。試合では負けましたが、参加することに意義があると思いました」

　今年度は女子選手の参加が多く、大会を盛り上げてくれました。今大会に興味

を持ち、練習に励み大会に挑んでくれたことをうれしく思います。来年もぜひ参

加してください。

　練習ではいつも勝ってい

たので自信がついた。決勝

戦で負けてしまい、とても

悔しいです。来年もう一度、

挑戦したい。団体戦では、

戦った相手、全員が力が強

かった。

◆母の日はお気に入りのビー

　ズで手作りブレスレットを

　プレゼントします。

個人の部

３年生　準優勝

森本　紗愛さん

スポーツ協会研修会・加盟団体連絡会を開催
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度以降開催できなかった、スポーツ

協会研修会・加盟団体連絡会が２年ぶりに７月16日（土）に開催され、加盟団体の役員を

中心に34名が参加されました。

第１部：研修会では、東京女子体育大学　塚原由佳教授による「女性アスリートの過度な運動に

よる弊害と予防」をテ－マに講演がありました。主に陸上競技をする上で、無月経の問

題だけでなく肉離れ・捻挫・疲労骨折・オ－バ－トレーニング症候群など、年代別に起

こりうる弊害と予防について説明がありました。

　　　　　統計デ－タを用いながら、スボ－ツをする上で起こる弊害と練習時間・食事・種目・

競技開始年齢・BMIなどとの関係を分かり易く説明され、参加者からは「スポーツをす

る・指導する上で大変参考になった」と好評でした。

第２部：加盟団体連絡会では、２年ぶりの開催であることから、参加者と事務局

職員の紹介からはじまり、事務局から市民スポーツ大会への名称変更・

各種事業の申請手続き・新型コロナウイルス感染防止対策グッズの活用

などを説明し、加盟団体に事業協力をお願いしました。

　7月24日（日）猛暑の中、

横浜銀行アイスアリーナに

は86人が参加しました。

　初めての方も最後は滑れ

るようになりました。

　７月30日（土）グランツリー武蔵小杉

で「ゆるスポーツ体験イベント」が開

催され290人が参加しました。

　このイベントは「かわさき多摩川マ

ラソン2022」のプレイベントの一つで

多くの方にマラソンの事を知ってもら

い、参加も呼びかけました。参加者は

決してゆるくない？種目を楽しんでい

ました。

　7月30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。

川崎市内の小学１年生～６年生までの

児童約320人が参加。第１部：10種目・

第２部：20種目を実施。第２部女子

50m自由形・100m自由形で大会新記

録が出ました。

　本大会の記録は川崎水泳協会のホー

ムページに記載されます。

http://kawasuikyou.sports.coocan.jp/

スケート＆
　　 アイスホッケー　
　　　　　　　　　教室

スケート＆
　　 アイスホッケー　
　　　　　　　　　教室

ゆるスポーツ体験
　　　　　　　イベント
ゆるスポーツ体験
　　　　　　　イベント 第48回　

川崎市学童泳力記録会
第48回　

川崎市学童泳力記録会

次回、冬の教室は

2月12日（日）に決
定！

左 ５年生　杉村　翔空さん

　初めて参加したが楽しかった。準々決勝は相手が大きくて勝てるか

不安だった。取り組みも長かった。

◆母の日だと知らなかった。ケーキがいいかな。

中央 ６年生　後藤　悠大さん

　勝ち負けより楽しかった。トロフィーがもらえると分かったらプレッ

シャーがかかった。

◆母の日は何も用意してないけど今日の優勝をプレゼントする。喜ん

　でくれると思う。

右 ４年生　藤田　大輝さん
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第１弾！第１弾！

第２弾！第２弾！

　「ねんりんピックかながわ2022」に向け、川崎市開催

の３種目に出場する選手への応援フォトモザイクアート

が完成。

　この作品には、2021年に行われたリハーサル大会等

を通じて、多くの皆さまにご参加いただき、517枚の写

真が使用されています。

　競技会場となる大師球場・等々力球場・とどろきアリー

ナ・カルッツかわさきの４会場に大会期間終了まで展示

されています。

　 川崎市スポーツフェスタ 2022 が等々力緑地で開催！とどろきアリーナ２階ではなぎなた体験教室を開催します。

川崎市なぎなた連盟の方が防具などを使って、打ち込みもできます。事前申し込み不要で、誰でも気軽に参加できるので、

ぜひお越しください。詳細等は川崎市ホームページをご覧ください。https://www.city.kawasaki.jp
川崎市トップページから「川崎市スポーツフェスタ 2022」で検索。

　プロボノとは仕事上のスキルや知識を活かして行う社会貢献

活動のこと。NECの社員ボランティアチームであるNECプロボ

ノ倶楽部ではインターネットから操作できるボッチャ用のラン

プを製作し、川崎市内を中心に普及活動に取り組んでいます。

◆オンラインボッチャとは
　上肢や上腕などに障がいがある方が、ボッチャ競技の球を

投げる投てき補助具（ランプ）をインターネットから操作で

きるようにした事で、誰でも、何処からでも参加できるボッ

チャ競技で、2020年にできたものです。

　コロナの影響で自由な外出やボッチャイベントの開催が厳

しくなっている中で、ボッチャ競技を密を避けたリアルな競

技会場での“オンサイト参加”や、自宅や教室、会場をインターネットで結び、遠隔での“オンライン参加”とハイブリッド

な大会の開催が可能になるため、多様な参加者が自由な場所から、一緒にボッチャ競技を楽しむことができます。

　例えば、寝たきりで重度障がい者の子どもがベッドの上から、健常の子どもたちが、学校や市内のこども文化センターなど

のボッチャ会場で、お互い一緒にボッチャ競技を楽しむことができます。このように、オンラインボッチャは、ダイバーシティ

＆インクルージョンに対応し、年齢・能力・国籍・場所、障害の有無などを問わず、あらゆる方々がインターネット上とリア

ルの場所で集いボッチャ競技を楽しみ、仲間とコミュニティを作ることができます。

◆オンラインボッチャの仕組み
操  作  方  法：パソコン、スマホ、タブレットPadなどのブラウザ画面でのリモート操作

競技の楽しみ：オンライン会議システムで会場の様子を複数画面で確認、ランプの挙動や投てき方向、強さなどを決定

遠  隔  動  作：ランプの水平移動、発射速度調整（ボール高さ調整）、発射角度（向き）の操作

盛り上げていきましょう♪盛り上げていきましょう♪

NECプロボノ倶楽部が始動︕

川崎市スポーツフェスタ2022

オンラインで参加していただいた皆様
画面を見ながら手元のパソコンやタブレット、スマートフォンで
ランプを操作します。

2022.４.３オンラインボッチャ体験会＠CACの様子
ボッチャコート提供：（株）CAC　Holdings

障がい者が行うランプ

での投てきを介助者が

補助・支援しながら投

てきを行う

インターネットの遠隔

操作でランプロボット

が投てきを行う

◆NECプロボノ倶楽部の関わりと今後の活動
　川崎市を中心に地域や企業と連携した地域共創活動として自

主的な活動を開始しています。川崎市内の川崎市立総合科学高

校や県立中原養護学校の児童・生徒、こども文化センターなど

の子どもたちとも連携し普及活動やイベントを様々に計画中です。

　高齢者や障がいのある子どもたちなど、孤独・孤立の解消、

共生社会の実現に向け、オンラインボッチャを通じたイベント

企画を川崎から全国に向けて活動を広げていく計画です。

≪川崎市から世界に広げたい！≫

　川崎市内の活動仲間を募集しています。支援者のみなさんと

一緒にこのダイバーシティ＆インクルージョンなオンライン

ボッチャの活動を広げたいと考えています。

①ボッチャ用ランプ
【 ターンテーブル部】
　②ターンテーブル
　③ターンテーブル用モーター
④制御部 
【ホッパー部】
　⑤ホッパー（ボールホルダー／ゲート）
　⑥ホッパー用モーター
　⑦ホッパー用滑車／ワイヤー
　⑧ゲート用モーター
【センサー】
　⑨ホッパー上限検出用センサー
　⑩ホッパー下限検出用センサー

フォトモザイクアート
（ねんりんピックかながわ2022）
フォトモザイクアート

（ねんりんピックかながわ2022）

10月10日（祝・月）川崎市スポーツフェスタ202210月10日（祝・月）川崎市スポーツフェスタ2022

第３弾！第３弾！

　大師公園・等々力緑地にてイベントを開催！ねんりんピックの交流大会開催と同時にステージや物販・競技体験・キッチ

ンカーなど、川崎の魅力を発信！地域にお住いの皆様が楽しめるイベントを開催します！　

イベントに参加して大会を更に盛り上げましょう♪

11月３日（日）イベントを開催11月３日（日）イベントを開催

※シンボル制作　NPO 法人 Studio FLAT 協力

とどろきアリーナ展示の様子

令和４年度　スポーツイベントカレンダー（予定）

９月

10土　NECレッドロケッツバレーボール教室
   【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 【等々力緑地】
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 【等々力緑地】

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 【等々力緑地】
20日　かわさき多摩川マラソン2022 【等々力陸上競技場】

　　　　　　　★他にもプレイベントを予定しています：日程未定

12月

 8 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】

12月26日月～28日水・１月４日水～６日金
　　　　　　冬休みスキー＆スノーボード教室
　　　　　　８コース予定 【スノーヴァ新横浜】

令和５年

２月

12日　スケート ＆アイスホッケー体験教室　※時間未定
   【横浜銀行アイスアリーナ】

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】

３月下旬予定  春休みスキー＆スノーボード教室
　※日程未定　 【スノーヴァ新横浜】

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

オンラインボッチャ　ロボットランプ　構造イメージボッチャとオンラインボッチャの違い

競技用ランプ
オンラインボッチャ

ロボットランプ
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川崎市立西中原中学校

女子ハンドボール部

　部長

　清水　菜々子さん（左）　

　キャプテン

　山田　夏生さん（右）

　全国健康福祉祭（愛称：ねんりんピック）は、スポーツや文

化種目の交流大会をはじめ、健康や福祉に関する多彩なイベン

トを通じ、主に60歳以上の高齢者を中心とする国民の健康保持・

増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、ふれあいと活力あ

る長寿社会の形成に寄与するため、昭和63年（1988）年から毎

年開催されています。

　令和４年（2022年）の第34回全国健康福祉祭は、神奈川県、

横浜市、川崎市、相模原市等の主催で、神奈川県内で初めて開

催します。参加予定人数は延べ約60万人（観客を含む）。

　新型コロナウイルス感染症対策を万全に行い、安心・安全な

大会を行っていきます。

　川崎市では、かながわ大会に向けて、各競技団体に御協力いただ

き、例年の約2.5倍となる過去最大の29種目303名の選手団を派遣し

ます。初開催種目となる、サーフィンやスポーツチャンバラを含め

た９種目が初参加となります。

　11月12日（土）開催の横浜アリーナで行われる総合開会式には、

全国から約１万人の選手が集い、11月15日（火）までの４日間にわ

たって開催され、日ごろの練習成果を発揮していきます。

　過去２年中止となり、３年ぶりの開催となる「ねんりんピックか

ながわ大会」での川崎市選手団の応援をお願いします！

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

電　話：044－200－0073　　FAX：044－200－3926

メール：40zaitak@city.kawasaki.jp

　表彰式では受賞者・受賞チームに対

して、副賞が授与されました。

　これは川崎信用金庫様より「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

の発展を期していただきたい」との趣

意のもとご提供いただいたものです。ねんりんピックかながわ2022

川崎市特設サイト

場　所：カルッツかわさき

　　　　（川崎市川崎区富士見１-１-４）

開催日：11月13日（日）

　このたびは川崎市スポーツ協会より「奨励チーム

賞」をいただき、誠にありがとうございます。

　素晴らしい賞をいただき、とても嬉しく感じていま

す。本日大会のため出席できない男子チームも含めて、

チームを代表してお礼を申し上げます。

　西中原中学校ハンドボール部は、昨年度の神奈川県

ハンドボール新人大会で10年ぶりに男女アベック優勝

を果たし、第17回春の全国中学校ハンドボール大会

に出場することができました。

　結果は男子がベスト８、女子がベスト16でした。こ

の大会に出場することは、私たちの悲願でもありまし

たが、私たちの先輩方のためにも絶対に出場したい大

切な大会でした。

	私たちは入学当時から新型コロナウイルス感染拡大

により、学校が休校し部活動もできない状況でした。

７月にやっとハンドボール部へ入部ができました。そ

の当時の３年生は、県新人戦で優勝していたにもかか

わらず、春の全国大会が中止になるという、とても悲

しい状況の中、私たちに優しくハンドボールを教えて

くれました。夏の大会があると信じて自分たちができ

ることをやろうとしている姿にあこがれを感じていま

した。しかし、その年、夏の全国大会も中止となり先

輩たちが成し遂げられなかった全国制覇という目標を

私たちが叶えたいという思いが、今回の春の全国大会

出場につながったと思います。今回の大会に出場した

ことで、全国の強さを知り、自分たちの課題を得るこ

とができ自分たちがまだまだ成長していけるというこ

とを改めて実感しました。

　日々の練習を大切にし、仲間と支えあいながら、頑

張っていきたいと思います。また、大会に出場するに

あたって、チームを支えてくれた先生方や地域の方々、

卒業生の先輩方、そして私たちの家族のサポートが大

きな力となりました。制限がある中で安全な大会の運

営をしていただいた大会関係者の方々にも感謝してい

ます。皆様の応援があったからこそ、私たちはハンド

ボールができているのだと実感しました。私たちが成

長し、結果を出していくことで恩返しができるように

頑張りたいと思います。　　　　　      （挨拶文抜粋）

受賞者代表　挨拶受賞者代表　挨拶

副賞は川崎信用金庫提供
場　所：とどろきアリーナ

　　　　（川崎市中原区等々力１-３）

開催日：11月13日（日）～14日（月）

ねんりんピックかながわ2022　川崎市実行委員会事務局（川崎市健康福祉局高齢者在宅サービス課内）

場　所：大師球場

　　　　（川崎市川崎区大師公園１）

　　　　等々力球場

　　　　（川崎市中原区等々力１）

開催日：11月13日（日）～15日（火）

軟式野球

なぎなた

ダンススポーツ

　令和３年度公益財団法人川崎市スポーツ協会表彰式が６月25日（土）川崎市立川崎高等学校講堂で行われました。

　式典には加藤順一副市長をはじめ、橋本勝川崎市議会議長、熊谷雅仁川崎信用金庫常務理事、関進川崎商工会議所副会頭など

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、賞状と副賞が授与されました。

体育功績賞：17名 特別優秀賞：４組 優秀賞：個人の部（４名）

優秀賞：団体の部（３組） 奨励賞：個人の部（23名） 奨励賞：団体の部（21組）

川崎市では３種目の競技を開催！

体育功績賞の皆様体育功績賞の皆様

特別優秀賞・優秀賞の皆様特別優秀賞・優秀賞の皆様

川崎市選手団が各地域で参加！川崎市選手団が各地域で参加！

奨励賞の皆様奨励賞の皆様
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≪体育功績賞≫

・鈴木　　大（陸上競技協会推薦）

・本間　則之（野球協会推薦）

・小嶋　政三（バレーボール協会推薦）

・石井　悦子（テニス協会推薦）

・早川　信幸（ソフトテニス協会推薦）

・石井　重信（柔道協会推薦）

・小山　則夫（剣道連盟推薦）

・早川　芳男（相撲連盟推薦）

・小元　徹久（山岳協会推薦）

・小川　規恵（スキー協会推薦）

・宮田光太郎（スキー協会推薦）

・曲木　絵里（体操協会推薦）

・髙橋　裕美（少林寺拳法協会推薦）

・鈴木伊一郎（空手道連盟推薦）

・今村　成一（ハンドボール協会推薦）

・松本　　享（ソフトボール協会推薦）

・横田五百男（ゲートボール連合推薦）

≪奨励賞：個人の部≫

・バドミントン協会推薦
　田代　陸人（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　男子シングルス出場
　福田　紗奈（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　女子シングルス出場
　西尾　実莉・鈴木あおい・田中　子嘉（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　女子ダブルス出場

・テニス協会推薦
　浅沼　栄子（百合丘ファミリーテニスクラブ）第83回日本商業開発㈱全日本ベテランテニス選手権大会　女子70歳以上シングルス出場
　松井七乃花（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　女子シングルス出場
　馬場アリ―チェ（桐光学園中学校）第48回全国中学生テニス選手権大会　女子シングルス出場

・ソフトテニス協会推薦
　高橋　智子・西川　淳子（むつみクラブ）令和３年度東日本ソフトテニス選手権大会　女子ダブルスシニア55優勝

・スキー協会推薦
　木幡　海斗（法政大学第二高等学校）第71回全国高等学校スキー大会　男子大回転出場 
　木幡　岳斗（法政大学第二高等学校）第71回全国高等学校スキー大会　男子回転出場

・体操協会推薦
　由利　泰成（市立柿生中学校）第52回全国中学校体操競技選手権大会　男子個人総合出場

・川崎市中学校体育連盟推薦
　岩瀬　智也（市立高津中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　男子100ｍ自由形出場
　川井　健洋（市立金程中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　男子200ｍ自由形出場
　上川畑　皇（市立宮崎中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　男子200ｍ背泳ぎ出場
　澤﨑　舞衣（市立野川中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　女子50ｍ自由形出場
　津田　莞太（市立生田中学校）第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子1500ｍ出場
　菊田　響生（市立田島中学校）第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子400ｍ出場
　山崎　天心（市立御幸中学校）第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子100ｍ出場
　沖田　結菜（市立柿生中学校）第52回全国中学校柔道大会　女子個人48Kg級出場

・事務局推薦
　小川　　舞（専修大学少年少女レスリング教室）東京都知事杯第12回全国中学選抜レスリング選手権大会　女子50Kg級出場
　川路　悠介（専修大学少年少女レスリング教室）東京都知事杯第12回全国中学選抜レスリング選手権大会　男子57Kg級出場

≪奨励賞：団体の部≫

・野球協会推薦
　久本ブルーエンジェルス　第41回高円宮杯全日本学童軟式野球大会　マクドナルド・トーナメント出場
　菅フェニックスクラブ　　第11回全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大会出場

・バレーボール協会推薦
　市立橘高等学校　男子バレーボール部　第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会出場
　市立橘高等学校　女子バレーボール部　第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会出場
　市立橘高等学校定時制　男子バレーボール部　第48回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会出場
　市立橘高等学校定時制　女子バレーボール部　第48回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会出場
　市立橘高等学校定時制　男子バレーボール部　第48回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会出場
　Smi le　令和３年度全国大会シルバー・レディース・スポレク・フリー 神奈川県予選会優勝

・バスケットボール協会推薦
　桐光学園高等学校　　　男子バスケットボール部　令和３年度全国高等学校総合体育大会出場
　法政大学第二高等学校　男子バスケットボール部　令和３年度全国高等学校総合体育大会出場

・バドミントン協会推薦
　法政大学第二高等学校　男子バドミントン部　令和３年度全国高等学校総合体育大会　男子学校対抗出場

・テニス協会推薦
　桐光学園中学校　　　　女子テニス部　第48回全国中学生選手権大会　女子団体出場
　桐光学園高等学校　　　女子テニス部　第12回全国私立高等学校テニス選手権大会　女子団体出場
　法政大学第二高等学校　男子テニス部　第12回全国私立高等学校テニス選手権大会　男子団体出場
　法政大学第二高等学校　女子テニス部　第12回全国私立高等学校テニス選手権大会　女子団体出場

・体操協会水推薦
　白土新体操クラブ　第39回全日本ジュニア新体操選手権大会　女子団体競技ボール出場

・ハンドボール協会推薦
　法政大学第二高等学校　男子ハンドボール部　令和３年度全国高等学校総合体育大会出場
　市立西中原中学校　男子ハンドボール部　第50回全国中学校ハンドボール大会出場
　市立西中原中学校　女子ハンドボール部　第17回春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場

・中学校体育連盟推薦
　市立富士見中学校　柔道・相撲部　第51回全国中学校相撲選手権大会　男子団体戦出場
　市立西高津中学校　駅伝部　第29回全国中学校駅伝大会出場

≪特別優秀賞≫

・川崎ブレイブサンダース（バスケットボール協会推薦）
　第97回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会優勝
・富士通レッドウェーブ（バスケットボール協会推薦）
　第88回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会３位
・川崎フロンターレ（事務局推薦）
　2021明治安田生命J１リーグ優勝
・富士通フロンティアーズ（事務局推薦）
　アメリカンフットボール日本選手権
　プルデンシャル生命杯 第75回ライスボウル優勝

各賞の受賞者

川崎ブレイブサンダース 様 川崎フロンターレ 様

≪優秀賞：個人の部≫

・張本　美和 （卓球協会・中学校体育連盟推薦）
　第52回全国中学校卓球大会 女子シングル優勝
・髙田　健二（テニス協会推薦）
　第83回地主株式会社全日本ベテランテニス選手権大会 
　　男子85歳以上ダブルス優勝
・谷津　正次（テニス協会推薦）
　第83回地主株式会社全日本ベテランテニス選手権大会 
　　男子85歳以上シングルス優勝
・馬場　圭美（スキー協会推薦）
　2021ワールドパラアルペンスキーアジアカップ
　　女子知的障害クラス大回転・回転優勝

田代　陸人 様

久本ブルー
エンジェルス 様

菅フェニックス
      クラブ 様

市立橘高等学校
男子バレーボール部 様

市立橘高等学校
女子バレーボール部 様

市立橘高等学校定時制
男子バレーボール部 様

市立橘高等学校定時制
女子バレーボール部 様

Smi le 様 白土新体操クラブ 様 桐光学園高等学校
男子バスケットボール部 様

浅沼　栄子 様

馬場　アリーチェ 様 西川　淳子 様

高橋　智子 様 山崎　天心 様

小川　舞 様 川路　悠介 様

鈴木　大 様 本間　則之 様 小嶋　政三 様 石井　悦子 様

石井　重信 様 小山　則夫 様 早川　芳男 様 小元　徹久 様

小川　規恵 様 宮田　光太郎 様 曲木　絵里 様 髙橋　裕美 様

鈴木　伊一郎 様 今村　成一 様 松本　亨 様 横田　五百男 様

≪優秀賞：団体の部≫

・IEG一輪車クラブ’柘榴s（一輪車協会推薦）
　2021全日本一輪車競技大会
　　グループ演技部門文部科大臣杯授与 総合優勝
・BAMBIES BLUE（事務局推薦）
　USA Nationals 2022全国選手権大会
　　シニア編成チアリーディング部門
　　　　　　　　LEVEL３ Medium優勝
・BAMBIES PINK（事務局推薦）
　USA Nationals 2022全国選手権大会
　　ジュニア編成チアリーディング部門
　　　　　　　　LEVEL２ Medium優勝

BAMB IES P INK 様BAMB IES BLUE 様I EG一輪車クラブ柘榴s 様

髙田　健二 様 谷津　正次 様 馬場　圭美 様
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≪体育功績賞≫

・鈴木　　大（陸上競技協会推薦）

・本間　則之（野球協会推薦）

・小嶋　政三（バレーボール協会推薦）

・石井　悦子（テニス協会推薦）

・早川　信幸（ソフトテニス協会推薦）

・石井　重信（柔道協会推薦）

・小山　則夫（剣道連盟推薦）

・早川　芳男（相撲連盟推薦）

・小元　徹久（山岳協会推薦）

・小川　規恵（スキー協会推薦）

・宮田光太郎（スキー協会推薦）

・曲木　絵里（体操協会推薦）

・髙橋　裕美（少林寺拳法協会推薦）

・鈴木伊一郎（空手道連盟推薦）

・今村　成一（ハンドボール協会推薦）

・松本　　享（ソフトボール協会推薦）

・横田五百男（ゲートボール連合推薦）

≪奨励賞：個人の部≫

・バドミントン協会推薦
　田代　陸人（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　男子シングルス出場
　福田　紗奈（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　女子シングルス出場
　西尾　実莉・鈴木あおい・田中　子嘉（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　女子ダブルス出場

・テニス協会推薦
　浅沼　栄子（百合丘ファミリーテニスクラブ）第83回日本商業開発㈱全日本ベテランテニス選手権大会　女子70歳以上シングルス出場
　松井七乃花（法政大学第二高等学校）令和３年度全国高等学校総合体育大会　女子シングルス出場
　馬場アリ―チェ（桐光学園中学校）第48回全国中学生テニス選手権大会　女子シングルス出場

・ソフトテニス協会推薦
　高橋　智子・西川　淳子（むつみクラブ）令和３年度東日本ソフトテニス選手権大会　女子ダブルスシニア55優勝

・スキー協会推薦
　木幡　海斗（法政大学第二高等学校）第71回全国高等学校スキー大会　男子大回転出場 
　木幡　岳斗（法政大学第二高等学校）第71回全国高等学校スキー大会　男子回転出場

・体操協会推薦
　由利　泰成（市立柿生中学校）第52回全国中学校体操競技選手権大会　男子個人総合出場

・川崎市中学校体育連盟推薦
　岩瀬　智也（市立高津中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　男子100ｍ自由形出場
　川井　健洋（市立金程中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　男子200ｍ自由形出場
　上川畑　皇（市立宮崎中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　男子200ｍ背泳ぎ出場
　澤﨑　舞衣（市立野川中学校）第61回全国中学校水泳競技大会　女子50ｍ自由形出場
　津田　莞太（市立生田中学校）第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子1500ｍ出場
　菊田　響生（市立田島中学校）第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子400ｍ出場
　山崎　天心（市立御幸中学校）第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　男子100ｍ出場
　沖田　結菜（市立柿生中学校）第52回全国中学校柔道大会　女子個人48Kg級出場

・事務局推薦
　小川　　舞（専修大学少年少女レスリング教室）東京都知事杯第12回全国中学選抜レスリング選手権大会　女子50Kg級出場
　川路　悠介（専修大学少年少女レスリング教室）東京都知事杯第12回全国中学選抜レスリング選手権大会　男子57Kg級出場

≪奨励賞：団体の部≫

・野球協会推薦
　久本ブルーエンジェルス　第41回高円宮杯全日本学童軟式野球大会　マクドナルド・トーナメント出場
　菅フェニックスクラブ　　第11回全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大会出場

・バレーボール協会推薦
　市立橘高等学校　男子バレーボール部　第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会出場
　市立橘高等学校　女子バレーボール部　第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会出場
　市立橘高等学校定時制　男子バレーボール部　第48回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会出場
　市立橘高等学校定時制　女子バレーボール部　第48回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会出場
　市立橘高等学校定時制　男子バレーボール部　第48回全国高等学校定時制通信制バレーボール大会出場
　Smi le　令和３年度全国大会シルバー・レディース・スポレク・フリー 神奈川県予選会優勝

・バスケットボール協会推薦
　桐光学園高等学校　　　男子バスケットボール部　令和３年度全国高等学校総合体育大会出場
　法政大学第二高等学校　男子バスケットボール部　令和３年度全国高等学校総合体育大会出場

・バドミントン協会推薦
　法政大学第二高等学校　男子バドミントン部　令和３年度全国高等学校総合体育大会　男子学校対抗出場

・テニス協会推薦
　桐光学園中学校　　　　女子テニス部　第48回全国中学生選手権大会　女子団体出場
　桐光学園高等学校　　　女子テニス部　第12回全国私立高等学校テニス選手権大会　女子団体出場
　法政大学第二高等学校　男子テニス部　第12回全国私立高等学校テニス選手権大会　男子団体出場
　法政大学第二高等学校　女子テニス部　第12回全国私立高等学校テニス選手権大会　女子団体出場

・体操協会水推薦
　白土新体操クラブ　第39回全日本ジュニア新体操選手権大会　女子団体競技ボール出場

・ハンドボール協会推薦
　法政大学第二高等学校　男子ハンドボール部　令和３年度全国高等学校総合体育大会出場
　市立西中原中学校　男子ハンドボール部　第50回全国中学校ハンドボール大会出場
　市立西中原中学校　女子ハンドボール部　第17回春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場

・中学校体育連盟推薦
　市立富士見中学校　柔道・相撲部　第51回全国中学校相撲選手権大会　男子団体戦出場
　市立西高津中学校　駅伝部　第29回全国中学校駅伝大会出場

≪特別優秀賞≫

・川崎ブレイブサンダース（バスケットボール協会推薦）
　第97回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会優勝
・富士通レッドウェーブ（バスケットボール協会推薦）
　第88回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会３位
・川崎フロンターレ（事務局推薦）
　2021明治安田生命J１リーグ優勝
・富士通フロンティアーズ（事務局推薦）
　アメリカンフットボール日本選手権
　プルデンシャル生命杯 第75回ライスボウル優勝

各賞の受賞者

川崎ブレイブサンダース 様 川崎フロンターレ 様

≪優秀賞：個人の部≫

・張本　美和 （卓球協会・中学校体育連盟推薦）
　第52回全国中学校卓球大会 女子シングル優勝
・髙田　健二（テニス協会推薦）
　第83回地主株式会社全日本ベテランテニス選手権大会 
　　男子85歳以上ダブルス優勝
・谷津　正次（テニス協会推薦）
　第83回地主株式会社全日本ベテランテニス選手権大会 
　　男子85歳以上シングルス優勝
・馬場　圭美（スキー協会推薦）
　2021ワールドパラアルペンスキーアジアカップ
　　女子知的障害クラス大回転・回転優勝

田代　陸人 様

久本ブルー
エンジェルス 様

菅フェニックス
      クラブ 様

市立橘高等学校
男子バレーボール部 様

市立橘高等学校
女子バレーボール部 様

市立橘高等学校定時制
男子バレーボール部 様

市立橘高等学校定時制
女子バレーボール部 様

Smi le 様 白土新体操クラブ 様 桐光学園高等学校
男子バスケットボール部 様

浅沼　栄子 様

馬場　アリーチェ 様 西川　淳子 様

高橋　智子 様 山崎　天心 様

小川　舞 様 川路　悠介 様

鈴木　大 様 本間　則之 様 小嶋　政三 様 石井　悦子 様

石井　重信 様 小山　則夫 様 早川　芳男 様 小元　徹久 様

小川　規恵 様 宮田　光太郎 様 曲木　絵里 様 髙橋　裕美 様

鈴木　伊一郎 様 今村　成一 様 松本　亨 様 横田　五百男 様

≪優秀賞：団体の部≫

・IEG一輪車クラブ’柘榴s（一輪車協会推薦）
　2021全日本一輪車競技大会
　　グループ演技部門文部科大臣杯授与 総合優勝
・BAMBIES BLUE（事務局推薦）
　USA Nationals 2022全国選手権大会
　　シニア編成チアリーディング部門
　　　　　　　　LEVEL３ Medium優勝
・BAMBIES PINK（事務局推薦）
　USA Nationals 2022全国選手権大会
　　ジュニア編成チアリーディング部門
　　　　　　　　LEVEL２ Medium優勝

BAMB IES P INK 様BAMB IES BLUE 様I EG一輪車クラブ柘榴s 様

髙田　健二 様 谷津　正次 様 馬場　圭美 様
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川崎市立西中原中学校

女子ハンドボール部

　部長

　清水　菜々子さん（左）　

　キャプテン

　山田　夏生さん（右）

　全国健康福祉祭（愛称：ねんりんピック）は、スポーツや文

化種目の交流大会をはじめ、健康や福祉に関する多彩なイベン

トを通じ、主に60歳以上の高齢者を中心とする国民の健康保持・

増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、ふれあいと活力あ

る長寿社会の形成に寄与するため、昭和63年（1988）年から毎

年開催されています。

　令和４年（2022年）の第34回全国健康福祉祭は、神奈川県、

横浜市、川崎市、相模原市等の主催で、神奈川県内で初めて開

催します。参加予定人数は延べ約60万人（観客を含む）。

　新型コロナウイルス感染症対策を万全に行い、安心・安全な

大会を行っていきます。

　川崎市では、かながわ大会に向けて、各競技団体に御協力いただ

き、例年の約2.5倍となる過去最大の29種目303名の選手団を派遣し

ます。初開催種目となる、サーフィンやスポーツチャンバラを含め

た９種目が初参加となります。

　11月12日（土）開催の横浜アリーナで行われる総合開会式には、

全国から約１万人の選手が集い、11月15日（火）までの４日間にわ

たって開催され、日ごろの練習成果を発揮していきます。

　過去２年中止となり、３年ぶりの開催となる「ねんりんピックか

ながわ大会」での川崎市選手団の応援をお願いします！

〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

電　話：044－200－0073　　FAX：044－200－3926

メール：40zaitak@city.kawasaki.jp

　表彰式では受賞者・受賞チームに対

して、副賞が授与されました。

　これは川崎信用金庫様より「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

の発展を期していただきたい」との趣

意のもとご提供いただいたものです。ねんりんピックかながわ2022

川崎市特設サイト

場　所：カルッツかわさき

　　　　（川崎市川崎区富士見１-１-４）

開催日：11月13日（日）

　このたびは川崎市スポーツ協会より「奨励チーム

賞」をいただき、誠にありがとうございます。

　素晴らしい賞をいただき、とても嬉しく感じていま

す。本日大会のため出席できない男子チームも含めて、

チームを代表してお礼を申し上げます。

　西中原中学校ハンドボール部は、昨年度の神奈川県

ハンドボール新人大会で10年ぶりに男女アベック優勝

を果たし、第17回春の全国中学校ハンドボール大会

に出場することができました。

　結果は男子がベスト８、女子がベスト16でした。こ

の大会に出場することは、私たちの悲願でもありまし

たが、私たちの先輩方のためにも絶対に出場したい大

切な大会でした。

	私たちは入学当時から新型コロナウイルス感染拡大

により、学校が休校し部活動もできない状況でした。

７月にやっとハンドボール部へ入部ができました。そ

の当時の３年生は、県新人戦で優勝していたにもかか

わらず、春の全国大会が中止になるという、とても悲

しい状況の中、私たちに優しくハンドボールを教えて

くれました。夏の大会があると信じて自分たちができ

ることをやろうとしている姿にあこがれを感じていま

した。しかし、その年、夏の全国大会も中止となり先

輩たちが成し遂げられなかった全国制覇という目標を

私たちが叶えたいという思いが、今回の春の全国大会

出場につながったと思います。今回の大会に出場した

ことで、全国の強さを知り、自分たちの課題を得るこ

とができ自分たちがまだまだ成長していけるというこ

とを改めて実感しました。

　日々の練習を大切にし、仲間と支えあいながら、頑

張っていきたいと思います。また、大会に出場するに

あたって、チームを支えてくれた先生方や地域の方々、

卒業生の先輩方、そして私たちの家族のサポートが大

きな力となりました。制限がある中で安全な大会の運

営をしていただいた大会関係者の方々にも感謝してい

ます。皆様の応援があったからこそ、私たちはハンド

ボールができているのだと実感しました。私たちが成

長し、結果を出していくことで恩返しができるように

頑張りたいと思います。　　　　　      （挨拶文抜粋）

受賞者代表　挨拶受賞者代表　挨拶

副賞は川崎信用金庫提供
場　所：とどろきアリーナ

　　　　（川崎市中原区等々力１-３）

開催日：11月13日（日）～14日（月）

ねんりんピックかながわ2022　川崎市実行委員会事務局（川崎市健康福祉局高齢者在宅サービス課内）

場　所：大師球場

　　　　（川崎市川崎区大師公園１）

　　　　等々力球場

　　　　（川崎市中原区等々力１）

開催日：11月13日（日）～15日（火）

軟式野球

なぎなた

ダンススポーツ

　令和３年度公益財団法人川崎市スポーツ協会表彰式が６月25日（土）川崎市立川崎高等学校講堂で行われました。

　式典には加藤順一副市長をはじめ、橋本勝川崎市議会議長、熊谷雅仁川崎信用金庫常務理事、関進川崎商工会議所副会頭など

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、賞状と副賞が授与されました。

体育功績賞：17名 特別優秀賞：４組 優秀賞：個人の部（４名）

優秀賞：団体の部（３組） 奨励賞：個人の部（23名） 奨励賞：団体の部（21組）

川崎市では３種目の競技を開催！

体育功績賞の皆様体育功績賞の皆様

特別優秀賞・優秀賞の皆様特別優秀賞・優秀賞の皆様

川崎市選手団が各地域で参加！川崎市選手団が各地域で参加！

奨励賞の皆様奨励賞の皆様
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第１弾！第１弾！

第２弾！第２弾！

　「ねんりんピックかながわ2022」に向け、川崎市開催

の３種目に出場する選手への応援フォトモザイクアート

が完成。

　この作品には、2021年に行われたリハーサル大会等

を通じて、多くの皆さまにご参加いただき、517枚の写

真が使用されています。

　競技会場となる大師球場・等々力球場・とどろきアリー

ナ・カルッツかわさきの４会場に大会期間終了まで展示

されています。

　 川崎市スポーツフェスタ 2022 が等々力緑地で開催！とどろきアリーナ２階ではなぎなた体験教室を開催します。

川崎市なぎなた連盟の方が防具などを使って、打ち込みもできます。事前申し込み不要で、誰でも気軽に参加できるので、

ぜひお越しください。詳細等は川崎市ホームページをご覧ください。https://www.city.kawasaki.jp
川崎市トップページから「川崎市スポーツフェスタ 2022」で検索。

　プロボノとは仕事上のスキルや知識を活かして行う社会貢献

活動のこと。NECの社員ボランティアチームであるNECプロボ

ノ倶楽部ではインターネットから操作できるボッチャ用のラン

プを製作し、川崎市内を中心に普及活動に取り組んでいます。

◆オンラインボッチャとは
　上肢や上腕などに障がいがある方が、ボッチャ競技の球を

投げる投てき補助具（ランプ）をインターネットから操作で

きるようにした事で、誰でも、何処からでも参加できるボッ

チャ競技で、2020年にできたものです。

　コロナの影響で自由な外出やボッチャイベントの開催が厳

しくなっている中で、ボッチャ競技を密を避けたリアルな競

技会場での“オンサイト参加”や、自宅や教室、会場をインターネットで結び、遠隔での“オンライン参加”とハイブリッド

な大会の開催が可能になるため、多様な参加者が自由な場所から、一緒にボッチャ競技を楽しむことができます。

　例えば、寝たきりで重度障がい者の子どもがベッドの上から、健常の子どもたちが、学校や市内のこども文化センターなど

のボッチャ会場で、お互い一緒にボッチャ競技を楽しむことができます。このように、オンラインボッチャは、ダイバーシティ

＆インクルージョンに対応し、年齢・能力・国籍・場所、障害の有無などを問わず、あらゆる方々がインターネット上とリア

ルの場所で集いボッチャ競技を楽しみ、仲間とコミュニティを作ることができます。

◆オンラインボッチャの仕組み
操  作  方  法：パソコン、スマホ、タブレットPadなどのブラウザ画面でのリモート操作

競技の楽しみ：オンライン会議システムで会場の様子を複数画面で確認、ランプの挙動や投てき方向、強さなどを決定

遠  隔  動  作：ランプの水平移動、発射速度調整（ボール高さ調整）、発射角度（向き）の操作

盛り上げていきましょう♪盛り上げていきましょう♪

NECプロボノ倶楽部が始動︕

川崎市スポーツフェスタ2022

オンラインで参加していただいた皆様
画面を見ながら手元のパソコンやタブレット、スマートフォンで
ランプを操作します。

2022.４.３オンラインボッチャ体験会＠CACの様子
ボッチャコート提供：（株）CAC　Holdings

障がい者が行うランプ

での投てきを介助者が

補助・支援しながら投

てきを行う

インターネットの遠隔

操作でランプロボット

が投てきを行う

◆NECプロボノ倶楽部の関わりと今後の活動
　川崎市を中心に地域や企業と連携した地域共創活動として自

主的な活動を開始しています。川崎市内の川崎市立総合科学高

校や県立中原養護学校の児童・生徒、こども文化センターなど

の子どもたちとも連携し普及活動やイベントを様々に計画中です。

　高齢者や障がいのある子どもたちなど、孤独・孤立の解消、

共生社会の実現に向け、オンラインボッチャを通じたイベント

企画を川崎から全国に向けて活動を広げていく計画です。

≪川崎市から世界に広げたい！≫

　川崎市内の活動仲間を募集しています。支援者のみなさんと

一緒にこのダイバーシティ＆インクルージョンなオンライン

ボッチャの活動を広げたいと考えています。

①ボッチャ用ランプ
【 ターンテーブル部】
　②ターンテーブル
　③ターンテーブル用モーター
④制御部 
【ホッパー部】
　⑤ホッパー（ボールホルダー／ゲート）
　⑥ホッパー用モーター
　⑦ホッパー用滑車／ワイヤー
　⑧ゲート用モーター
【センサー】
　⑨ホッパー上限検出用センサー
　⑩ホッパー下限検出用センサー

フォトモザイクアート
（ねんりんピックかながわ2022）
フォトモザイクアート

（ねんりんピックかながわ2022）

10月10日（祝・月）川崎市スポーツフェスタ202210月10日（祝・月）川崎市スポーツフェスタ2022

第３弾！第３弾！

　大師公園・等々力緑地にてイベントを開催！ねんりんピックの交流大会開催と同時にステージや物販・競技体験・キッチ

ンカーなど、川崎の魅力を発信！地域にお住いの皆様が楽しめるイベントを開催します！　

イベントに参加して大会を更に盛り上げましょう♪

11月３日（日）イベントを開催11月３日（日）イベントを開催

※シンボル制作　NPO 法人 Studio FLAT 協力

とどろきアリーナ展示の様子

令和４年度　スポーツイベントカレンダー（予定）

９月

10土　NECレッドロケッツバレーボール教室
   【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 【等々力緑地】
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 【等々力緑地】

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 【等々力緑地】
20日　かわさき多摩川マラソン2022 【等々力陸上競技場】

　　　　　　　★他にもプレイベントを予定しています：日程未定

12月

 8 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】

12月26日月～28日水・１月４日水～６日金
　　　　　　冬休みスキー＆スノーボード教室
　　　　　　８コース予定 【スノーヴァ新横浜】

令和５年

２月

12日　スケート ＆アイスホッケー体験教室　※時間未定
   【横浜銀行アイスアリーナ】

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】

３月下旬予定  春休みスキー＆スノーボード教室
　※日程未定　 【スノーヴァ新横浜】

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

オンラインボッチャ　ロボットランプ　構造イメージボッチャとオンラインボッチャの違い

競技用ランプ
オンラインボッチャ

ロボットランプ
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団体の部　優勝者に聞きました。「明日の母の日に何かサプライズを考えていますか？」

９年連続出場しているカリタス学園に聞きました。

団体の部優勝：はやの柔道クラブA
　初めて参加した。楽しかった。団体戦だから自分が負けても他の人

が挽回してくれるから良かった。柔道とは違って組手ができないから

コツが分からなくて苦労した。

◆母の日のプレゼントはもう花をあげた

①大会に参加されたきっかけやねらいはなんですか？
　９年ほど前に、この大会があるのを知りました。当時、川崎市主催のスポーツイベント

にたくさん参加したいと思い、色々なスポーツイベントに参加してきました。その一つが、

この大会でした。当時は「アウトドアクラブ」というクラブに所属する子どもたちで参加

していましたが数年前にクラブ活動がなくなり、近年では、希望者を募って参加していま

す。

②参加児童の募集をどのようにされましたか？
　「川崎市で、こんな大会があります」と、３～６年生の保護者に案内を配り、参加した

い児童を募りました。

③参加するに当たってどのような準備をされましたか？
　参加者が決まってからは休み時間を使っての練習。

④参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。
児　童：「とても楽しかった」

　　　　「男の子と対決したけど、勝つことができて嬉しかった」

　　　　「準優勝できて嬉しかったです。次回は、優勝狙います」　

保護者：「まさか、本格的な相撲大会とは思わず申し込みましたが、参加できて良かった

　　　　  と思います。試合では負けましたが、参加することに意義があると思いました」

　今年度は女子選手の参加が多く、大会を盛り上げてくれました。今大会に興味

を持ち、練習に励み大会に挑んでくれたことをうれしく思います。来年もぜひ参

加してください。

　練習ではいつも勝ってい

たので自信がついた。決勝

戦で負けてしまい、とても

悔しいです。来年もう一度、

挑戦したい。団体戦では、

戦った相手、全員が力が強

かった。

◆母の日はお気に入りのビー

　ズで手作りブレスレットを

　プレゼントします。

個人の部

３年生　準優勝

森本　紗愛さん

スポーツ協会研修会・加盟団体連絡会を開催
　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度以降開催できなかった、スポーツ

協会研修会・加盟団体連絡会が２年ぶりに７月16日（土）に開催され、加盟団体の役員を

中心に34名が参加されました。

第１部：研修会では、東京女子体育大学　塚原由佳教授による「女性アスリートの過度な運動に

よる弊害と予防」をテ－マに講演がありました。主に陸上競技をする上で、無月経の問

題だけでなく肉離れ・捻挫・疲労骨折・オ－バ－トレーニング症候群など、年代別に起

こりうる弊害と予防について説明がありました。

　　　　　統計デ－タを用いながら、スボ－ツをする上で起こる弊害と練習時間・食事・種目・

競技開始年齢・BMIなどとの関係を分かり易く説明され、参加者からは「スポーツをす

る・指導する上で大変参考になった」と好評でした。

第２部：加盟団体連絡会では、２年ぶりの開催であることから、参加者と事務局

職員の紹介からはじまり、事務局から市民スポーツ大会への名称変更・

各種事業の申請手続き・新型コロナウイルス感染防止対策グッズの活用

などを説明し、加盟団体に事業協力をお願いしました。

　7月24日（日）猛暑の中、

横浜銀行アイスアリーナに

は86人が参加しました。

　初めての方も最後は滑れ

るようになりました。

　７月30日（土）グランツリー武蔵小杉

で「ゆるスポーツ体験イベント」が開

催され290人が参加しました。

　このイベントは「かわさき多摩川マ

ラソン2022」のプレイベントの一つで

多くの方にマラソンの事を知ってもら

い、参加も呼びかけました。参加者は

決してゆるくない？種目を楽しんでい

ました。

　7月30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。

川崎市内の小学１年生～６年生までの

児童約320人が参加。第１部：10種目・

第２部：20種目を実施。第２部女子

50m自由形・100m自由形で大会新記

録が出ました。

　本大会の記録は川崎水泳協会のホー

ムページに記載されます。

http://kawasuikyou.sports.coocan.jp/

スケート＆
　　 アイスホッケー　
　　　　　　　　　教室

スケート＆
　　 アイスホッケー　
　　　　　　　　　教室

ゆるスポーツ体験
　　　　　　　イベント
ゆるスポーツ体験
　　　　　　　イベント 第48回　

川崎市学童泳力記録会
第48回　

川崎市学童泳力記録会

次回、冬の教室は

2月12日（日）に決
定！

左 ５年生　杉村　翔空さん

　初めて参加したが楽しかった。準々決勝は相手が大きくて勝てるか

不安だった。取り組みも長かった。

◆母の日だと知らなかった。ケーキがいいかな。

中央 ６年生　後藤　悠大さん

　勝ち負けより楽しかった。トロフィーがもらえると分かったらプレッ

シャーがかかった。

◆母の日は何も用意してないけど今日の優勝をプレゼントする。喜ん

　でくれると思う。

右 ４年生　藤田　大輝さん
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　毎年大型連休の終盤にこども相撲大会は開催されます。

　５月７日（土）小雨の中、56名（うち女子25名）が参加し優勝を

目指し競いました。

　今回は女子選手の参加が多く、粘り強い取り組みで、会場を盛り

上げてくれました。

今年初めて参加した。優勝

できて、嬉しい。負けると

悔しくて涙が出てきた。

◆母の日はお花と手紙をプ

レゼントする

今年も優勝できて嬉しい。

稽古するのが楽しい。もっ

と強くなりたい。優勝でき

て自信がついた。

◆バラの花をプレゼントす

る予定。

優勝して嬉しい。

◆母の日はいつも花束をプ

レゼントしている。

昨年は準優勝だった。今年

はリベンジできた。

◆母の日のプレゼントは何

も考えていない。今日の

優勝がプレゼントになる

と思う。

３年生：金子 元気さん ４年生：喜屋武 真太郎さん ５年生：平野 純勇斗さん ６年生：水野 大地さん

中山会長　挨拶写真

第 66 回

はやの柔道クラブA 金子　元気

森本　紗愛

上森しず梛

笹野　龍愛

喜屋武真太郎

藤田　大輝

伊藤　駿汰

賀川　眞聖

平野純勇斗

溜　　昊輝

新里　夏音

杉村　翔空

水野　大地

３年生 ４年生 ５年生 ６年生

吉田虎太郎

後藤　悠大

横山みなみ

優　勝 優　勝

個人の部

準優勝

３　位

３　位

準優勝

３　位

３　位

川崎すもうクラブC

川崎すもうクラブA

川崎すもうクラブB

団体の部

大　会　結　果

個人の部　優勝者に聞きました。「明日の母の日に何かサプライズを考えていますか？」
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　　　　イベントカレンダー

　　　

実業の斎藤佑樹選手で、948球という驚くべき数です。このことと、そ

の後の選手としての活躍とどのような関連があるのでしょうか。

　プロ野球で今年の４月10日にパーフェクトゲームを成し遂げた佐々木

朗希選手（千葉ロッテマリーンズ）が、甲子園の決勝で、プロ入り後１

年間公式試合で投げさせてもらえなかったのは有名な話です。高校時代

とプロ１年目のそれぞれの監督さんに拍手を送ります。

　令和４年の夏の高校野球を観ながら、甲子園のスコ

アボードに「投球数」が掲示されるのを見つけました。

なにかと問題視されていた高校生の投球数に目を向け、

何らかの制限を加えていこうという方向性が数年前か

ら少しずつ見えてきました。休養日などを設けている

のも同様の趣旨です。

　夏の甲子園の投球数ランキング１位は2006年早稲田

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。

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

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。


