
 

                             

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかスポーツナビ 

 

中区体育協会機関紙 第５号 

発 行 ： 中 区 体 育 協 会 

中区不老町 2-7平沼記念ﾚｽﾄﾊｳｽ内  

Tel 045-640-0051  

発行日：平成２７年１２月９日 

中区笑顔スポーツフェスタ２０１５ 「チャレンジスポーツ４」を開催しました！！ 

１０月２５日（日）に第４回中区笑顔スポーツフェスタ２０１５を中スポーツセンター第２体育室にて開催し

ました。子どもや親子連れなど、多くの方にご参加いただきました。皆さん４つのスポーツに汗を流し明るい

声が響きました。 

中区ウオーク＆健康フェスティバルが開催されました！！ 

 １１月１５日（日）に中区ウオーク＆健康フェスティバルが開催されました。中区体育協会は「山下公園みな

とみらいコース」に参加し雨のなか元気に完歩しました。ゴールの横浜文化体育館では、体力測定やラジオ体操

の正しい動きを体験し汗を流しました。中区体育協会は、ソフトテニス協会による体験教室「レシーブでまと入

れ」を行い、子供から大人まで多くの方に楽しんでいただきました。 

イベントの写真は、中スポーツセンターＨＰ内『なかネコフォトギャラリー』でも掲載中！！ 

検索 なかネコフォトギャラリー 
 

中スポーツセンターキャラクター「なかネコ」 

 

ナイスショット！ 

（ソフトテニス） 

 

 
 

 

 

ナインゴール！ 

（野球） 

フリースロー！ 

（バスケットボール） 

サービス！ 

（バレーボール） 

バルーンファイティング！ 

（小太刀道） 

雨の中のウオーク 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガンバッテいる 専門部 ！！    

中区空手道連盟は、２年間の活動実績を積み上げ 

本年度当協会の仲間となりました。 

空手は２０２０年東京オリンピック候補種目として 

注目を浴びています。その活動のひとこまを紹介し 

ます。 

１１月としては暖かく、青空の広がる３日（火） 

文化の日、横浜市立立野小学校体育館で中区空手道 

選手権大会が開催されました。 

中区役所の後援を得て盛大に開催されたこの大会は 

今年で４回目となり、競技内容も年々充実したもの 

となっております。 

体育館は多くの保護者でいっぱいになる盛況ぶりで、競技を応援する人たちの声援にも力が入ります。正確な 

一本技が決まったときは、敵味方なく大きな歓声と拍手が体育館に響き渡りました。未就学児童の組手競技は、 

大きな防具に身を包み、一所懸命戦う姿は電動玩具が動いているようでとてもコミカルですが、応援する保護者 

は白熱し、喜びとため息の連発で、一つ一つの試合が活気に満ちあふれていました。さすがに中学生の競技は 

素晴らしく、見ごたえのある試合で終始しました。競技終了後に、拳サポーターやサポーター入れの袋が当たる 

抽選会を行い、選手たちは試合以上の興奮に満ち溢れて、無事大会を終了しました。 

 

 

 

 

 

  

中区体育協会はこんな活動もしています ！！    

５月５日（火・祝） 中スポーツセンター「こども

フェスタ２０１５」でフットサル体験を実施 

８月８日（土） 中スポーツセンターで専門部を 

対象に「救命講習入門コースの研修会」を実施 

５月１６日（土） 「２０１５世界トライアスロン横浜大会」

の給水ボランティアに参加 

３月１５日（日） 「横浜マラソン２０１５」

の給食ボランティアに参加 

≪新しい仲間 中区空手道連盟≫ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

剣道連盟 

第 9回中区春季剣道錬成大会 

 ◆小学 2年：田村 愛 ◆中学 1・2年男子：横川 八雲 ◆中学 1・2年女子：松本 梨理香 

 ◆小学 3年：岡 一輝 ◆中学 3年男子：金城 正輝 ◆中学 3年女子：山口 夏芽 

 ◆小学 4年：田野井 飛名汰   

 ◆小学 5年：神野 裕介   

 ◆小学 6年：池田 楓   

第 31回中区民大会 

 ◆小学 1・2年：田村 愛 ◆中学 1年男子：佐藤 彰晃 ◆高校男子：大田 竜馬 ◆小学生団体：山手剣武会C 

 ◆小学 3年：岡 一輝 ◆中学 2年男子：横川 八雲 ◆高校女子一般：松本 明日香 ◆中学生団体：港中学校 A 

 ◆小学 4年：片倉 知波 ◆中学 3年男子：鷲北 大輝 ◆一般 39歳以下：大出 晃輔 ◆一般団体：伊勢佐木 A 

 ◆小学 5年：青木 大征 ◆中学 1年女子：鵜藤 マリ ◆一般 40歳以上：渡邉 弘毅 ◆招待団体：旭区 

 ◆小学 6年：池田 楓 ◆中学 2年女子：竹内 亜衣 ◆一般 60歳以上：中安 等  

  ◆中学 3年女子：加藤 宇恵 ◆四・五段：香西 達朗  

  裏面につづく  
去る 10月に和歌山県で開催された国体『紀の国わかやま大会』第１５回全国障害者大会で横浜市代表チー
ムが全国優勝を果たしました。 
その大会で活躍された中区在住の小澤選手を紹介します。 
小澤選手は、毎週日曜日に、近隣の小学校体育館で、チームメイトと練習を積んでいます。 
日常の仕事は自動車部品の製造、組立を担当しており、ほぼ毎日立ち作業で弱音も吐かず頑張っています。 
その仕事で培った我慢強さが練習にも発揮され、横浜市の代表選手に選ばれました。 
大会では、残念ながら活躍の場は少なかったようですが、バスケットボールチームで大切な、６番目、７番
目のメンバーとして主力選手のファールトラブルで交代し、大事な一翼を担い試合の流れを相手に渡す事な
く、勝利に貢献しました。 
小澤選手の寡黙で練習熱心な姿と、努力が成果に結びついたのだと思います。バスケットボール選手として
は身長は低いほうですが、気持ちが強いので２０２０年の東京オリンピックを目指して、頑張ってもらいた
いです。 
 小澤選手頑張れ！！ 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２７年度１１月までの中区民大会での優秀選手・チームの紹介！！ 

≪ 中区バスケットボール連盟 ≫ 

チームメイトと一緒に 

優勝を勝ち取りました！ 

中区体育協会機関紙「なかスポーツナビ」第 5号 

裏面につづく （敬称略） （敬称略） 



 

ソフトボール協会 

第 27回中区民ソフトボール大会（リーグ戦） 

 ◆男子 1部：日立 ◆男子 2部：横浜本牧クラブ ◆男子 3部：侍ジャイアンツ ◆男子 4部：横浜エース 

 ◆スローピッチの部：YOKOHAMA OLD FOX ◆女子の部：本牧 

バレーボール協会 

第 66回家庭婦人大会   ◆山元クラブ 

第 84回中区民大会 ◆男子の部：横浜市役所チーム ◆女子の部：山元クラブ 

第 25回中区民サマー大会 ◆山元クラブ 

第 35回中区民夏季大会（中学生） ◆横浜吉田中学校 

第 67回家庭婦人大会 ◆山元クラブ 

第 85回中区民大会 ◆男子の部：横浜市役所 A チーム ◆女子の部：山元クラブ 

ソフトテニス協会 

第 26回家庭婦人五区交流大会 ◆団体：港北区 

第 1回中区・川崎区シニア交流大会 ◆団体・個人：中区 

第 54回中区民大会（ダブルス戦・年齢別） 

 ◆一般男子：内田・結城 ◆壮年男子 1～2部：篠原・佐々木 ◆壮年女子 1～4部：林・大津 

 ◆一般女子：古田・平田 ◆壮年男子 3～4部：清木・中津 ◆壮年女子 6部：黒田・平田 

  ◆壮年男子 6部：西内・竹山  

サッカー協会 

中区少年少女リーグ戦 

 ◆2年生の部：FC藤棚 ◆4 年生の部：NPO Y.S.C.C. ◆5年生の部：NPO Y.S.C.C. ◆6年生の部：NPO Y.S.C.C. 

ゲートボール連合 

第 50回中区春季大会（リーグ戦） ◆第一コート：南台 ◆第二コート：下野庭 ◆第三コート：磯子貝塚 

第 51回中区秋季大会（リーグ戦） ◆第一コート：コスモ ◆第二コート：港北フレンド ◆第三コート：浜風フレンズ 

ダンススポーツ連盟 

第 15回中区民大会（第 5回東日本大震災チャリティ交流会） ◆フリーダンス等：竜崎・渡辺組 

小太刀道協会 

第 5回 HC小太刀道大会 

 ◆個人戦 形の部：深野義之 ◆個人戦 小太刀の部：成島洋介 ◆個人戦 長剣の部：市川靖則 

 ◆団体の部：デイセンターつぼみチーム   

第 5回 MVP大会 

 ◆個人戦 形の部：市川靖則 ◆個人戦 小太刀の部：成島洋介 ◆個人戦 長剣の部：泉啓一 

 ◆2014年度最優秀選手：市川靖則 ◆団体の部：ホップステップゆとりチーム  

グラウンド・ゴルフ協会 

第 15回中区大会（個人戦） ◆男子の部：松元義久 ◆女子の部：平本春美 

第 2回中区交流大会（個人戦） ◆男子の部：坂本明禧 ◆女子の部：越路久恵 

第 16回中区大会（個人戦） ◆男子の部：神藤 健夫 ◆女子の部：小川 正子 

※この成績発表は平成 27年 11月迄に提出された書類（事業報告書）に基づいて作成しました。 
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   専門部 お問合せ一覧 

１ 中区野球協会            立川   090-3205-6239 

２ 中区バレーボール協会        芝崎  045-544-0064 

３ 中区バドミントン協会       吉川  qqzf6za9@arion.ocn.ne.jp 

４ 中区少年野球連盟         渡邉  090-3041-0232 

５ 中区卓球協会              佐藤  090-3809-4694 

６ 中区剣道連盟           小野田 045-622-6902 

７ 中区サッカー協会         吉野  045-621-8760 

８ 中区ソフトテニス協会      林     090-5769-0573 

９ 中区ソフトボール協会       菊地   045-621-3597 

10 中区ボウリング協会       坂牧   045-261-9341 

11 中区ゲートボール連合       井上   045-625-1163  

12 中区ダンススポーツ連盟     鈴木   045-681-3472 

13 中区小太刀道協会        飯田   045-622-0284 

14 中区硬式テニス協会       板倉   090-3533-9295 

15 中区グラウンド・ゴルフ協会  金子   045-621-3387 

16 中区バスケットボール連盟   奥野山 090-4756-2715 

17 中学校体育連盟         ★中区体育協会にお問い合わせください。 

18 中区空手道連盟              山口   090-2234-8400 

 

受賞者の皆さんと三上中区長（右端）、中区体育協会山口会長（左端） 

 

 

不動産のことなら地元の当店へ！ 

ヨネミツ不動産 

 

神奈川県知事免許(10) 12083号 

 

横浜市中区野毛 3-123 

 TEL(242)5336 FAX(261)2967 

 

代表者 米山 満 

 

平成 2７年度中区体育協会総会で表彰式を行いました 

 

平成２７年５月２７日（水）の総会で次の方々を表彰し

ました。 

★平成２６年度横浜スポーツ普及功労賞 

  中谷 圭子さん【中区バレーボール協会】 

★平成２７年度中区体育協会表彰 

 ≪中区体育推進功労者≫ 

  小島 安子さん【中区インディアカ連盟】 

  池上 省吾さん【中区バレーボール協会】 

  金子 由成さん【中区グラウンド・ゴルフ協会】 

  宮下 好輝さん【中区野球協会】 

 ≪中区優秀選手・団体≫ 

  大鳥小学校特別綱引クラブ【横浜市立大鳥小学校】 

地域貢献事業実行委員会が発足 ！！ 

 

専門部から選出されたスタッフ１５名が地域に密着した活

動を推進するため、イベントの企画運営を行う待望の地域貢

献事業委員会を立ち上げました。 

地域の方たちに私達中区体育協会の存在はまだ希薄です。 

現在は「笑顔スポーツフェスタ」の開催や「中区ウオーク＆ 

健康フェスティバル」にブース参加しています。まだよちよち

歩きですが皆様のご指導ご協力によりパワーを身につけ、ス

ポーツを軸とした総合的な地域貢献事業開催を目指していき

ます。 

 



 

 

   
中区体育協会賛助会員の紹介(敬称略) 

◆賛助会員の皆様には日頃より暖かいご支援をいただき誠にありがとうございます。 

   ☆企業・団体☆      ☆加盟団体☆ 

   ㈲旭屋  （株）ハシモトヤ運動具店  上野町ニュースターズ 

   (株)新井清太郎商店  早川運輸(株)  本牧元町北部少年野球部 

   荒木工業（株）  NTT東日本㈱ 神奈川支店  山手メイツ 

   (株)アルテック  藤木企業(株)  山手少年剣武会（中区剣道連盟） 

   (株)安藤スポーツ  藤木陸運(株)  中区ダンススポーツ連盟 

   (株)石川組  富士倉庫（株）  中区小太刀道協会 

   (株)伊勢ビル  (株)藤嘉  中区野球協会 

   木下商事(株）  平和工業(株)  中区ソフトテニス協会 

   （株）カナテック  馬車道商店街協同組合  中区バレーボール協会 

   関東港運(株)  （株）ポートサービス  中区家庭婦人バレーボール連盟 

   (株)共栄社  (株)ホテルニューグランド  山元クラブ（中区バレーボール） 

   九球会  (株)ポンパドウル  横浜もとまちミニバスケットボールクラブ 

   後藤製函（株）  中スポーツセンター  北方ミニバスケットボールクラブ 

   協同電気(株)  松村（株）  横浜健康福祉クラブ 

   桜木町１・２丁目町内会  (株)横浜アーチスト  中区空手道連盟 

   (株)山九海陸  横浜エレベータ(株)   

   (株)産業貿易センター  (株)横浜スタジアム  他 ３団体 

   三丸興業(株)  横浜信用金庫   

   白鳥運輸（株）  横浜建物管理（株）   

   全日本海員生活協同組合  (株)横浜酒販会館   ☆個人会員☆ 

   第一船舶企業(株)  横浜港埠頭ビル(株)  岩﨑 守  他 6名 

   太洋歯科クリニック  横浜スバル自動車(株)   

   中華街鍼灸院  鍼灸指圧マッサージレスト   

   (株)トーソー  （有）リカーハウス山多屋   

   トランスマリン（株）  NPO法人 Y.S.C.C.   

   他 ５企業・団体    ※平成 27年度 11月末日現在 

 

♪編集後記♪ 

中区体育協会を地域の皆様に身近に感じていただくには、 

何が必要か？ 各地区の行事を通じて何かできないか！ 

「ハローよこはま」に事業参加するか！まだ力不足かな？ 

発足した地域貢献事業委員会で委員の皆さんの経験、情報と

活発な論議で着実に歩みを進めることが一番だなと思う今日

この頃です。S 

私たちは中区のスポーツ振興を応援しています 
 

 

 

 

いつまでも正しい姿勢で、美しく、元

気に歩きたい皆さま！ひざや腰の痛

み、お腹のたるみは“姿勢のゆがみ”

が影響しているかもしれません。姿

勢のゆがみの原因を明らかにし、あ

なたに適した改善トレーニングをご

紹介します。 

対象●中学生以上 料金●1,000 円 


