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　いよいよオリンピック・パラリンピックまで５年となりました。

　オリンピックは、普段スポーツに親しんでいない人も選手達の

運動を行う動機、契機になるといわれます。

へ一人でも多くの方が刺激され、保土ケ谷区民スポーツ大会に参

加してくださることを願っております。

　ここに、心に残った小学生の作文がありましたのでご紹介した

いと思います。

　

　　私はみんなが力を合わせれば、何でも成し遂げることができるのを実感しました。

　それと、何でも自分でやろうと思わなければ、いつまでたっても絶対に何もやれない

　ことを学びました。

　　一つの目標に向かって挑戦するときに、友達の意見を聞いて、更にそのアイディア

　にプラスした方法を考えると、内容が高まっていくこと。又、仲間の中に良きライバ

　ルを見つけ、お互いに競争しながらも励まし合うとお互いに高まり合うことが分かり

　ました。

　　これからも、スポーツに限らずいろいろなものにチャレンジしていこうと考えてい

　ます。

　今度のＩＯＣバッハ会長は、「体を動かして初めて、スポーツの価値を自分のものに

できる。五輪は全ての世代を触発する機会だ」と語り、野球とソフトボールが五輪種目

に復帰することにも前向きな発言がなされています。

　保土ケ谷区体育協会もこの機会を捉え、区民スポーツの充実に貢献できればと考えて

おります。

“区民の皆さん！スポーツを通して“区民の皆さん！スポーツを通して“区民の皆さん！スポーツを通して“区民の皆さん！スポーツを通して

コミュニケーションをはかりましょう”コミュニケーションをはかりましょう”コミュニケーションをはかりましょう”コミュニケーションをはかりましょう”

保土ケ谷区体育協会 会長 小柴 邦幸

ひたむきな姿に魅了され、トップアスリートの活躍に触発されて、

　保土ケ谷区民の皆様も、観るスポーツから、汗を流すスポーツ

『仲間と共に高まり合う大会を目指して』
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　☆ 〔ひろばバドミントンクラブひろばバドミントンクラブひろばバドミントンクラブひろばバドミントンクラブ〕は、毎週水曜日

優しく時に厳しいコーチの指導下で技術向上を目指し

仲良く練習しています。

　メンバーのほとんどが主婦になってから始めました。

現在、初級者から上級者までレベルは様々です。

神奈川県・横浜市のレディース連盟に加盟し、各種大会

に参加しています。

ビジター・見学希望の方は是非下記のHPをご覧ください。

http://sports.geocities.jp/bad_hiroba/

　平成26年度区民バレーボール大会は春季、秋季大会とも

無事終了しました。

　両大会とも、レシーブ、サーブ、アタックとチームワークの良

さが光る「ポピンズ」が優勝を飾りました。粘り強く最後まであ

きらめないでボールを追いかける姿勢は感動します。

　各チームが、打倒！！打倒！！打倒！！打倒！！「ポピンズ」を目指して活躍されること

を願っています。

  平成27年度は三大会を開催します。各チーム皆さんの参加を

お待ちしています。

　新年早々の1月11日(日)、三ツ沢公園庭球場で「第12回ほどがやシニア団体戦大会」を開催した。

　チーム構成は女子55歳以上1組、60歳以上1組、男子65歳以上1組、ミックス2組です。6チームが

参加し、好天の中熱戦が繰り広げられた。

≪成績≫ １位 田村さんチーム

２位 安藤さんチーム

３位 長島さんチーム

≪ボール材質変更の件（セルロイドからプラスチックに）ボール材質変更の件（セルロイドからプラスチックに）ボール材質変更の件（セルロイドからプラスチックに）ボール材質変更の件（セルロイドからプラスチックに）≫

　卓球初期の1900年頃より現在に至るまでの永年にわたり、セルロイド製のボールが使用されてき

ましたが、保管状況などにより自然発火する可能性がありました。その対策として、2015年よりプ

ラスチック製のボールが使用される様になりました。空輸等で

も混載が可能となりました。ボールサイズは、直径が40㎜、重

さはほぼ2.7ｇと変わりませんが、打球感に微妙な違いを感じる

選手もいるとのことでした。

今年1月に行われました全日本選手権大会でもプラスチック製

ボールが使用されました。

　保土ケ谷区民大会に於いても、プラスチック製ボールに変え

ていくことになりますが、皆様の試合への参加を心よりお待ち

しております。

　平成26年度は春季大会38チーム、秋季大会33チームの参加を得て熱戦が繰り広げられました。

この大会は、市大会・ブロック大会・全国大会の予選（推薦制）も兼ねていて代表になったチーム

は各大会で好成績を収めています。また毎季、新たなチームの参加もあります。

　晴天の下、地域交流・体力増進に向けて、軟式野球を楽しんでみませんか。多くの皆様の参加を

願っております。また、審判員も募集しています。

　熱戦の模様や参加募集は体育協会HPをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　≪問合せ先≫　庶務担当　上野博文　電話　090-3916-8225
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ソフトテニス連盟

バレーボール連盟

バドミントン協会

卓球連盟

野球連盟



　熱戦が繰り広げられた秋季大会も天候に恵まれ、予定通りに

無事終了することが出来ました。

　各チームの代表者や審判員・協会役員が参加して開催された

恒例の納会は、副審判長 森田さんの名司会の下、お楽しみ抽

選会等があり、大変盛り上がりました。

（秋季大会優勝チーム）

女子の部：バックスタイル 壮年の部：瀬戸ヶ谷イーグルス

男子一部：岩井原ロックス 少年少女の部：峰岡クローバーズ

男子二部：横浜ユリックス

　春季と秋季大会、旭区との二区親善大会、藤沢市との親善

大会などの行事を終えて12月に納会で1年間を締めました。

　平成26年は大雪で出来なかった6年生の送別大運動会を2月

14日開催し無事に終えることができてホッとしています。

（送別大運動会は保土ケ谷区だけが開催している行事です）

　スポーツの種類は、ざっと数えても50～60位はありますが、あるスポ

ーツ紙が、成人男女に『一度やってみたいスポーツは何ですか』と云う

アンケートでは、ダントツで「弓道」が32％とは驚きましたが、私達の

日常会話の中で「矢も盾も・・・、足踏み、・・の筈、的中、」などと

数えきれない程、弓道用語が生活に密着しているからでしょう。

　私は『広報よこはま』で「弓道教室生徒募集」を見付け、矢も盾もた

まらずで応募し待望の弓道に59歳で入門しました。自己の修練の結果を

知る資格審査では1年で初段、2年で二段と進みその後も頑張って昇段し、

75歳で五段、81歳で錬士合格を得ました。幸いな事に、神奈川県随一の

整った常盤公園弓道場があり、常時練習が出来ますし、齢に関係なく若

い人と対等に戦えるスポーツは弓道以外にはありません。老若男女を問

わず、弓好きの皆さん、自己啓発のためにトライして、我々高齢者と共

に結果を出してみませんか。（元保土ケ谷区体育協会 副会長　島　肇）

　平成26年度の第28回区民少年サッカー大会は、5年生以下の12

チームで10月に予選リーグ、11月9日には玄海田公園グラウンド

にて決勝リーグが行われた。

　優勝は藤塚キッカーズ、2位横浜GSFC、3位帷子SCでした。

グラウンド環境もよく、多くのご家族の応援や声援で大いに盛り

上がりました。

  平成26年4月よりサッカー協会のHPも立ち上がり、10ヶ月で

6,000件を越えるアクセスがあったこともご報告いたします。

保土ケ谷区サッカー協会のHPはhttp://hodogaya11.info

　区内には13の剣友会があり、また中学校・高校・大学の剣道部でも多くの方が

心身の鍛錬にいそしんでいます。そして習得した技を秋の区民剣道大会、初春の

小学生錬成大会などで競っています。また毎月１回、保土ケ谷中学校体育館で合

同稽古会を催しています。

　剣道は生涯続けられるスポーツです。あなたも剣道で体と心を鍛えてみてはい

かがでしょう。

≪問合せ先≫ 保土ケ谷区剣道連盟 事務局　仲亀晃央（電話＆FAX 045-744-8266）

サッカー協会

少年野球連盟

ソフトボール協会

剣道連盟

弓道協会



　平成26年度は多数の皆様のご参加を頂き、無事大会を終了する

ことができました、誠にありがとうございました。

　平成27年度も会場は全大会ハマボールで開催いたします。

昨年同様、区民の皆様のご参加をお待ちいたします。

　なお春季・秋季の区民大会以外に、7月12日会長杯、1月31日

親善大会があります。

≪平成26年度秋季大会成績≫

総合優勝 小原 陽治 703　準優勝 酒井 比呂志 702　第3位 石丸 理砂

男子ハイゲーム256（小原 陽治）、女子ハイゲーム221（田村 久美）

　錦織フィーバーが日本中で起きています。テニス愛好家の皆さん、私たちも彼に負け

ないようテニスを骨の髄から楽しんでしまいましょう。

　まずは、日頃の成果を区民大会に参加して確認し、次のステップの目標にしましょう。

大勢の皆様の参加をお待ちしています。

団体名・代表者 開催日 大会名 会  場 団体名・代表者 開催日 大会名 会  場

野球連盟  4月 5日(日) 春季大会 市内野球場 バドミントン協会  4月 5日(日) 134回大会 保土ケ谷SC

堂下 一雄 331-0431  9月 6日(日) 秋季大会 市内野球場 下田 秀美  5月 3日(日) 135回大会 保土ケ谷SC

ソフトテニス連盟  5月17日(日) 春季中学個人 三ッ沢公園 335-7263  5月10日(日) 136回大会 保土ケ谷SC

西村 泰  6月13日(土) 春季一般個人 三ッ沢公園  8月 9日(日) 137回大会 保土ケ谷SC

801-1423  7月11日(土) 中学団体戦 三ッ沢公園 9月20日(日) 138回大会 保土ケ谷SC

 7月29日(水) 小学生大会 三ッ沢公園 12月13日(日) 139回大会 保土ケ谷SC

 11月 7日(土) 秋季一般個人 三ッ沢公園  2月 7日(日) 140回大会 保土ケ谷SC

11月15日(日) 中学男子個人 三ッ沢公園 少年野球連盟  4月 5日(日) 春季大会 区内運動場

 12月12日(土) 中学女子個人 三ッ沢公園 長嶋 孝331-6063  9月 6日(日) 秋季大会 区内運動場

 2月13日(土) シニア団体戦 三ッ沢公園 バレーボール連盟  5月10日(日) 春季大会 保土ケ谷SC

卓球連盟  5月 6日(水) 197回大会 保土ケ谷SC 山崎 都 382-8722 10月25日(日) 秋季大会 保土ケ谷SC

石田 昌子（代理）  6月21日(日) お楽しみ大会 保土ケ谷SC 1月24日(日) 新春大会 保土ケ谷SC

332-3646  9月 6日(日) 199回大会 保土ケ谷SC 剣道連盟 石崎 豊 11月15日(日) 59回大会 保土ケ谷SC

 10月25日(日) お楽しみ大会 保土ケ谷SC ソフトボール協会  4月19日(日) 春季大会 区内運動場

11月 3日(火) 201回大会 保土ケ谷SC 小柴 邦幸 331-4528  9月20日(日) 秋季大会 区内運動場

12月23日(水) 202回大会 保土ケ谷SC テニス協会  5月26日(火) 春季女子Ｄ 三ッ沢公園

 1月24日(日) お楽しみ大会 保土ケ谷SC 境 勝行  6月21日(日) ミックスＤ 三ッ沢公園

 3月21日(月) 204回大会 保土ケ谷SC 371-9394  9月20日(日) 秋季女子Ｄ 三ッ沢公園

サッカー協会  4月19日(日) 社会人大会 常盤公園他 10月18日(日) 秋季男子Ｄ 三ッ沢公園

青島 直樹  6月21日(日) フットサル 保土ケ谷SC ボウリング協会  5月 3日(日) 春季大会 ハマボール

824-9955  6月28日(日) 少年大会 常盤公園他 石丸 茂喜 712-2351  10月 4日(日) 秋季大会 ハマボール

 2月 7日(日) フットサル 保土ケ谷SC 体育協会  6月17日(水) 総　会 保・公会堂

弓道協会 軽部 隆 10月18日(日) 20回大会 常盤公園 事務局 332-1130  3月 6日(日) スポーツ祭り 保土ケ谷SC

問合せ先 ：保土ケ谷区体育協会 事務局 泰良（タイラ）

電話&FAX  045-332-1130    e-mail ： h-sports-a@forest.ocn.ne.jp

 URL　http://www.hsportsa.sakura.ne.jp/

テニス協会

ボウリング協会

平成平成平成平成26262626年度横浜市体育協会表彰受賞者年度横浜市体育協会表彰受賞者年度横浜市体育協会表彰受賞者年度横浜市体育協会表彰受賞者

○スポーツ功労賞Ａ項 境 勝行 氏（テニス協会）

○スポーツ普及功労賞 和気 三男 氏(スポーツ推進委員連絡協議会）

泰良 利治 氏(バドミントン協会)

平成平成平成平成26262626年度保土ケ谷区体育協会表彰受賞者年度保土ケ谷区体育協会表彰受賞者年度保土ケ谷区体育協会表彰受賞者年度保土ケ谷区体育協会表彰受賞者

○体育功労賞 Ａ項 大槻 一世 さん(卓球連盟)

おめでとうございます！

平成27年度事業計画

平成26年度秋季大会入賞者


