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ご挨拶                                             保土ケ谷区体育協会 会長  小柴邦幸 

   この度の「東日本大震災」で、多くの方が甚大な被災を受けましたことに、心よりお見舞いを申し上げます。 

  日々運動できる、スポーツに親しめる喜びを、改めて認識させられました。 

    区体協の大会の更なる充実を図って参りたいと考えております。多くの区民の皆様の区民大会へのご参加を 

お願いいたします。どうぞ気軽に、区体協ホームページにアクセスしてみてください。 

～「鈴木和宏」新区長さんが、着任されましたのでご挨拶に伺いました !! ～ 

   『ご着任おめでとうございます。着任早々にお忙しい中お時間をいただ

きありがとうございます』 

『保土ケ谷区体育協会は、現在１２競技団体で、区民の健康増進・青尐

年の健全育成を目的とし、年間を通して区民大会を開催しております。 

各競技団体から開会式、周年行事、総会等でのご挨拶の依頼があろうか 

と思いますが、その節は、お言葉をよろしくお願いいたします。又、現 

在当協会では、尐子高齢化によるメンバー確保の難しさと、大会会場の 

確保が課題となっています。どうぞご支援をお願いいたします』 

ここで、区長さんに「スポーツの関わりあい」について伺ってみまし 

た。子供の頃は、野球をやられていたそうですが、肘を痛め、学生になってからは、もっぱら卓球で活躍し、青 

春を謳歌したとのこと。市役所の卓球部には今も席を置いていられるようです。（噂では、実力は実業団級とか） 

   区体協にも卓球連盟があるので、是非区長さんにもご参加をいただき、ご指導と叱咤激励をお願いし、区長室を 

後にしました。 

 

野球連盟 

野球連盟では、毎年春季と秋季の年２回、軟式野球区民大会を実施し 

ています。この大会は、区民の皆様の親睦・交流や健康増進の一助にし 

て頂くためのものですが、一方で天皇賜杯・五大市大会・高松宮賜杯・ 

団体戦等々全国規模の大会に出場するための予選も兼ねています。 

   また、第一回戦で負けたチームが再び参加できる「精鋭戦」を上記 

大会と平行して行うこともあります。 

野球大好きな区民の皆様! ! お気軽に参加してください。 

なお、野球連盟では野球に興味のある方を対象に審判員を募集しています。 

また、野球連盟の情報は以下の URL のホームページでも紹介しています。 

http://kokudai.gotohp.jp/kumin/top.html     （連絡先）副部長 堂下一雄 ☎331-0431 

 

卓球連盟 

   色とりどりのユニフォームの花を咲かせたスポーツセンターで、平成２３年度も初心者、中級者の試合を３回、

全級者の試合を４回、卓球連盟がスポーツセンターを利用出来る最大限の日程を活用して開催をします。 

   他の区でも同様な日数ぐらい試合を開催しております。開催日が保土ケ谷区の試合と重なった場合など「他の 

区の試合よりも保土ケ谷区の試合の方が、やり甲斐がある」と云われた時は主催者側として意気に感じています。 

   区民卓球愛好者のために尐しでも楽しんで頂ける様、これからも引き続きより良い大会を開催していきたいと 

   思っています。 

 

 

鈴木和宏区長 小柴邦幸 

http://kokudai.gotohp.jp/kumin/top.html


テニス協会 

   平成２２年度保土ケ谷区民大会に参加して頂きました皆様にお礼申し上げ 

ます。平成２３年度も例年通りダブルス大会を、男子と混合を各１回、女子 

を２回開催いたします。 

  各大会とも皆様の参加が無ければ成り立ちません。是非参加を頂き、日頃 

  の練習成果を発揮するとともに、趣味を同じくする仲間との交流を促進して 

頂ければ幸いです。 

  写真は左から、準優勝の岩岡丈二さん，清家麻理子さん。優勝の高橋誠子 

さん，高橋龍介さん。３位の青木有宇子さん，青木啓友さんです。 

 

バレーボール連盟 

  新役員の選出も無事に終わり、新たな出発をする事ができました。ひとえに 

区民大会に多数参加して下さる各チームの皆様のおかげです。今後とも不慣れ 

ではありますが役員一同、力を合わせ連盟の運営をしていくよう努力したいと 

思います。平成２３年度も同じく春と秋に大会を開催いたします。 

女子力を発揮すべく、数多くの熱戦が期待され、干支のうさぎのようにホッ 

プ・ステップ・ジャンプと女子パワー全開で飛び跳ねてみませんか？ 

多数のチームの参加をお待ちしております。 

 

バドミントン協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弓道協会 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボウリング協会 

  岡沢ボウルに始まり、保土ケ谷区体育協会に入会して12年目になります。現在保土ケ谷区にはボウリング場がなく、 

今年度は戸塚ボウリングセンターで４回開催します。市の大会(市長杯マスターズなど)にも多数参加しております。 

  ボウリング３ゲーム(約 30分)は、80分の散歩、50分のラジオ体操に匹敵 

する運動量です。心臓に負担がかからず、全身運動のため新陳代謝を活発に 

し、血行を促進します。このため糖尿病・高血圧などの生活習慣病予防に良 

いと言われ、また膝の屈伸運動を知らず知らずに行うため、足腰強化にも役 

立ちます。仲間を作りやすく、手軽で楽しく、天候に左右されず、いつでも 

行うことができ、これからの生涯スポーツとして最適です。皆さんのご参加 

を心よりお待ちしています。 

 

 

 

 平成２３年度、個人戦は男女別ダブルス２回と混合ダブルス１回、シングルスを１回開催します。団体戦は男女

別(３W)、男女混成(第一女子、第二混合、第三男子)、及び混合(３W)を予定しています。団体戦は６名以上８名以

内の編成です。その他、横浜市バドミントン協会主催の団体戦で１８区対抗戦及び神奈川県バドミントン協会主催

の市・区・町・村対抗団体戦へも積極的に参加しております。 

 広い体育館、静寂の中に乾いた金属音(区民大会では、参加者の雑音でかき消されてしまいますが)、雨・風・光

を遮断した環境の中、夏はサウナ状態、冬は冷蔵庫の中でプレーしているようなバドミントン競技、と書くとさわ

やかなスポーツのイメージは浮かびませんが、プレーヤーは皆さん生き生きしています。 

 区内では、スポーツセンターが主催でバドミントン教室も随時開催しています。 

 協会の役員一同、皆様のお役に立てるよう協力いたしますので、是非声をかけてください。 
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ミックスダブルステニス区民大会 

（平成２２年７月４日） 
 

 

 



 ソフトテニス連盟 

平成２２年１２月２５日に三ツ沢庭球場で開催された中学１年生大会を 

ご紹介します。区内６校より男女合わせて１４６名が参加しました。ほと 

んどの生徒は経験８ヶ月なのにストロークの応酬あり見事なボレーありで 

好天の中熱戦が繰り広げられました。結果は男子優勝矢口／青木（橘）、 

２位瀬野／大橋（宮田）、３位市川／朝野（境木）、中島／川路(岩崎)、 

女子優勝飯田／上野（岩崎）、２位岩崎／中西（岩崎）、３位柴田／貝崎 

（境木）、小林／西川（保土ケ谷）でした。 

 

剣道連盟 
 剣道で体と心を鍛えて元気な力を身につけよう！！入会を希望される方は保土ケ谷区剣道連盟

事務局 野村明俊までお申込みください。 ☎ & fax 341-5697 

☆ 平成２３年度第５５回剣道区民大会 ： １１月１３日(日) スポーツセンターにて 
 

サッカー協会 

保土ケ谷区サッカー協会は、社会人１０チームおよび尐年１１チームが登録して 

  います。年中行事としての区民大会は社会人の春季・秋季大会、尐年の秋季大会、 

およびレディースフットサル大会、パパママフットサル大会等も開催しています。 

ここ数年参加チーム数は、あまり変化なく推移しておりますが、单アフリカワ 

  ールドカップの日本チームの活躍によりサッカーをする子供の数はこのところ増 

  加傾向にあります。小学生の将来なりたい職業のトップはプロサッカー選手との 

ことで、保土ケ谷区サッカー協会もどれだけジュニア世代をサポート出来るかだと 

思っております。 

「保土ケ谷から日本代表のサッカー選手を！」が合い言葉です。 

 

ソフトボール協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少年野球連盟 

                 

                            

          

 

 

 

 

 

 

ソフトボールの最大の特徴、それは下投げ。下投げだからノロノロ～だと思

ったら大間違いです。下投げなりに速球を投げる投法があり、120Km/h以上の

球を投げる人もいます。ソフトボールの投捕間は 14.02m、野球は 18.44mです

から、ソフトボールの 120Km/hを野球の選手から見ると、 

120 ÷ 14.02 ×18.44 = 157.83Km/h 野球でもなかなか出ないスピードです。 

野球とソフトボールは、ほぼ同じルールで行われるスポーツですが、野球に

は野球の奥深さがあり、ソフトボールにはソフトボールの奥深さがあります。 

保土ケ谷区でも老若男女問わず多くの仲間がソフトボールを楽しんでいます。

ソフトボール未体験の方は是非一度ソフトボールを・・・ 

Let's play SOFTBALL !!    楽しいですよ !! 

 

開会式 競技方法説明中 

  
保土ケ谷区民尐年野球秋季大会 

平成２２年９月１２日 ～１０月１７日 

 星川グランド他 

創立３０周年祝賀会 

平成２２年１０月２５日 
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平成２３年度事業計画 

団体名・代表者 開催日 種目 会場 団体名・代表者 開催日 種目 会場 

野球連盟 

足立謙三 731-9775 

3 月～ 6 月 春季大会 市内野球場 バドミントン協会 

下田秀美 335-7263 

 

4月 3日(日) 95回大会 保土ケ谷SC 

8 月～12 月 秋季大会   〃 5月 1日(日) 96回大会   〃 

ソフトテニス連盟 

西村 泰 801-1423 

 

4月24日(日) 中学団体 三ッ沢 5月29日(日) 特別企画   〃 

6月19日(日) 春季一般  〃 8月14日(日) 97回大会   〃 

8月21日(日) 秋季中学  〃 9月11日(日) 98回大会   〃 

9月 4日(日) 中学団体  〃 10月30日(日) 99回大会   〃 

9月18日(日) 秋季一般  〃 12月25日(日) 100回大会   〃 

11月20日(日) シニア団体  〃 2月11日(土) 111回大会   〃 

12月24日(土) 中学 1年  〃 尐年野球連盟 

丸山良平 333-0098 

3月 ～  6月 春季大会 区内広場 

2月25日(土) 中学交流  〃 9月 ～ 10月 秋季大会 県尐年野球場 

卓球連盟 

高橋 誠 381-8031 

 

5月5日(木) 169回大会 保土ケ谷SC 弓道協会 

軽部 隆 331-1445 

10月16日(日) 16回大会 常盤公園 

6月26日(日) お楽しみ大会  〃    

8月14日(日) お楽しみ大会  〃 剣道連盟 

石崎 豊 383-0219 

11月13日(日) 55回大会 保土ケ谷SC 

9月25日(日) 170回大会  〃    

11月27日(日) お楽しみ大会  〃 ソフトボール協会 

小柴邦幸 331-4528 

3 月～ 7 月 春季大会 区内広場 

1月29日(日) 171回大会  〃 9 月～12 月 秋季大会   〃 

3月20日(火) 172回大会  〃 テニス協会 

境 勝行 371-9394 

 

5月10日(火) 春季女子D 三ッ沢 

バレーボール連盟 

佐藤 博 381-3179 

5月29日(日) 春季大会 保土ケ谷SC 7月17日(日) ミックスD  〃 

11月27日(日) 秋季大会  〃 9月24日(土) 秋季女子D  〃 

サッカー協会 

青島直樹 824-9955 

 

4月10日(日) 春季社会人 常盤公園 10月16日(日) 秋季男子D  〃 

5月28日(土) 尐年大会  〃 ボウリング協会 

石丸茂喜 712-2351 

7月10日(日) 春季大会 戸塚ボウル 

6月26日(日) フットサル 保土ケ谷SC 9月11日(日) 秋季大会 戸塚ボウル 

11月20日(日) 秋季社会人 常盤公園 保土ケ谷区体育協会 

事務局 332-1130 

6月15日(水) 総 会 保・公会堂 

2月11日(土) フットサル 保土ケ谷SC 3月 4日(日) スポーツ祭り 保土ケ谷SC 

                                          保土ケ谷SC：保土ケ谷スポーツセンター 

 

平成２２年１０月１６日（土）県立保土ケ谷公園で「ほどがや祭り」が開催され、 

   当協会も出店しました。好天に恵まれ ４万８千人の人出となり体協の焼き 

とり、フランクフルト、モツ煮も午後には完売となりました。 

美味しいと評判でした！ 今年もご来店お待ちしていまぁ～す。 

 

 

事務局です！ 

平成２２年４月から体協事務局で仕事をしています泰良(タイラ)と言います。バドミントン協会 

に所属しています。 

当協会に加盟しています１２競技団体の区民大会の案内を広報、スポーツセンター内への掲示お 

よびホームページ等を通して紹介しています。 

場所はスポーツセンターに入ってすぐ右手の奥まった所に事務所がありますので、気軽に寄って 

ください。またホームページも是非ご覧になってください。よろしくお願い申し上げます。 

勤務日時  毎週月・火・木・金（水・土・日休み） 午後１時～５時半まで 

    ☎ & fax 332-1130    http://www18.ocn.ne.jp/~hsportsa/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度横浜市体育協会 表彰者 
スポーツ功労賞 A 項・・・ 星川郁代さん （バドミントン協会） 

                             

スポーツ普及功労賞 ・・・ 石崎 豊さん （剣道連盟） 

              藤川みゆきさん（ソフトテニス連盟） 

                                                                            星川郁代さん 
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