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　平成16年度から、五大都市体育大会の流れを
受け継ぎ、①都市対抗形式での競技大会を通じて
各都市スポーツ団体間及び市民の交流促進を図
り、②競技力の向上と青少年の健全な育成、また、
③生涯スポーツの普及に寄与することを目的とし
て、競技団体主導型の「都市間交流スポーツ大
会」が開催されるようになりました。
　今年で第12回を迎えた今大会は、7月11日・12日
の土、日曜日を中心に名古屋市で開催されました。
13種目の開催で、各都市の選手は日頃の練習成
果を十分発揮し、各種目で熱戦が繰り広げられまし
た。また、五都市の選手がスポーツを通して相互の
交流を図ることができました。名古屋市は、軟式野
球、バドミントン、相撲の男子団体及び男子個人の
部、弓道の男子、テニス、ボウリングの団体総合（男
子）及び男子2人チーム戦（マスターズ部門）、空手
道の形個人・小学生女子の部が優勝いたしました。
　各競技団体の役員、選手の皆様を始め関係各
位に心からお礼申し上げます。
　また、来年度は横浜市での開催になります。より一
層の活躍を期待しています。

　生涯スポーツの啓発・普及・振興を図るとともに、
競技スポーツの登竜門として開催される（公財）日
本水泳連盟が実施する泳力検定大会を当協会加
盟団体の名古屋市水泳連盟と共催し、6月21日
（日）に日本ガイシアリーナ競泳プールで開催しまし
た。当協会主催の水泳教室受講者や一般の水泳
愛好者を始めスイミングクラブで選手を目指している
方までの566人の参加があり、日頃の練習成果を存
分に発揮されました。
　さらに、（公財）日本水泳連盟から、アテネオリンピ
ックにて200ｍバタフライ銀メダルを獲得した山本貴
司さん、世界選手権パース大会400ｍ自由形銅メダ

ルを獲得した千葉すずさんの応援派遣を受け、サイ
ン会を通じて参加者のみなさんとふれあい、大会を
おおいに盛り上げてくれました。

　

第12回 都市間交流スポーツ大会 名古屋市で開催第12回 都市間交流スポーツ大会 名古屋市で開催
第12回都市間交流スポーツ名古屋大会 大会結果 （敬称略）

▲軟式野球▲ソフトボール ▲テニス

▲競技の様子 ▲千葉すずさん（左）
山本貴司さん（右）

ニチレイチャレンジ泳力検定名古屋大会を開催ニチレイチャレンジ泳力検定名古屋大会を開催
▲弓道

開催日 種目名 試合形式 順位

7/10
・11

7/5 空手道

形個人・小学男

形個人・女
団体組手

総合 横浜市 大阪市 名古屋市 神戸市京都市

̶

̶

̶

̶

1位 2位 3位 4位 5位 6位

7/11

7/12

形個人・中学男
形個人・小学女

形個人・男
形個人・中学女

大阪市（磯部）

横浜市

神戸市（野澤）

名古屋市（丹羽）

大阪市

名古屋市（中島）

京都市（安藤）

京都市

大阪市（山口）

大阪市（小森）

名古屋市

横浜市（堀内）

横浜市（高橋）
̶

横浜市（熊澤） 神戸市（橘） 京都市（佐々木） 名古屋市（永井） 大阪市（五十嵐）
̶

横浜市（松本） 京都市（高尾） 神戸市（島谷） 名古屋市（松原） 大阪市（伊藤）

̶

名古屋市（菊池） 大阪市（蛯原） 神戸市（横山） 京都市（片山） 横浜市（平井）
̶

横浜市（有徳） 京都市（谷口） 神戸市（古川） 大阪市（伊藤） 名古屋市（田中）

神戸市

横浜市（石井）

7/25
・26 ボウリング

名古屋市 京都市

大阪市神戸市 横浜市

大阪市横浜市

名古屋市

̶名古屋市 大阪市横浜市 大阪市
京都市

ソフトボール 女子
名古屋市

2人（ヤング）男子
（マスターズ）男子

神戸市 大阪市 名古屋市

名古屋市 京都市 横浜市

京都市

大阪市

神戸市 名古屋市 大阪市 京都市

大阪市 横浜市 神戸市 名古屋市

横浜市 名古屋市 神戸市京都市

神戸市 大阪市 名古屋市

大阪市

京都市 横浜市 ̶

̶

̶神戸市

̶京都市

̶

̶

横浜市

̶神戸市

̶京都市

̶横浜市

4人（男子）
4人（女子）

2人（ヤング）女子
（マスターズ）女子

団体総合（男子）
神戸市 大阪市 京都市名古屋市 ̶横浜市女子

名古屋市 神戸市
横浜市

京都市

団体総合（女子）

男子団体

男子個人

名古屋市

名古屋市（吉田）

京都市

京都市（池田）

横浜市

横浜市（片嶋）

横浜市（小倉）相撲 ̶ ̶̶

̶ ̶̶

̶ ̶男子 京都市 名古屋市 横浜市 ̶

̶ ̶

̶ ̶

女子 京都市 名古屋市 ̶ ̶

̶ ̶̶ ̶

ハンドボール

7/11
・12 大阪市 神戸市

̶
横浜市

̶
京都市

軟式野球 男子

̶男女混合 大阪市 横浜市名古屋市 京都市 神戸市バドミントン

̶ソフトテニス 女子
男子 大阪市 名古屋市京都市 横浜市 神戸市

名古屋市 横浜市京都市

名古屋市名古屋市

神戸市 大阪市

バスケット
ボール

名古屋市A

横浜市女子 神戸市 名古屋市A 大阪市 名古屋市B京都市
男子 大阪市 京都市神戸市 横浜市 名古屋市B

男女混合 横浜市 京都市名古屋市 大阪市 神戸市テニス ̶

男子 名古屋市京都市ホッケー

男子
大阪市

弓道

女子 名古屋市大阪市神戸市 京都市 横浜市家庭婦人バレーボール
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　第57回を迎えた市民スポーツ祭が、8月22日（土）
から30日（日）を中心に市内の各会場で開催され、2月
までの大会期間中、陸上競技始め37種目107競技で
熱戦が繰り広げられます。
　競技は、区対抗（社会人）、一般、小学生、中学生、
高等学校（高校生）及びマスターズの6部門に分か
れて行われ、選手及び役員合わせて約3万5千人の
方が参加されました。
　結果は、表のとおりで、名東区が区対抗の部で優
勝しました。
　8月22日（土）午前10時から港区の稲永スポーツセ
ンター第1競技場で行われた、総合開会式では、河村
たかし市長、藤沢ただまさ市会議長、加藤常文体育
協会会長の3名の方から激励の言葉を受けた後、参

加選手を代表して北区の田中圭衣子さんと都築宏
子さんが力強く選手宣誓を行い、健闘を誓いました。
　開会式に引き続き、名古屋市消防音楽隊によるアト
ラクションが行われ、大会を盛り上げていただきました。
　また、最終日の8月30日（日）午後6時30分から名古
屋市教育館講堂で総合閉会式が行われました。
　競技運営などにご協力をいただいた役員の皆様、
競技に参加され健闘された選手の皆様、選手を応援
いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。

区対抗の部 　名東区優勝

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体
育協会）の体育功労者の表彰が、市民スポーツ祭
の総合閉会式〔8月30日（日）名古屋市教育館講堂〕
の席上で行われ、名古屋市体育協会加藤会長から
賞状と記念品が授与されました。
　本年度の受賞者は、各種の全日本選手権大会等

順位
第57回市民スポーツ祭区対抗の部成績表  

優　勝
第２位
第３位
第４位
第５位
第６位
第７位
第８位

区名
名 東 区
北 区
南 区
守 山 区
緑 区
瑞 穂 区
天 白 区
千 種 区

171.375
162.75  
162.75
159  　
157.75
157.625
150.625
149.625

区対抗得点 順位
第９位
第１０位
第１１位
第１２位
第１３位
第１４位
第１５位
第１６位

区名
昭 和 区
西 区
中 川 区
港 区
中 村 区
熱 田 区
東 区
中 区

149
143.875
142.875
141
139.875
134
123
122.875

区対抗得点

各種の全日本選手権大会等の優勝者

水泳
伊藤悠乃、清水千晴、福井くるみ、新山萌花
三浦璃心
卓球
真田浩二、木造勇人、高見真己、太田　輝
宮本春樹、田中佑汰、橋本一輝、加賀美利輝
堀川敦弘、新井宇輝、中村光人、今枝一郎
廣田雅志、百瀬卓哉、和田航大、神　京夏
松山祐季、大西尚弥、葭原晴昇
バスケットボール
井上眞一、高辻真子、上田祐季、若原愛美
加藤優希、脇　梨奈乃、遠藤　桐、平野実月
矢田真悠、粟津雪乃、梅沢樹奈、米長華菜
馬瓜ステファニー、藤本愛妃、川口友香
齋藤彩実、内山未悠
軟式野球
須賀利勝、伊織　翼、齋藤優吾、印出太一
前川彪之助、平尾大地、髙﨑　開
坂本孝太郎、安達佑馬、山本倖大、仁藤健太
甲斐田知徳、芹澤蓮也、油谷優樹、油谷陽樹
テニス
平松詩菜、大矢　希
ハンドボール
深見忠司、大橋　衛、高橋憲申、榊原温人
齋藤寛太、加藤駿弥、石黒理久、小島隼星
藤井湧也、岩村裕輝、尾藤　実、吉田峻介
川島　悠、中村勇登、浅野清隆、神谷怜名
中西麻由香、丹羽　遥、木戸亜緒依
野村真来、村松沙耶、熊崎かずみ
野間悠里杏、野崎美来

スケート
成瀬葉里子、山本草太、久野千嘉子
渡辺真央、松田悠良、新田谷　凛、宇野昌磨
日野龍樹
ホッケー
鹿野育郎、粥川幸司、長澤克好、橘　敏郎
山下　学、井島光希、森嶋　彬、藤本一平
中山康大、山部晃嗣、吉原平太、佐々木拓郎
松本謙人、羽田康佑、竹中康悦、大門美生
柳本主貴、新本　優、河内伸仁、川上良平
高瀬克也、小野知則、川上　啓、畠山　学
塩川直人
体操
土橋ココ、市瀬柚子、田中亜悠、加藤未梨
佐々木愛華、古山　葵、松村泰葉、稲川右佳
髙山優梨花、倉田しおり、上大田好花
古井里奈、中村咲穂、吉田彩峰、稲垣新菜
ヨット
玉山義規
少林寺拳法
川畑依子、宮下麗奈
ドッジボール
都竹真有美、佐橋陵汰、山本晴丈、大越竜斗
浅井元輝、福田颯大、鈴木唯斗、村上逸樹
檜垣留花、河合翔栄、伊奈田翔太、大島有平
押村健生、熊澤正陸、宮原瑠菜、山田昇平
山本景也、押村康生、檜垣斗有摩、岡村颯真
熊澤平陸
バウンドテニス
山下智平、曽根明弘

（敬称略） （敬称略）

第57回市民スポーツ祭第57回市民スポーツ祭

国際競技大会において優秀な成績を挙げた方

の優勝者（延べ228名）、国際競技大会において優
秀な成績を挙げた方（延べ36名）、地域スポーツの
発展に顕著な功労のあった方（16名）、選手育成に
顕著な功労のあった方（19名）でした。
　受賞者の皆様おめでとうございました。
　今後の一層のご活躍とご健闘を期待しております。

陸上競技

水泳

卓球

軟式野球

柔道

地域スポーツの発展に顕著な功労のあった方

千種区
東区 
北区 
西区 
中村区 
中区
昭和区 
瑞穂区 

林　茂
西島東志子
安田一雄
鈴木寛司
中出忠志
橋本恵子
奥村與志明
河合威哉

（敬称略）

熱田区 
中川区 
港区 
南区
守山区 
緑区 
名東区 
天白区  

後藤　悟
松永幸枝
若松一臣
虫鹿政広
森下眞由美
坂東　清
稲葉正和
佐藤孝夫

池田茂樹  
平野博久  
土居英樹  
鈴木都市子  
三木たみ子  
堀内重博  
中島　奏  
近藤恭正  
中根多恵

選手育成に顕著な功労のあった方 （敬称略）

※参加点と順位得点の合計の高い順。ただし、同点の場合は上位を占める競技種目の多い区が上位。

陸上競技
森　凪紗、高田由基
水泳
伊藤健太、伊藤悠乃
柔道
佐藤和幸、中江美裕
スケート
日野龍樹、宇野昌磨、山本草太、本郷理華
小塚崇彦、村上佳菜子、新田谷　凛、松田悠良

ホッケー
粥川幸司、山下　学、藤本一平
山部晃嗣、佐々木拓郎
新本　優、川上良平、小野知則
ラグビー
兼松由香

～功績を称え、更なるご活躍を期待して～～功績を称え、更なるご活躍を期待して～
平成27年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

～功績を称え、更なるご活躍を期待して～
平成27年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

砂子間英明  
小川真一郎 
岩崎清人  
長谷場典子  
中村秀樹  
山田政彦  
酒井智宏  
品田満雄  
木村重城  
深井茂和  
     

バドミントン

弓道
ソフトボール

少林寺拳法 
日本拳法 
ドッジボール 
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　生涯スポーツの啓発・普及・振興を図るとともに、
競技スポーツの登竜門として開催される（公財）日
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▲競技の様子 ▲千葉すずさん（左）
山本貴司さん（右）

ニチレイチャレンジ泳力検定名古屋大会を開催ニチレイチャレンジ泳力検定名古屋大会を開催
▲弓道

開催日 種目名 試合形式 順位

7/10
・11

7/5 空手道

形個人・小学男

形個人・女
団体組手

総合 横浜市 大阪市 名古屋市 神戸市京都市

̶

̶

̶

̶

1位 2位 3位 4位 5位 6位

7/11

7/12

形個人・中学男
形個人・小学女

形個人・男
形個人・中学女

大阪市（磯部）

横浜市

神戸市（野澤）

名古屋市（丹羽）

大阪市

名古屋市（中島）

京都市（安藤）

京都市

大阪市（山口）

大阪市（小森）

名古屋市

横浜市（堀内）

横浜市（高橋）
̶

横浜市（熊澤） 神戸市（橘） 京都市（佐々木） 名古屋市（永井） 大阪市（五十嵐）
̶

横浜市（松本） 京都市（高尾） 神戸市（島谷） 名古屋市（松原） 大阪市（伊藤）

̶

名古屋市（菊池） 大阪市（蛯原） 神戸市（横山） 京都市（片山） 横浜市（平井）
̶

横浜市（有徳） 京都市（谷口） 神戸市（古川） 大阪市（伊藤） 名古屋市（田中）

神戸市

横浜市（石井）

7/25
・26 ボウリング

名古屋市 京都市

大阪市神戸市 横浜市

大阪市横浜市

名古屋市

̶名古屋市 大阪市横浜市 大阪市
京都市

ソフトボール 女子
名古屋市

2人（ヤング）男子
（マスターズ）男子

神戸市 大阪市 名古屋市

名古屋市 京都市 横浜市

京都市

大阪市

神戸市 名古屋市 大阪市 京都市

大阪市 横浜市 神戸市 名古屋市

横浜市 名古屋市 神戸市京都市

神戸市 大阪市 名古屋市

大阪市

京都市 横浜市 ̶

̶

̶神戸市

̶京都市

̶

̶

横浜市

̶神戸市

̶京都市

̶横浜市

4人（男子）
4人（女子）

2人（ヤング）女子
（マスターズ）女子

団体総合（男子）
神戸市 大阪市 京都市名古屋市 ̶横浜市女子

名古屋市 神戸市
横浜市

京都市

団体総合（女子）

男子団体

男子個人

名古屋市

名古屋市（吉田）

京都市

京都市（池田）

横浜市

横浜市（片嶋）

横浜市（小倉）相撲 ̶ ̶̶

̶ ̶̶

̶ ̶男子 京都市 名古屋市 横浜市 ̶

̶ ̶

̶ ̶

女子 京都市 名古屋市 ̶ ̶

̶ ̶̶ ̶

ハンドボール

7/11
・12 大阪市 神戸市

̶
横浜市

̶
京都市

軟式野球 男子

̶男女混合 大阪市 横浜市名古屋市 京都市 神戸市バドミントン

̶ソフトテニス 女子
男子 大阪市 名古屋市京都市 横浜市 神戸市

名古屋市 横浜市京都市

名古屋市名古屋市

神戸市 大阪市

バスケット
ボール

名古屋市A

横浜市女子 神戸市 名古屋市A 大阪市 名古屋市B京都市
男子 大阪市 京都市神戸市 横浜市 名古屋市B

男女混合 横浜市 京都市名古屋市 大阪市 神戸市テニス ̶

男子 名古屋市京都市ホッケー

男子
大阪市

弓道

女子 名古屋市大阪市神戸市 京都市 横浜市家庭婦人バレーボール
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　第57回を迎えた市民スポーツ祭が、8月22日（土）
から30日（日）を中心に市内の各会場で開催され、陸
上競技始め37種目107競技で熱戦が繰り広げられま
した。
　競技は、区対抗（社会人）、一般、小学生、中学生、
高等学校（高校生）及びマスターズの6部門に分か
れて行われ、選手及び役員合わせて約3万5千人の
方が参加されました。
　結果は、表のとおりで、名東区が区対抗の部で優
勝しました。
　8月22日（土）午前10時から港区の稲永スポーツセ
ンター第1競技場で行われた、総合開会式では、河村
たかし市長、藤沢ただまさ市会議長、加藤常文体育
協会会長の3名の方から激励の言葉を受けた後、参

加選手を代表して北区の田中圭衣子さんと都築宏
子さんが力強く選手宣誓を行い、健闘を誓いました。
　開会式に引き続き、名古屋市消防音楽隊によるアト
ラクションが行われ、大会を盛り上げていただきました。
　また、最終日の8月30日（日）午後6時30分から名古
屋市教育館講堂で総合閉会式が行われました。
　競技運営などにご協力をいただいた役員の皆様、
競技に参加され健闘された選手の皆様、選手を応援
いただいた関係者の皆様、ありがとうございました。

区対抗の部 　名東区優勝

　（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体
育協会）の体育功労者の表彰が、市民スポーツ祭
の総合閉会式〔8月30日（日）名古屋市教育館講堂〕
の席上で行われ、名古屋市体育協会加藤会長から
賞状と記念品が授与されました。
　本年度の受賞者は、各種の全日本選手権大会等

順位
第57回市民スポーツ祭区対抗の部成績表  

優　勝
第２位
第３位
第４位
第５位
第６位
第７位
第８位

区名
名 東 区
北 区
南 区
守 山 区
緑 区
瑞 穂 区
天 白 区
千 種 区

171.375
162.75  
162.75
159  　
157.75
157.625
150.625
149.625

区対抗得点 順位
第９位
第１０位
第１１位
第１２位
第１３位
第１４位
第１５位
第１６位

区名
昭 和 区
西 区
中 川 区
港 区
中 村 区
熱 田 区
東 区
中 区

149
143.875
142.875
141
139.875
134
123
122.875

区対抗得点

各種の全日本選手権大会等の優勝者

水泳
伊藤悠乃、清水千晴、福井くるみ、新山萌花
三浦璃心
卓球
真田浩二、木造勇人、高見真己、太田　輝
宮本春樹、田中佑汰、橋本一輝、加賀美利輝
堀川敦弘、新井宇輝、中村光人、今枝一郎
廣田雅志、百瀬卓哉、和田航大、神　京夏
松山祐季、大西尚弥、葭原晴昇
バスケットボール
井上眞一、高辻真子、上田祐季、若原愛美
加藤優希、脇　梨奈乃、遠藤　桐、平野実月
矢田真悠、粟津雪乃、梅沢樹奈、米長華菜
馬瓜ステファニー、藤本愛妃、川口友香
齋藤彩実、内山未悠
軟式野球
須賀利勝、伊織　翼、齋藤優吾、印出太一
前川彪之助、平尾大地、髙﨑　開
坂本孝太郎、安達佑馬、山本倖大、仁藤健太
甲斐田知徳、芹澤蓮也、油谷優樹、油谷陽樹
テニス
平松詩菜、大矢　希
ハンドボール
深見忠司、大橋　衛、高橋憲申、榊原温人
齋藤寛太、加藤駿弥、石黒理久、小島隼星
藤井湧也、岩村裕輝、尾藤　実、吉田峻介
川島　悠、中村勇登、浅野清隆、神谷怜名
中西麻由香、丹羽　遥、木戸亜緒依
野村真来、村松沙耶、熊崎かずみ
野間悠里杏、野崎美来

スケート
成瀬葉里子、山本草太、久野千嘉子
渡辺真央、松田悠良、新田谷　凛、宇野昌磨
日野龍樹
ホッケー
鹿野育郎、粥川幸司、長澤克好、橘　敏郎
山下　学、井島光希、森嶋　彬、藤本一平
中山康大、山部晃嗣、吉原平太、佐々木拓郎
松本謙人、羽田康佑、竹中康悦、大門美生
柳本主貴、新本　優、河内伸仁、川上良平
高瀬克也、小野知則、川上　啓、畠山　学
塩川直人
体操
土橋ココ、市瀬柚子、田中亜悠、加藤未梨
佐々木愛華、古山　葵、松村泰葉、稲川右佳
髙山優梨花、倉田しおり、上大田好花
古井里奈、中村咲穂、吉田彩峰、稲垣新菜
ヨット
玉山義規
少林寺拳法
川畑依子、宮下麗奈
ドッジボール
都竹真有美、佐橋陵汰、山本晴丈、大越竜斗
浅井元輝、福田颯大、鈴木唯斗、村上逸樹
檜垣留花、河合翔栄、伊奈田翔太、大島有平
押村健生、熊澤正陸、宮原瑠菜、山田昇平
山本景也、押村康生、檜垣斗有摩、岡村颯真
熊澤平陸
バウンドテニス
山下智平、曽根明弘

（敬称略） （敬称略）

第57回市民スポーツ祭第57回市民スポーツ祭

国際競技大会において優秀な成績を挙げた方

の優勝者（延べ228名）、国際競技大会において優
秀な成績を挙げた方（延べ36名）、地域スポーツの
発展に顕著な功労のあった方（16名）、選手育成に
顕著な功労のあった方（19名）でした。
　受賞者の皆様おめでとうございました。
　今後の一層のご活躍とご健闘を期待しております。

陸上競技

水泳

卓球

軟式野球

柔道

地域スポーツの発展に顕著な功労のあった方

千種区
東区 
北区 
西区 
中村区 
中区
昭和区 
瑞穂区 

林　茂
西島東志子
安田一雄
鈴木寛司
中出忠志
橋本恵子
奥村與志明
河合威哉

（敬称略）

熱田区 
中川区 
港区 
南区
守山区 
緑区 
名東区 
天白区  

後藤　悟
松永幸枝
若松一臣
虫鹿政広
森下眞由美
坂東　清
稲葉正和
佐藤孝夫

池田茂樹  
平野博久  
土居英樹  
鈴木都市子  
三木たみ子  
堀内重博  
中島　奏  
近藤恭正  
中根多恵

選手育成に顕著な功労のあった方 （敬称略）

※参加点と順位得点の合計の高い順。ただし、同点の場合は上位を占める競技種目の多い区が上位。

陸上競技
森　凪紗、高田由基
水泳
伊藤健太、伊藤悠乃
柔道
佐藤和幸、中江美裕
スケート
日野龍樹、宇野昌磨、山本草太、本郷理華
小塚崇彦、村上佳菜子、新田谷　凛、松田悠良

ホッケー
粥川幸司、山下　学、藤本一平
山部晃嗣、佐々木拓郎
新本　優、川上良平、小野知則
ラグビー
兼松由香

～功績を称え、更なるご活躍を期待して～～功績を称え、更なるご活躍を期待して～
平成27年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

～功績を称え、更なるご活躍を期待して～
平成27年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

砂子間英明  
小川真一郎 
岩崎清人  
長谷場典子  
中村秀樹  
山田政彦  
酒井智宏  
品田満雄  
木村重城  
深井茂和  
     

バドミントン

弓道
ソフトボール

少林寺拳法 
日本拳法 
ドッジボール 



4

▲水泳

▲ホッケー▲ソフトバレーボール

▲新体操 ▲卓球
▲剣道

▲ソフトテニス

▲ソフトボール
▲軟式野球

▲バドミントン
▲弓道

▲ボウリング

▲区対抗の部で優勝した名東区▲ハンドボール ▲レクリエーションバレーボール

3

▲開会式
　（加藤会長あいさつ）

▲開会式（アトラクション）
▲開会式（選手宣誓）

▲ラグビー
▲陸上

▲グラウンド・ゴルフ

▲シンクロナイズドスイミング

▲バレーボール▲相撲

▲ボート

▲アーチェリー
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表紙写真：第57回市民スポーツ祭柔道競技
　　　　 （露橋スポーツセンター）
表紙題字：後藤　淳（名古屋市体育協会特別顧問）
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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なごやのスポーツ（第109号）
平成27年9月30日発行
発行　公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　斉藤元三
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

◆開催期間　平成27年10月1日（木）～11月30日（月）
スポーツの秋にふさわしく、10・11月に市内各スポーツ施設などで各種大会や体験型イベント、当日自由に参加できる多彩
なスポーツ・レクリエーションイベントを開催します。また11月23日は「はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフin瑞穂」と題
して、パロマ瑞穂スポーツパークでトップアスリートを招いた各種イベント等を開催します。
各イベントの詳細は、市内各公所、スポーツセンターなどで配布されている総合パンフレットをご覧いただくか、下記問い合
わせ先までご連絡ください。
●問い合わせ先 （公財）名古屋市教育スポーツ協会 スポーツ事業課 TEL（052）614-7504 FAX（052）614-7525
　

◆ 競 技 大 会

◆ 関連催事
◆ 問 合 先

名古屋ウィメンズマラソン２０１６
（兼 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）代表選手選考競
技会 兼 第100回日本陸上競技選手権大会女子マラソン）
種　目：女子マラソン／20，０００人
　　　（ナゴヤドーム発着コース／制限時間：７時間）
日　程：平成２８年３月１３日（日）９：１０スタート
名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン２０１６
種　目：女子クオーターマラソン／選手招待による
　　　（ナゴヤドーム発～パロマ瑞穂スタジアム着／制限時間：４５分）
日　程：平成２８年３月１３日（日）９：００スタート
名古屋シティマラソン２０１6
種　目：ハーフマラソン男女／１０，０００人
　　　（ナゴヤドーム発～白川公園着／制限時間：３時間）
　　　クオーターマラソン男女／５，０００人
　　　（ナゴヤドーム発～パロマ瑞穂スタジアム着／制限時間：１時間４０分）
　　　チャレンジラン／2，5００人
　　　（ナゴヤドーム敷地内特設コース／制限時間：４５分）
日　程：平成２８年３月１２日（土）チャレンジラン
　　　①9：3０スタート　②１2：15スタート　　　　　　　　　
　　　３月１３日（日）ハーフマラソン、クオーターマラソン　１０：2０スタート

マラソンＥＸＰＯ　平成２８年３月１１日（金）～１３日（日）／ナゴヤドーム
マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知ランナーコールセンター

　　　TEL.０５７０－550661　（平日１０：００～１７：００）

■活 　 動 　 日

■募集期間/人員

■主な申込条件

■支給物品（予定）　
■申 込 方 法

■問 　 合 　 先  　

　　　　　　　平成２８年３月１１日（金）～１３日（日）
　　　　　　　※参加日は自由に選択できます。
　　　　　　　
【個　　人】平成２７年１０月１日（木）～１１月３０日（月）／２，０００人
【ファミリー】平成２７年９月７日（月）～１１月６日（金）／２０組
【団　　体】平成２７年９月７日（月）～１１月６日（金）／７，０００人
【リーダー】平成２７年９月７日（月）～１１月６日（金）／２００人
※募集定員は変更となる場合があります。
　　　　　　　
・活動日現在、満１５歳以上の方（中学生は除く）
※ファミリーボランティアについては、小学４年生から参加可能。小中学生の方は、
保護者の同意を得て必ず保護者と一緒にお申し込みください。また、必ず
小中学生以下の方をメンバーに入れてください。
・主催者が指定する事前説明会または研修会に参加が可能であること
　　　　　　　ウェア、帽子、ボランティア感謝状
　　　　　　　インターネットまたは郵送
※募集要項・申込書は区役所情報コーナー、市スポーツ施設などで配布
※ファミリー区分のお申し込みは郵送のみのお申込みとなります。

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知ボランティアセンター
TEL.０５２－２１８－７３５１　（平日１０：００～１７：００）

ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!名古屋の大マラソン、来年も開催!!名古屋の大マラソン、来年も開催!!

●詳しくは大会ホームページをご覧ください。
　http://marathon-festival.com/

【運営審議会】
第1回　7月6日（月）　スポーツ振興会館　会議室

【加盟団体協議会】

【総務委員会】
第1回　6月8日（月）　スポーツ振興会館　会議室
7月6日開催の運営審議会への提出案件について審議。

8月6日開催の運営審議会への提出案件について審議。

【広報委員会】
第1回　9月3日（木）　スポーツ振興会館　会議室
なごやのスポーツvol.109の編集に関する件で、編集内容等を決定。

【スポーツ少年団本部委員会】
第1回　6月12日（金）　スポーツ振興会館　会議室
①愛知県スポーツ少年団表彰候補者の選出に関する件②平成27
年度事業計画に関する件について審議。

【体育功労者選考委員会】
第1回　7月28日（火）　スポーツ振興会館　会議室
平成27年度体育功労者表彰被表彰者の選考、運営審議会へ提案。

協議事項は、①平成26年度事業報告・収支決算に関する件で、原案
どおり了承。
第2回　8月6日（木）　スポーツ振興会館　会議室
協議事項は、平成27年度体育功労者表彰被表彰者に関する件で、
原案どおり了承。

第1回　7月6日（月）　スポーツ振興会館　会議室
協議事項は、①運営審議員の推薦について②平成26年度事業報
告・収支決算に関する件で、いずれも原案どおり了承。

～事務局だより～

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１６マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１６マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１６

2015スポーティブ・ライフ月間のお知らせ2015スポーティブ・ライフ月間のお知らせ

第2回　8月6日（木）　スポーツ振興会館　会議室

私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。

54

鈴木 陽子さん（昭和区体育協会会長）
すずき　ようこ

プロフィール
昭和７年、名古屋市中区生まれ。学生時代よりソフトテニスをプレーし、五大都市大
会などにも参加。結婚後、一時スポーツから離れていたが、レクリエーションバレー
ボールの立ち上げ、組織づくり、普及活動に関わる。昭和区女性レクリエーションバレー
ボール連絡協議会会長、名古屋市女性レクリエーションバレーボール連絡協議会会
長、名古屋市OGソフトテニス協会会長、愛知OGソフトテニス協会会長、日本OGソフト
テニス連盟副会長を歴任。その一方で、名古屋市スポーツ振興審議会委員、名古屋
市教育スポーツ振興事業団理事、愛知県スポーツ振興審議会委員を務めるなど、地
域スポーツの発展に貢献。平成18年、昭和区体育協会会長に就任し現在に至る。
いまも現役のソフトテニスプレーヤーとして大会に出場している。

インタビュアー／市体育協会広報委員　武藤 孝正

――戦後、女性の方がスポーツをするのは大変だったのでは
ありませんか？
私たちの年代は、終戦後の中学の第一期生で、学校ですぐに
ソフトテニス……当時は軟式テニスと言っていましたが……
を始めました。中学、高校とチャンピオンをとらせていただい
て、五大都市体育大会にも参加させていただきました。ただや
はり結婚して家庭に入りますとテニスを楽しむ環境は当時で
は考えられなかったですね。
――レクリエーションバレーボールとの出会いは？
PTAの役員をやっていたところ、教育委員会から、家庭の主婦
が参加できる新しいバレーを普及させたいから集まってほし
いと要請がありました。各区から10人くらい集まったでしょう
か。もともとカラダを動かすことは好きでしたし、PTAに声がか
かるのだから子どもにも関係するだろうと、いそいそ出かけて
いきました。それがレクリエーションバレーボールです。教育
委員会の指導のもと、夢中になりましたね。そうこうしているう
ちに、ソフトテニスもできる環境になってきました。
――つい先日、第50回春の女性レクリエーションバレーの大
会で名古屋市教育委員会から感謝状をもらわれましたね。
ええ、50年続けてこられたなんて嘘みたいです。魅力にとりつ
かれて、普及とか組織作りとか、教育委員会の方といっしょに
立ち上げるところから努力しましたからね。生みの親のような
気持ちです（笑）。とはいえ、当時の仲間、その後、参加してくれ
ている若い方たちなど、みんなに支えられて、気がつけば50年
という感じです。いまはもう現役ではプレーしませんが、忘れ
がたくて。メンバーは替わりましたが、当時のチーム自体は残
っていまも活動していますから、口だけの監督ですが、時々練
習に顔を出させていただいているんですよ。
――レクリエーションバレーボールも、ソフトテニスも、となる
と何か環境づくりに気をつけてきたことはありますか？
とくになにもやってないんですよ（笑）。子どもが一人でしたし、
主人からも自由にやらせてもらいましたから。好きなことだっ

レクリエーションバレーの
生みの親の気持ち。そこで育んだ
人のつながりを大切にしたい。

たから、自然体でできたんじゃないかしら。当時、レクリエー
ションバレーボールは家庭婦人を引っ張り出さなければいけ
ませんから、練習も試合もウイークデイでした。ソフトテニスの
方は、私はクラブに入っていましたから、土日に練習と試合。そ
れも良かったのかもしれませんね。でも、いちばんは、やっぱり
仲間。若い人、年配の人、いっしょに楽しめたのが良かったん
だと実感しています。
――最も印象に残っていることはどんなことですか？
レクリエーションバレーボールについては、組織ができてチー
ムがどんどん増えてきたときがいちばんうれしかった。生みの
親ですから（笑）。ソフトテニスについては、昔からやっていた
仲間が全国にいます。そんな仲間と大会などで出会えるのが
楽しいですね。
――では、今後の目標や夢をお聞かせください。
ソフトテニスは、全国大会では80歳以上のクラスができて、今
年は30ペアくらい出場しています。勝ち負けは別にして、楽しく、
仲間とわいわいといつまでもプレーしていきたいですね。倒れ
ないように、それこそ自然体でね。ソフトテニスは基本ダブルス
で、私は学生時代と同じペアでプレーしています。ちょっとここ
最近は私たちペアの年齢
があがってきたものです
から、85歳以上のクラス
を作ってくださいと、お願
いしているところです
（笑）。まだまだ現役でプ
レーするつもりですよ。
――こちらも元気をいた
だきました。これからもま
すますのご活躍を期待し
ています。本日はありがと
うございました。

５５

表紙写真：第57回市民スポーツ祭柔道競技
　　　　 （露橋スポーツセンター）
表紙題字：後藤　淳（名古屋市体育協会特別顧問）
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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なごやのスポーツ（第109号）
平成27年9月30日発行
発行　公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　斉藤元三
〒457-0833　名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16

（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

◆開催期間　平成27年10月1日（木）～11月30日（月）
スポーツの秋にふさわしく、10・11月に市内各スポーツ施設などで各種大会や体験型イベント、当日自由に参加できる多彩
なスポーツ・レクリエーションイベントを開催します。また11月23日は「はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフin瑞穂」と題
して、パロマ瑞穂スポーツパークでトップアスリートを招いた各種イベント等を開催します。
各イベントの詳細は、市内各公所、スポーツセンターなどで配布されている総合パンフレットをご覧いただくか、下記問い合
わせ先までご連絡ください。
●問い合わせ先 （公財）名古屋市教育スポーツ協会 スポーツ事業課 TEL（052）614-7504 FAX（052）614-7525
　

◆ 競 技 大 会

◆ 関連催事
◆ 問 合 先

名古屋ウィメンズマラソン２０１６
（兼 第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）代表選手選考競
技会 兼 第100回日本陸上競技選手権大会女子マラソン）
種　目：女子マラソン／20，０００人
　　　（ナゴヤドーム発着コース／制限時間：７時間）
日　程：平成２８年３月１３日（日）９：１０スタート
名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン２０１６
種　目：女子クオーターマラソン／選手招待による
　　　（ナゴヤドーム発～パロマ瑞穂スタジアム着／制限時間：４５分）
日　程：平成２８年３月１３日（日）９：００スタート
名古屋シティマラソン２０１6
種　目：ハーフマラソン男女／１０，０００人
　　　（ナゴヤドーム発～白川公園着／制限時間：３時間）
　　　クオーターマラソン男女／５，０００人
　　　（ナゴヤドーム発～パロマ瑞穂スタジアム着／制限時間：１時間４０分）
　　　チャレンジラン／2，5００人
　　　（ナゴヤドーム敷地内特設コース／制限時間：４５分）
日　程：平成２８年３月１２日（土）チャレンジラン
　　　①9：3０スタート　②１2：15スタート　　　　　　　　　
　　　３月１３日（日）ハーフマラソン、クオーターマラソン　１０：2０スタート

マラソンＥＸＰＯ　平成２８年３月１１日（金）～１３日（日）／ナゴヤドーム
マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知ランナーコールセンター

　　　TEL.０５７０－550661　（平日１０：００～１７：００）

■活 　 動 　 日

■募集期間/人員

■主な申込条件

■支給物品（予定）　
■申 込 方 法

■問 　 合 　 先  　

　　　　　　　平成２８年３月１１日（金）～１３日（日）
　　　　　　　※参加日は自由に選択できます。
　　　　　　　
【個　　人】平成２７年１０月１日（木）～１１月３０日（月）／２，０００人
【ファミリー】平成２７年９月７日（月）～１１月６日（金）／２０組
【団　　体】平成２７年９月７日（月）～１１月６日（金）／７，０００人
【リーダー】平成２７年９月７日（月）～１１月６日（金）／２００人
※募集定員は変更となる場合があります。
　　　　　　　
・活動日現在、満１５歳以上の方（中学生は除く）
※ファミリーボランティアについては、小学４年生から参加可能。小中学生の方は、
保護者の同意を得て必ず保護者と一緒にお申し込みください。また、必ず
小中学生以下の方をメンバーに入れてください。
・主催者が指定する事前説明会または研修会に参加が必要です。
　　　　　　　ウェア、帽子、ボランティア感謝状
　　　　　　　インターネットまたは郵送
※募集要項・申込書は区役所情報コーナー、市スポーツ施設などで配布
※ファミリー区分のお申し込みは郵送のみのお申込みとなります。

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知ボランティアセンター
TEL.０５２－２１８－７３５１　（平日１０：００～１７：００）

ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!ボランティア大募集!!名古屋の大マラソン、来年も開催!!名古屋の大マラソン、来年も開催!!

●詳しくは大会ホームページをご覧ください。
　http://marathon-festival.com/

【運営審議会】
第1回　7月6日（月）　スポーツ振興会館　会議室

【加盟団体協議会】

【総務委員会】
第1回　6月8日（月）　スポーツ振興会館　会議室
7月6日開催の運営審議会への提出案件について審議。

8月6日開催の運営審議会への提出案件について審議。

【広報委員会】
第1回　9月3日（木）　スポーツ振興会館　会議室
なごやのスポーツvol.109の編集に関する件で、編集内容等を決定。

【スポーツ少年団本部委員会】
第1回　6月12日（金）　スポーツ振興会館　会議室
①愛知県スポーツ少年団表彰候補者の選出に関する件②平成27
年度事業計画に関する件について審議。

【体育功労者選考委員会】
第1回　7月28日（火）　スポーツ振興会館　会議室
平成27年度体育功労者表彰被表彰者の選考、運営審議会へ提案。

協議事項は、①平成26年度事業報告・収支決算に関する件で、原案
どおり了承。
第2回　8月6日（木）　スポーツ振興会館　会議室
協議事項は、平成27年度体育功労者表彰被表彰者に関する件で、
原案どおり了承。

第1回　7月6日（月）　スポーツ振興会館　会議室
協議事項は、①運営審議員の推薦について②平成26年度事業報
告・収支決算に関する件で、いずれも原案どおり了承。

～事務局だより～

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１６マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１６マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０１６

2015スポーティブ・ライフ月間のお知らせ2015スポーティブ・ライフ月間のお知らせ

第2回　8月6日（木）　スポーツ振興会館　会議室

私とスポーツ

一意専心  SPORTS人生放談シリーズ　
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。
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鈴木 陽子さん（昭和区体育協会会長）
すずき　ようこ

プロフィール
昭和７年、名古屋市中区生まれ。学生時代よりソフトテニスをプレーし、五大都市大
会などにも参加。結婚後、一時スポーツから離れていたが、レクリエーションバレー
ボールの立ち上げ、組織づくり、普及活動に関わる。昭和区女性レクリエーションバレー
ボール連絡協議会会長、名古屋市女性レクリエーションバレーボール連絡協議会会
長、名古屋市OGソフトテニス協会会長、愛知OGソフトテニス協会会長、日本OGソフト
テニス連盟副会長を歴任。その一方で、名古屋市スポーツ振興審議会委員、名古屋
市教育スポーツ振興事業団理事、愛知県スポーツ振興審議会委員を務めるなど、地
域スポーツの発展に貢献。平成18年、昭和区体育協会会長に就任し現在に至る。
いまも現役のソフトテニスプレーヤーとして大会に出場している。

インタビュアー／市体育協会広報委員　武藤 孝正

――戦後、女性の方がスポーツをするのは大変だったのでは
ありませんか？
私たちの年代は、終戦後の中学の第一期生で、学校ですぐに
ソフトテニス……当時は軟式テニスと言っていましたが……
を始めました。中学、高校とチャンピオンをとらせていただい
て、五大都市体育大会にも参加させていただきました。ただや
はり結婚して家庭に入りますとテニスを楽しむ環境は当時で
は考えられなかったですね。
――レクリエーションバレーボールとの出会いは？
PTAの役員をやっていたところ、教育委員会から、家庭の主婦
が参加できる新しいバレーを普及させたいから集まってほし
いと要請がありました。各区から10人くらい集まったでしょう
か。もともとカラダを動かすことは好きでしたし、PTAに声がか
かるのだから子どもにも関係するだろうと、いそいそ出かけて
いきました。それがレクリエーションバレーボールです。教育
委員会の指導のもと、夢中になりましたね。そうこうしているう
ちに、ソフトテニスもできる環境になってきました。
――つい先日、第50回春の女性レクリエーションバレーの大
会で名古屋市教育委員会から感謝状をもらわれましたね。
ええ、50年続けてこられたなんて嘘みたいです。魅力にとりつ
かれて、普及とか組織作りとか、教育委員会の方といっしょに
立ち上げるところから努力しましたからね。生みの親のような
気持ちです（笑）。とはいえ、当時の仲間、その後、参加してくれ
ている若い方たちなど、みんなに支えられて、気がつけば50年
という感じです。いまはもう現役ではプレーしませんが、忘れ
がたくて。メンバーは替わりましたが、当時のチーム自体は残
っていまも活動していますから、口だけの監督ですが、時々練
習に顔を出させていただいているんですよ。
――レクリエーションバレーボールも、ソフトテニスも、となる
と何か環境づくりに気をつけてきたことはありますか？
とくになにもやってないんですよ（笑）。子どもが一人でしたし、
主人からも自由にやらせてもらいましたから。好きなことだっ

レクリエーションバレーの
生みの親の気持ち。そこで育んだ
人のつながりを大切にしたい。

たから、自然体でできたんじゃないかしら。当時、レクリエー
ションバレーボールは家庭婦人を引っ張り出さなければいけ
ませんから、練習も試合もウイークデイでした。ソフトテニスの
方は、私はクラブに入っていましたから、土日に練習と試合。そ
れも良かったのかもしれませんね。でも、いちばんは、やっぱり
仲間。若い人、年配の人、いっしょに楽しめたのが良かったん
だと実感しています。
――最も印象に残っていることはどんなことですか？
レクリエーションバレーボールについては、組織ができてチー
ムがどんどん増えてきたときがいちばんうれしかった。生みの
親ですから（笑）。ソフトテニスについては、昔からやっていた
仲間が全国にいます。そんな仲間と大会などで出会えるのが
楽しいですね。
――では、今後の目標や夢をお聞かせください。
ソフトテニスは、全国大会では80歳以上のクラスができて、今
年は30ペアくらい出場しています。勝ち負けは別にして、楽しく、
仲間とわいわいといつまでもプレーしていきたいですね。倒れ
ないように、それこそ自然体でね。ソフトテニスは基本ダブルス
で、私は学生時代と同じペアでプレーしています。ちょっとここ
最近は私たちペアの年齢
があがってきたものです
から、85歳以上のクラス
を作ってくださいと、お願
いしているところです
（笑）。まだまだ現役でプ
レーするつもりですよ。
――こちらも元気をいた
だきました。これからもま
すますのご活躍を期待し
ています。本日はありがと
うございました。

５５
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