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　今年で第14回を迎えた今大会は、7月8日・9日の
土、日曜日を中心に神戸市で開催されました。10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、バドミントン男
女混合の部、ボウリング男子4人チーム戦、空手道
の形個人中学女子、形個人女子、家庭婦人バレー
ボール、弓道男子の部で優勝いたしました。
　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、来年度は京都市での開
催になります。より一層の活躍を
期待しています。

　西区体育協会は、区民の心身の健全な発達と区民相互の親睦を図ることを目的として昭和36年に発足
しました。
　以来、熱意のある関係各位の努力と地域社会の理解を得て、各種区民大会や子ども向けのスポーツ教
室の開催、スポーツ団体活動への助成など、充実した事業を実施してまいりました。
　今後は、当協会も住民のニーズに合わせ、既存の区民大会などをより発展させると同時に、「もーやっこ精
神（皆様にも、いいことも、困ったことも、みんなで分かち合い、助け合う）」で、スポーツの普及振興に一層貢献
できるよう努力を続けてまいります。
●お問合せ先
　西区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-523-4523　ファックス番号: 052-522-5069

西区体育協会

第14回都市間交流スポーツ神戸大会 大会結果 （敬称略）

開催日 種目名 試合形式 順位
1位 2位 3位 4位 5位 6位

7/9

7/15・16
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名古屋市 大阪市 神戸市B神戸市A ̶̶

̶

7/8
・9

7/22
・23

7/23

神戸市
神戸市

京都市
̶大阪市軟式野球

弓道

男子

バドミントン

̶ソフトテニス 女子
男子 名古屋市 横浜市大阪市 京都市 神戸市

横浜市 大阪市京都市

横浜市

名古屋市 神戸市

バスケット
ボール
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男子

神戸市B 大阪市神戸市A 横浜市 京都市

男女混合

横浜市 ̶名古屋市 京都市テニス 男女混合 大阪市神戸市
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空手道

̶

ボウリング

団体総合（男子） 神戸市名古屋市京都市 大阪市 横浜市

̶団体総合（女子）

2人（ヤング）女子
2人（マスターズ）男子

2人（ヤング）男子

2人（マスターズ）女子

4人（女子）
4人（男子）

横浜市京都市大阪市 神戸市 名古屋市
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̶神戸市京都市大阪市 名古屋市 横浜市
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̶

̶

̶

形個人・中学男
形個人・小学女

形個人・女

形個人・中学女
大阪市（磯部） 名古屋市（丹羽） 横浜市（船橋）

名古屋市（尾上） 横浜市（窪田） 大阪市（生駒）

大阪市 横浜市 京都市

̶

名古屋市（菊池） 大阪市（蛯原） 京都市（芳賀）
̶

大阪市（笹原） 京都市（秋本） 名古屋市（桂川）
̶

横浜市（鈴木） 大阪市（砂田） 京都市（光武）
̶

神戸市（久後） 大阪市（三谷） 横浜市（小瀧） 名古屋市（古橋） 京都市（吉島）

名古屋市（廣田） 神戸市（田口）

神戸市（中村） 横浜市（本村）

横浜市（大杉） 神戸市（北本）

大阪市（山口） 横浜市（高橋）

神戸市（野澤） 大阪市（山口）

神戸市 名古屋市 ̶

第14回 都市間交流スポーツ大会 神戸市で開催第14回 都市間交流スポーツ大会 神戸市で開催

女子 京都市大阪市名古屋市

名古屋市

神戸市 横浜市

京都市神戸市 大阪市 横浜市

神戸市大阪市京都市 横浜市 名古屋市

家庭婦人バレーボール

神戸市 大阪市 京都市名古屋市 ̶̶男子ホッケー

　北区体育協会は、昭和25年4月に、区民の健康増進と明るい社会の建設に寄与することを目的に北区体
育振興会として発足し、昭和37年4月に改称されました。
　当協会では、北区内の各種競技大会の主催、後援を行う中で、地域スポーツの推進と振興を図っていま
す。また、青少年健全育成や地域住民の交流を深めるためのふれあい事業として、ウォーキング大会も実施
しております。
　今後も区民が気軽にスポーツを楽しめるようなスポーツ事業の振興に努めていきたいと考えています。
●お問合せ先
　北区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-917-6438　ファックス番号: 052-914-5752

北区体育協会

加盟地域体育協会ご紹介
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　（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27日（日）鯱城ホール〕の席上で
行われ、名古屋市体育協会宇佐美会長から賞状と
記念品が授与されました。
　本年度の受賞者は、日本記録を樹立した者（１名）各
種の全日本選手権大会等の優勝者（延べ144名）、

各種の全日本選手権大会等の優勝者

陸上
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卓球
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髙見真己、宮本春樹、太田　輝、田中佑汰
橋本一輝、田原彰悟、真田浩二、中村光人
堀川敦弘、曽根　翔、横谷　晟、小林広夢
白山　遼、篠塚大登、谷垣佑真、大島史也
岡野俊介
バスケットボール

井上眞一、山本麻衣、樺島ほたる、出原菜月
藤本愛瑚、坂本　雅、モハメド早野夏
福島真衣、国井直子、桂　蘭
ソフトボール

柳瀬　隆、田辺美朋、片岡蒼葉、武井咲樹
加藤心春、吉田沙妃、加藤比真莉、袁　瞳
藤墳奈実、田中茉莉弥、勅使星伶奈
上岡小夏、吉田有彩、荻巣蒼央、加藤優来
洲崎　鈴
スケート
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服部あや子、石井咲良、稲熊春日
岩渕莉子、奥田彩妃、近藤憂季
髙木彩衣、安藤沙菜、伊藤麻帆
大岡すずな、奥村光波、梶浦優花
鈴木愛叶、細田凜恋、山田うた
磯貝紗良、岩渕心南、濱嶌恒希
林　夏生、馬野那菜美、奥田奈央
奥村来美、成瀬由菜、松田都瑠
守田真奈香、市川紗里奈
西手　茜、池田幸子、宮武未来
杉浦恵里香、野口佳子
西　舞衣子、川岡真理奈
後藤妙子、藤田有南、田辺侑李香
後藤弘美、花岡薫子、中村みらい
弘岡清美、江口愛奈、樋口愛乃
津崎紫穂里、池田亜美華
森　聡恵、小谷響子、藤田くる美
荒木優茉、荒木瑠莉、荒木望花
加藤想奈、長岡このみ、梅本芽唯
伊藤茉也

（敬称略）

日本記録を樹立した者 （敬称略） （敬称略）国際競技大会において優秀な成績を挙げた者

国際競技大会において優秀な成績を挙げた者（延
べ27名）、地域スポーツの発展に顕著な功労のあっ
た者（16名）、選手育成に顕著な功労のあった者
（17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
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柔道

地域スポーツの発展に顕著な功労のあった者
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（敬称略）

熱田区 
中川区 
港区 
南区
守山区 
緑区 
名東区 
天白区  

井上理代
内山二郎
冨田正見
河村治男
渡辺佐知子
伊佐良昭
安藤　茂
知﨑広二

森本　順  
浅井　淳  
浅野　浩  
安達二三代  

大林直之  

廣田和也
山田恵子

選手育成に顕著な功労のあった者 （敬称略）

シンクロナイズドスイミング
吉田　萠、杉戸美月
卓球
松山祐季、木造勇人
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廣瀬　誠
ソフトボール
森園まゆ

スケート
宇野昌磨、笠掛梨乃
河辺愛菜、本郷理華
佐々木晴也、鈴木沙弥
新田谷　凛、松田悠良
山下真瑚
体操
土橋ココ

～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29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29年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

バドミントン

ソフトボール

ラグビー
フットボール
日本拳法 
ドッジボール 

秋田明憲
伊藤秀男
長鶴佳子
横井　強 
内藤英義
岡本弘子
大嶋　忍
二村和保 
河原龍秀 
鰐渕良則

吉川友萌

　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18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717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、ロンドン・リオデ
ジャネイロオリンピック200ｍバタフライにて　銅メダ
ルを獲得した星奈津美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。
　

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
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す。また、青少年健全育成や地域住民の交流を深めるためのふれあい事業として、ウォーキング大会も実施
しております。
　今後も区民が気軽にスポーツを楽しめるようなスポーツ事業の振興に努めていきたいと考えています。
●お問合せ先
　北区役所 区政部 地域力推進室 地域力推進係
　電話番号: 052-917-6438　ファックス番号: 052-914-5752

北区体育協会

加盟地域体育協会ご紹介
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　（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27日（日）鯱城ホール〕の席上で
行われ、名古屋市体育協会宇佐美会長から賞状と
記念品が授与されました。
　本年度の受賞者は、日本記録を樹立した者（１名）各
種の全日本選手権大会等の優勝者（延べ144名）、

各種の全日本選手権大会等の優勝者
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べ27名）、地域スポーツの発展に顕著な功労のあっ
た者（16名）、選手育成に顕著な功労のあった者
（17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。
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選手育成に顕著な功労のあった者 （敬称略）
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山下真瑚
体操
土橋ココ

～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29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29年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

バドミントン

ソフトボール

ラグビー
フットボール
日本拳法 
ドッジボール 

秋田明憲
伊藤秀男
長鶴佳子
横井　強 
内藤英義
岡本弘子
大嶋　忍
二村和保 
河原龍秀 
鰐渕良則

吉川友萌

　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18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717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、ロンドン・リオデ
ジャネイロオリンピック200ｍバタフライにて　銅メダ
ルを獲得した星奈津美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。
　

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
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▲開会式（選手宣誓）

▲サッカー

▲開会式（宇佐美会長あいさつ）

▲ボート

▼ハンドボール

▲ラグビーフットボール

▲陸上

▲ソフトボール

▲レクリエーションインディアカ

▲水泳
▲剣道

▲新体操

▲区対抗の部で優勝した名東区

▲バスケットボール

　第59回を迎えた中部電力市民スポーツ祭が、8月
19日（土）から27日（日）を中心に市内の各会場で開
催され、陸上競技始め36種目108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19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、渡辺義郎市会議長、宇佐美義光体育
協会会長の3名の方から激励の言葉を受けました。ま
た、本年度より市民スポーツ祭トップパートナーとなった
中部電力株式会社より佐々木敏春広報部長からも
激励の言葉を受けました。参加選手を代表して中村
区の遠藤美穂子さんと小林由佳里さんが力強く選手

宣誓を行い、健闘を誓いました。
　開会式に引き続き、ポッカレモン消防音楽隊による
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27日（日）午後6時30分から鯱城
ホール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
いただいた関係の皆様、ありがとうございました。

区対抗の部 　名東区優勝

順位

第59回中部電力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

瑞 穂 区

中 川 区

緑  区

港  区

守 山 区

千 種 区

183

175

161

155

154

149

147

146

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

熱 田 区

南  区

天 白 区

西  区

中 村 区

中  区

昭 和 区

東  区

146

144

141

140

139

139

135

134

区対抗得点

※参加点（10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数の多い区が上位。
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なごやのスポーツ（第115号）
平成29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

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22日開催の運営審議会への提出案件について審議。
第2回　8月22日（月）　スポーツ振興会館　会議室

◆開催期間　平成29年10月1日（日）～11月30日（木）
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 事業課 TEL（052）614-7504 FAX（052）614-7525　

スポーティブ・ライフ月間のお知らせスポーティブ・ライフ月間のお知らせ

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2018マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2018マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2018

◆ 競技大会

◆ 関連催事
◆ 問 合 先

名古屋ウィメンズマラソン２０１8
（兼 ジャカルタ2018アジア競技大会日本代表選手選考競技会）
（兼 マラソングランドチャンピオンシップシリーズ2017－2018～東京2020オリンピック日本代表選手選考競技会～）
種　目：女子マラソン／22，０００人
         （ナゴヤドーム発着コース／制限時間：７時間1分）
日　程：平成30年３月１1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２０１8
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30年３月11日（日）９：００スタート

名古屋シティマラソン２０１8
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／3，0００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30年３月１0日（土）チャレンジラン
　　　①9：3０スタート　②１2：15スタート　　　　　　　　　
　　　３月１1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30年３月9日（金）～11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30年３月9日（金）～１1日（日）
※参加日は自由に選択できます。
　　　　　　　
【個　　人】平成29年9月21日（木）～
　　　　　１１月17日（金）／２，5００人
【ファミリー】平成２9年９月21日（木）～
　　　　　１１月17日（金）／3０組
【団　　体】平成２9年8月21日（月）～
　　　　　１0月27日（金）／７，０００人
【リーダー】平成２9年8月 3日（木）～
　　　　　１0月4日（水）／２5０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/

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。

5８

磯部 力三さん（南区体育協会会長）
いそべ　りきぞう

プロフィール
昭和13年、知多郡美浜町生まれ。高校時代は野球に熱中。卒業後はスポーツから距
離を置いていたが、宝学区（現：宝南学区）に転居を機に学区のソフトボールチームに
参加。自らプレーをするとともに指導にあたる。そのかたわら名古屋市体育指導員・ス
ポーツ推進委員として30年に渡り地域スポーツの発展に尽力される。平成20年4月
より南区スポーツ推進委員連絡協議会会長を務め、平成28年4月より顧問に就任。
同年4月に南区体育協会会長に就任。

インタビュアー／市体育協会広報委員　武藤 孝正

――昨年、南区の体育協会会長に就任されましたね。地域ス
ポーツに携わるきっかけは、何だったんですか？
高校時代に野球をやっていたのですが、卒業後はボールを握
る機会はなかなかありませんでした。昭和37年に結婚して、い
ま住んでいる宝南学区に引っ越したんです。当時の学区の体
育部長が、私が野球の経験があることを知り、「ソフトボールを
やっているから一度見に来てほしい」と誘われたのが始まりで
す。やがて南区のスポーツに関わる指導員や推進委員をやる
ようになりました。宝南学区のソフトボールは今日までずっと
携わっていますよ。
――長く関わっているソフトボールでの思い出はありますか？
平成20年の南区政100周年の時に開催した100イニングビッ
グソフトボール大会ですね。南区のソフトボールクラブのメン
バーが集まって赤白に別れて、３週にわたり日曜日に延々と試
合をしました（笑）。なにせ100イニングですから交代交代で出
場してね。年齢もまちまちですから楽しかったですね。
――ソフトボールで大切なのは何でしょうか。
ソフトボールではチームの和が大切だとあらためて実感しま
した。エラーをしてもがんばれがんばれと。100イニングビッグ
ソフトボール大会はひとつのイベントですから、そこまで勝負
にこだわって試合をしたわけではありませんが、いざプレーを
すれば真剣です。声を掛け合って誰もが楽しく真剣にプレーで
きることが一番ですからね。あとはやはり怪我ですね。本塁で
キャッチャーと交錯してアキレス腱を切ったりとかありますか
ら…保険には入ってますけれどね。怪我のないよう願って普段
はプレーをしています。
――課題はありますか？
グラウンドの問題です。公園のグラウンドを使用するのですが、
抽選で当たらないと取れないんですね。企業のグラウンドを
年に何回か使わせていただいてもいます。ただ、ソフトボール
の男女だけではなく、軟式野球もありますから、機会は限られ
ていますね。
そのせいかわかりませんが、女子のソフトボールチームが南

長くスポーツに親しめる
環境づくりに
力を注いでいきたい。

区では減ってきています。南区には18学区あり、かつてはそれ
ぞれに女子チームがあったんですよ。区の大会でも18チーム
が参加していました。今年は6チームですから……。やはりさ
みしいですね。
――南区体育協会会長としてはいかがですか？
南区は学区対抗の競技が多いです。先ほど女子ソフトボール
チームが減ってきたとは言いましたが、グラウンドゴルフやバ
レーボールなど学区単位でまとまりはあると思っています。私
自身が長く関わっているソフトボールだけではなく、バレーボ
ールもグラウンドゴルフも、各学区でずっと続いていってほし
い。そのための環境づくりを大切に会長を務めていきたいと
考えています。グラウンドゴルフはお年を召した方でもできま
すので、ぜひ、気軽に参加してほしいですね。
――我々スポーツマンというか競技者は、実際にプレーをして
いるときが一番楽しいですからね。健康に気をつけて自ら楽し
みながら地域のスポーツを盛り上げていきたいですね。
おっしゃるとおり（笑）。カラダを動かすだけではなく、新しい人
間関係もそこで生まれますから、世界も広がります。それもス
ポーツの大きな楽しみだと思いますね。
――本日はどうもありがとうございました。ますますのご活躍を
期待しています。

前列で表彰状を持っているのが磯部さんです
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表紙写真：第14回都市間交流スポーツ大会　軟式野球チーム
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編集責任者　広報委員長　斉藤元三
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（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

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22日開催の運営審議会への提出案件について審議。
第2回　8月22日（月）　スポーツ振興会館　会議室

◆開催期間　平成29年10月1日（日）～11月30日（木）
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 事業課 TEL（052）614-7504 FAX（052）614-7525　

スポーティブ・ライフ月間のお知らせスポーティブ・ライフ月間のお知らせ

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2018マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2018マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2018

◆ 競技大会

◆ 関連催事
◆ 問 合 先

名古屋ウィメンズマラソン２０１8
（兼 ジャカルタ2018アジア競技大会日本代表選手選考競技会）
（兼 マラソングランドチャンピオンシップシリーズ2017－2018～東京2020オリンピック日本代表選手選考競技会～）
種　目：女子マラソン／22，０００人
         （ナゴヤドーム発着コース／制限時間：７時間1分）
日　程：平成30年３月１1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２０１8
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30年３月11日（日）９：００スタート

名古屋シティマラソン２０１8
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／3，0００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30年３月１0日（土）チャレンジラン
　　　①9：3０スタート　②１2：15スタート　　　　　　　　　
　　　３月１1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30年３月9日（金）～11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30年３月9日（金）～１1日（日）
※参加日は自由に選択できます。
　　　　　　　
【個　　人】平成29年9月21日（木）～
　　　　　１１月17日（金）／２，5００人
【ファミリー】平成２9年９月21日（木）～
　　　　　１１月17日（金）／3０組
【団　　体】平成２9年8月21日（月）～
　　　　　１0月27日（金）／７，０００人
【リーダー】平成２9年8月 3日（木）～
　　　　　１0月4日（水）／２5０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/

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。

5８

磯部 力三さん（南区体育協会会長）
いそべ　りきぞう

プロフィール
昭和13年、知多郡美浜町生まれ。高校時代は野球に熱中。卒業後はスポーツから距
離を置いていたが、宝学区（現：宝南学区）に転居を機に学区のソフトボールチームに
参加。自らプレーをするとともに指導にあたる。そのかたわら名古屋市体育指導員・ス
ポーツ推進委員として30年に渡り地域スポーツの発展に尽力される。平成20年4月
より南区スポーツ推進委員連絡協議会会長を務め、平成28年4月より顧問に就任。
同年4月に南区体育協会会長に就任。

インタビュアー／市体育協会広報委員　武藤 孝正

――昨年、南区の体育協会会長に就任されましたね。地域ス
ポーツに携わるきっかけは、何だったんですか？
高校時代に野球をやっていたのですが、卒業後はボールを握
る機会はなかなかありませんでした。昭和37年に結婚して、い
ま住んでいる宝南学区に引っ越したんです。当時の学区の体
育部長が、私が野球の経験があることを知り、「ソフトボールを
やっているから一度見に来てほしい」と誘われたのが始まりで
す。やがて南区のスポーツに関わる指導員や推進委員をやる
ようになりました。宝南学区のソフトボールは今日までずっと
携わっていますよ。
――長く関わっているソフトボールでの思い出はありますか？
平成20年の南区政100周年の時に開催した100イニングビッ
グソフトボール大会ですね。南区のソフトボールクラブのメン
バーが集まって赤白に別れて、３週にわたり日曜日に延 と々試
合をしました（笑）。なにせ100イニングですから交代交代で出
場してね。年齢もまちまちですから楽しかったですね。
――ソフトボールで大切なのは何でしょうか。
ソフトボールではチームの和が大切だとあらためて実感しま
した。エラーをしてもがんばれがんばれと。100イニングビッグ
ソフトボール大会はひとつのイベントですから、そこまで勝負
にこだわって試合をしたわけではありませんが、いざプレーを
すれば真剣です。声を掛け合って誰もが楽しく真剣にプレーで
きることが一番ですからね。あとはやはり怪我ですね。本塁で
キャッチャーと交錯してアキレス腱を切ったりとかありますか
ら…保険には入ってますけれどね。怪我のないよう願って普段
はプレーをしています。
――課題はありますか？
グラウンドの問題です。公園のグラウンドを使用するのですが、
抽選で当たらないと取れないんですね。企業のグラウンドを
年に何回か使わせていただいてもいます。ただ、ソフトボール
の男女だけではなく、軟式野球もありますから、機会は限られ
ていますね。
そのせいかわかりませんが、女子のソフトボールチームが南

長くスポーツに親しめる
環境づくりに
力を注いでいきたい。

区では減ってきています。南区には18学区あり、かつてはそれ
ぞれに女子チームがあったんですよ。区の大会でも18チーム
が参加していました。今年は6チームですから……。やはりさ
みしいですね。
――南区体育協会会長としてはいかがですか？
南区は学区対抗の競技が多いです。先ほど女子ソフトボール
チームが減ってきたとは言いましたが、グラウンドゴルフやバ
レーボールなど学区単位でまとまりはあると思っています。私
自身が長く関わっているソフトボールだけではなく、バレーボ
ールもグラウンドゴルフも、各学区でずっと続いていってほし
い。そのための環境づくりを大切に会長を務めていきたいと
考えています。グラウンドゴルフはお年を召した方でもできま
すので、ぜひ、気軽に参加してほしいですね。
――我々スポーツマンというか競技者は、実際にプレーをして
いるときが一番楽しいですからね。健康に気をつけて自ら楽し
みながら地域のスポーツを盛り上げていきたいですね。
おっしゃるとおり（笑）。カラダを動かすだけではなく、新しい人
間関係もそこで生まれますから、世界も広がります。それもス
ポーツの大きな楽しみだと思いますね。
――本日はどうもありがとうございました。ますますのご活躍を
期待しています。

前列で表彰状を持っているのが磯部さんです
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