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　スポーツの秋を盛り上げるため、約2か月にわたって
開催されたスポーティブ・ライフ月間の締めくくりとなる「は
じめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフin瑞穂 でらスポ
☆スタジアム＆障害者スポーツ体験」が、11月23日（月・
祝）にパロマ瑞穂スポーツパークで開催されました。
　コロナ禍のため、今年は規模を縮小しましたが、メイン
会場となるパロマ瑞穂スタジアムでは、Jリーグの試合でも
実際に使用している天然芝の上で、「でらスポ名古屋」
加盟のトップ・スポーツチームの選手やコーチと一緒に、
ハンドボール、サッカー/フットサル、野球、バスケットボール
のスポーツ体験を小学生120人が楽しみました。また、
今年から、車いすバスケットボールと車いすレーサー体
験もありました。
　今年は、アイドルグループの華やかなライブ＆エクサ
サイズやグルメが楽しめるキッチンカーもありませんでし
たが、「今できること」を開催し、東京オリンピック、アジア
競技大会と国際大会の開催が予定されスポーツが注
目されている中、当協会もこのスポーツイベントを通じ、今
後もスポーツの普及振興に努めてまいります。

はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフ in瑞穂
※「でらスポ名古屋」とは…2013年に発足した
「名古屋トップ・スポーツチーム連絡協議会」の
愛称。名古屋を拠点に活動している13のトップ・
スポーツチームと名古屋市が連携して、市民の
スポーツ振興のほか、都市魅力の向上や地域
の活性化を図るために活動しています。
【HC名古屋・NGUラブリッジ名古屋・大同特殊
鋼フェニックス・大同特殊鋼レッドスター・中日ドラ
ゴンズ・トヨタ自動車アンテロープス・ファイティン
グイーグルス名古屋・名古屋オーシャンズ・名古
屋グランパス・名古屋サイクロンズ・名古屋ダイ
ヤモンドドルフィンズ・表示灯フラーテルホッケー
チーム・三菱電機コアラーズ】

※「でらスポ名古屋」とは…2013年に発足した「名
古屋トップ・スポーツチーム連絡協議会」の愛称。
名古屋を拠点に活動している13のトップ・スポーツ
チームと名古屋市が連携して、市民のスポーツ振
興のほか、都市魅力の向上や地域の活性化を図る
ために活動しています。
【HC名古屋・NGUラブリッジ名古屋・大同特殊鋼
フェニックス・大同特殊鋼レッドスター・中日ドラゴン
ズ・トヨタ自動車アンテロープス・ファイティングイー
グルス名古屋・名古屋オーシャンズ・名古屋グラン
パス・名古屋サイクロンズ・名古屋ダイヤモンドドル
フィンズ・表示灯フラーテルホッケーチーム・三菱電
機コアラーズ】

▲開会式

◀ハンドボール体験
▲バスケットボール体験

▲野球体験

▲車いすレーサー体験

▲サッカー/フットサル体験

◀▲車いすバスケットボール体験
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　体育功労者表彰は、各区の地域体育協会におい
て、地域スポーツの普及発展に顕著な功労のあった方
及び各競技団体において選手育成や競技の普及発
展に顕著な功労のあった方々の功績を称え、更なるご
活躍を期待して表彰するものです。
　本年度の受賞者は、地域スポーツの普及発展に顕著
な功労のあった方（２５名）、選手育成及び競技の普及
発展に顕著な功労のあった方（２６名）です。受賞者の
皆様おめでとう
ございます。
　なお、毎年８
月下旬の市民
スポーツ祭総
合閉会式後に
行っておりまし
た表彰式は、
今年度は新型
コロナウイルス
感染症の影響
により、残念な
がら中止するこ
とになりました。

受賞者の皆様には賞状と記念品を個別に送付させてい
ただきます。
　また、公認日本記録を樹立された方、日本選手権及
びこれに相当する大会で優勝された方、国際競技大
会において優秀な成績を収められた方の表彰は、昨年
度より「名古屋市スポーツ功労者表彰」において表彰
することとなっております。　
　今後もますますのご活躍とご健闘を期待しております。

　令和２年11月23日（月・祝）に、当協会主催のスポーツ
講演会が、「スポーティブ・ライフ月間」の締めくくりとなる
「はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフin瑞穂」の会
場であるパロマ瑞穂スポーツパークにて開催される予
定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止となりました。

毎年、名古屋・愛知にゆかり
のあるゲストの皆さんの貴重
な経験談や活動のお話など
の楽しいトークを楽しみにされ
ていた方には残念ですが、来
年の開催をお待ちください。

陸上競技

水泳

卓球

軟式野球

柔道

弓道
ソフトボール

地域スポーツの普及発展に顕著な功労のあった者

千種区
東区 
北区 

西区 
中村区 
中区

昭和区 

瑞穂区 

熱田区

（敬称略）

中川区
  
港区 
南区

守山区 

緑区 

名東区 
天白区  

選手育成及び競技の普及発展に顕著な功労のあった者（敬称略）

ボート
ラグビーフットボール

フェンシング

少林寺拳法

日本拳法
アイスホッケー

ドッジボール
バウンドテニス
綱引

令和２年度 スポーツ講演会

過去のスポーツ講演会は表のとおりです。［敬称略］

令和2年11月3日付けで発令されました「令和2年秋の叙勲」において、当協会参与の齊藤元三氏が、長年に渡り
ソフトテニス競技の振興に尽力された功績により「旭日双光章（スポーツ振興功労）」を受章されました。おめでと
うございます。齊藤氏は、現在も名古屋市ソフトテニス連盟副会長兼事務局長としてスポーツ振興にご尽力いた
だいております。

中止

～功績を称え、更なるご活躍を期待して～
令和2年度体育功労者を表彰《名古屋市体育協会》

令和元年
平成30年
平成29年

平成28年

平成27年

平成26年

平成25年

中西 哲生（サッカー）
永井 謙佑（サッカー）
勅使川原 郁恵（スピードスケートショートトラック）
水野 裕子（タレント）
（財）名古屋市都市センター春名副理事長『スポーツとまちづくり』
木村 真野・木村 紗野（シンクロナイズドスイミング）
室伏 由佳（陸上競技）
吉田 沙保里（レスリング）
栄 和人（レスリング部監督）

年度年度 ゲスト ゲスト

平成24年

平成23年
平成22年

平成21年

平成20年

平成19年

昨年度の様子

竹内　裕子
神戸　愛子
天野　敬吉
宇津　文彦
徐 　 春 元
佐藤 マチ子
若原　貞子
加藤　孝一
阿部　房枝
吉野　妙子
川合 加代子
甘粕　良枝
小山 由利子

山本　辰夫
坂野 たかみ
伊藤　京子
大丁　基生
野本　正次
上 滝 　 清
柴田　隆司
佐野　芳晴
爲房 千香子
池田　菊夫
溝上　忠義
萬谷　恵子

米田　勝朗
大矢　新吾
伊藤　嘉浩
志村 まち子
出口　照男
重田　益司
間瀬　英樹
橋村　好人
石田　輝也
小川　輝高
河村　理恵
森 　 宏 之
杉浦　哲也

吉田　邦夫
清 野 　 覚
山田　恵子
髙 木 　 悟
太 田 　 求
齋 藤 　 宏
鈴木　貴博
尾関　千尋
安田　武史
西松 太四郎
森 　 聰
青木　哲彦
渡邊　一平

楢崎 正剛（サッカー）
山﨑 武司（野球）
清水 宏保（スピードスケート）
今井 月（競泳）
堀畑 裕也（競泳）
市川 華菜（陸上競技）
ディーン 元気（陸上競技）
岡田 良菜（スノーボード）
山本 恭平（テクニカルスタッフ）
蟹江 美貴（アーチェリー）
堀畑 裕也（競泳）
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Jr. Athlete

―――バスケットボールは中学校入学後に始めたそうですが、そ
れ以前は何かスポーツをやっていましたか？
小学生のころは、野球やサッカー、水泳など、いろんなスポーツを
やっていました。一番楽しかったのがバスケットボールです。ただ、
当時は遊び程度でしたから、本格的に始めたのは中学校に入学
してからになります。
―――入学当時から身長は高かったのですか？
いま185cm、入学時でも175cmありました。身長は高かったの
ですが、やはり1年生のころはうまくなくて……。相手チームから
マークされ、ついカッとなり5ファールでよく退場していました。
「試合中は冷静になれ」と親からいつも言われています。
―――でも2年生になり、新人戦は大活躍だったそうですね。
今年2月の愛知県新人戦に出場でき、ベスト16に進んだことは素
直にうれしかったです。というのは、地区予選の名古屋市新人戦
でベスト4になったのですが、準決勝、3位決定戦ともに自分が5
ファールで退場し逆転負けをしてしまいした。すごく悔しかった。
それがあっての県大会のベスト16でしたから。
―――河内先生は、玉井選手の成長や変化を感じましたか？
（河内先生）中学校での部活の他に、クラブチームで練習したり、
2年生からは名電高校や愛知バスケットボール協会の育成セン
ターでも指導を受けています。彼が学び吸収したことを、中学校
の仲間に還元してくれたんですね。練習メニューは、彼が中心に
なって仲間と話し合いながら作っていました。本人はもちろん、
チームとして成長しましたね。
―――3年生になり、コロナ禍ですべての大会が中止になってしま
いました。練習はどうしていましたか？
学校へ行けない時期は、バスケットゴールのある近くの公園で毎
日練習し、家でもトレーニングをしていました。学校で練習ができ
るようになると、平日は部活があり、その後に週4回ほどクラブ

チームの練習に通っています。
―――バスケ漬けの生活ですね。リフレッシュ方法は？
食べることです。特に母の作るビーフシチューが大好物で、週1で
食べています。今日も弁当はビーフシチューでした（笑）。
―――自分のアピールポイントはどんなことろ？
身長は高いけれど、どのポジションでもできることです。部活でも
クラブチームでも、先生からは将来のために、いろんなポジション
を経験するように言われています。
―――最後に今後の目標を教えてください。
間もなく高校生です。そこで、世代別の愛知県代表、そしてU18日
本代表に選ばれる選手を目指したい。また、僕が目標としている
選手は横地聖真選手（春日井市岩成台中学出身、現筑波大学1
年）で、彼の動画を見てオフェンスの仕方を学びました。横地選手
のように見る人に影響を与えられる選手になりたいとも思ってい
ます。
（河内先生）2026
年の地元のアジア
大会には間に合わ
ないかもしれませ
んが、将来はB1リー
グで活躍し、ぜひ日
本代表になってほ
しいと期待していま
す。
―――どこまで伸び
ていくのか楽しみで
す。本日はありがと
うございました。

玉井 心さん
たまい     しん

愛知県代表、
そしてU18日本代表へ。
見据えるのは、世界！

（バスケットボール・愛知工業大学名電中学校３年）

●愛知工業大学名電中学校に入学後、バスケットボールを始める。
●ポジションはポイントガード。
●2019年11月名古屋市新人戦（ベスト4）、
　2020年2月愛知県新人戦（ベスト16）で大活躍。
●愛知県U16 育成センターなど各種の強化選手に推薦される。
●クラブチーム「J,cube」に所属し、
　愛知県U15選手権大会（10月下旬から）で上位を目指す。

プロフィール

悔し涙も流した。震えるほどの喜びも味わった。すべてを明日へのチカラに変えて、
名古屋から全国へ世界へ、飛躍しようとしているジュニアアスリート達。

まさにいま青春ど真ん中。彼ら彼女らのスポーツにかける
熱き思いをお届けします。
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　ジュニア競技力向上事業は、市内の主に小中学校・
高等学校の優秀な選手や将来性のある選手に適切な
指導を計画的、継続的に行うことによって、より高い技術
の追求に意欲を燃やす選手を育てることを目的とした
事業で、名古屋市スポーツ市民局（令和元年度までは
教育委員会）、名古屋市体育協会、各競技団体（名古
屋市体育協会加盟39団体）が力を入れて実施してい
る事業です。
　この事業は、昭和55年（1980年）から始まった40年も
の歴史のある事業で、この間、数多くの名選手が育っ
ています。

　これからも名古屋市のジュニア選手が全国大会や
国際大会で活躍できるよう、当協会の主要事業として
一層の充実を図ってまいります。

令和２年度ジュニア競技力向上事業から

　令和2年10月23日（金）に株式会社三井住友銀行
（SMBC）寄附金寄贈及び（公財）名古屋市教育スポー
ツ協会理事長感謝状贈呈式がありました。
　寄附金寄贈は、東京2020オリンピック及び公益財団
法人日本オリンピック委員会（通称：JOC）のゴールドパー
トナーである株式会社三井住友銀行様より、JOCが主催
し、三井住友銀行様がご協力をされ、本年1月から2月
に開催された「オリンピックコンサート2020 プレミアムサ
ウンドシリーズ」の売上金などから、当協会が実施して
おりますジュニア競技力向上事業に対して235万9,498
円をご寄贈いただきました。
　「ジュニア競技力向上事業」において、各競技団体
でのジュニア競技力向上に資する物品（各競技の用
具備品、およびコロナ感染防止用物品等）の購入費用
に充てさせていただきます。

株式会社三井住友銀行寄付金贈呈式　

▲ホッケー

▲日本拳法

▲柔道

▲ラグビーフットボール

▲バウンドテニス

◀アマチュアボクシング

右から萩原（株）三井住友銀行常務執行役員、
西村（公財）名古屋市教育スポーツ協会理事長、
宇佐美名古屋市体育協会会長、
樋口名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部長

▲ボート
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、名古屋市
スポーツ少年団の以下の事業を中止しました。日頃のス
ポーツとは違ったスポーツの体験及び各少年団との交
流を、毎年楽しみにしていた団員の皆さん、来年度まで
お楽しみに！
〇 名古屋市スポーツ少年団交歓大会
　（運動適性テスト含む）
〇 弓道体験教室 
〇 スケート体験教室 
〇 ホッケー体験教室

　なお、（公財）愛知県スポーツ協会主催のスポーツ少
年団競技別交流大会は、バレーボールとサッカーが開
催されました。（剣道は中止）
【バレーボール】
第18回愛知県スポーツ少年団バレーボール交流大会が10
月18日に開催され、男子の部で、鳴東VBCスポーツ少年団
が優勝し、東海ブロック大会への参加を決めました。女子の
部では、はやてバレーボールクラブが第3位に入賞しました。
（名古屋支部大会は、9月19日に名東スポーツセンターにて開催）
【サッカー】
第37回愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会が11月7
日、14日に蒲郡市海陽多目的広場で開催され、名古屋市
からは、北区スポーツ少年団が出場しました。
●スポーツ少年団の問い合わせ先
　名古屋市スポーツ少年団事務局
　TEL 052（614）7100

令和2年度 名古屋市スポーツ少年団各種事業の報告

みずほアクティビティ
　みずほアクティビティは、2015年4月に設団されたスポー
ツ少年団です。今年度からは全国に16ある、愛知県では
唯一のゴルフを中心にしたスポーツ少年団として、隔週土
曜日の午後を基本に、「名古屋駅から一番近い250ヤード
の大型ゴルフ練習場」の名古屋ウエストゴルフクラブ（大
治町）で練習しています。
　現在の団員は、中学生から大学生の６名と少人数で
すが、「子どもたち（団員）の自主性を重んじ、みんなで楽
しくスポーツすること」をモットーに、団長の長良さんはじめ
４名の指導者とともに、仲良く活動しています。
　取材した日は、午前中にACP（日本スポーツ協会が開
発したアクティブ･チャイルド･プログラムの略）から団員が
考えたスポーツ遊びでからだづくりを中心にした活動を
し、午後からはゴルフ練習を行いました。この日は、名古屋
ウエストゴルフクラブのティーチングプロから、止まっている
ボールを飛ばすための理論を実践で学んでいました。ティー
チングプロの説明はとても丁寧で、基礎を学ぶと上達も早い
のでは…とうらやましく思いました。
　普段の活動以外にも、高校生以上のシニアリーダーは
愛知県スポーツ少年団リーダー会にも登録して県や市の
行事等の運営にも参加しています。中学生以下の団員は
全国スポーツ少年大会やリーダー研修会や当協会主催

の名古屋市スポーツ少年団交歓大会など、様々なスポー
ツ少年団活動に積極的に参加し、スタッフも含め、他のス
ポーツ少年団との交流を広げています。また、団員の中に
は、日独スポーツ少年団同時交流事業に参加し、ドイツを
３週間ほど視察したことがある団員もいて、他の団員の良
い模範となっています。
　今後の目標は、「しっかりとゴルフの基礎を学び、ゴルフ
場でラウンドできるようなりたい。」また、「団員が少なく、特
に小学生の団員がいないので、後輩たちがほしい。」…と
のこと。そのためにも、現在の月２回の活動を、できれば週
１回の活動にしていきたい、他のスポーツも取り入れなが
ら、子どもたちの適性を見出していけないか…など、いろ
いろと模索しているとのことでした。
　コロナ禍や少子化などもあり、ますます団員の確保が
難しくなっており、活動の大変さを感じましたが、少人数だ
からこそ、丁寧な指導を受けられるメリットがあるとも感じま
した。
●問い合わせ先
　みずほアクティビティ（ゴルフ）　
　団長：長良 由美子
　電子メール：mizuho.act.jsc@gmail.com

第4回 スポーツ少年団だより第4回 スポーツ少年団だより



表紙写真：令和２年度ジュニア競技力向上事業
　　　　  【ホッケー競技　写真提供：名古屋市ホッケー協会】
　　　　　玉井　心選手【本人提供】
表紙題字：後藤　淳
　　　　 （財団法人名古屋市体育協会初代会長）
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。

6

なごやのスポーツ（第125号）
令和2年12月25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　尾野博之
〒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

〈令和２年11月末現在・50音順・敬称略〉

※非掲載希望者は掲載していません。

法人

加藤　常文

競技団体、地域団体等

個 人

伊藤　信義

藤吉　純一久野　千嘉子

松永　富雄 山田　陽清

活動にご賛同いただきまして誠にありがとうございます。

（公財）名古屋市教育スポーツ協会
Nagoya-city Education and Sports AssociationNESPA

賛助会員の皆様賛助会員の皆様

(一社)愛知水泳連盟 名古屋弓道協会

名古屋サッカー協会 名古屋市アーチェリー協会

名古屋市アイスホッケー連盟 名古屋市熱田区体育協会

名古屋市剣道連盟 (一社)名古屋市水泳連盟

名古屋市スケート協会 名古屋市相撲連盟

名古屋市ソフトテニス連盟 名古屋市ソフトボール協会

名古屋市卓球協会 名古屋市ドッジボール協会

名古屋市軟式野球連盟 名古屋市日本拳法連盟

名古屋市バウンドテニス協会 名古屋市バドミントン協会

名古屋市バトン協会 名古屋市バレーボール協会

名古屋市ボート協会 名古屋市名東区体育協会

名古屋市守山区体育協会 名古屋市ラグビーフットボール協会

日本拳法連盟 中部日本本部 名古屋市体操協会

学校法人 愛知学院 ㈱愛知銀行 愛知県ボウリング場協会名古屋支部 愛知ダイハツ㈱ 愛知日野自動車㈱ 

㈱アダチョー 石黒体育施設㈱ ㈱伊藤建築設計事務所 岩間造園㈱ ㈱江口巖商店 

㈱ATグループ ㈱大林組 名古屋支店 OMC㈱ 鹿島建設㈱ 中部支店 加藤徽章店 

㈱加藤商会 医療法人香流会 絋仁病院 ㈱キスラ 近藤産興㈱ ㈱三光 

サンメッセ㈱ 名古屋支店 ㈱シィールズ 清水建設㈱ 名古屋支店 ㈱JPN  椙山女学園大学 

㈲鈴幸商会 スポーツプラザ トキワ ㈱設幸工務店 大成建設㈱ 名古屋支店 ㈱竹中工務店 名古屋支店 

㈱中京銀行 中京大学 ㈱テツ コーポレーション 学校法人 東海学園 東海クリエイト㈱ 

東海廣告㈱ 東洋グリーン㈱ 東レ㈱愛知工場 名古屋掖済会病院 ㈱名古屋銀行 

(一社)名古屋市医師会 名古屋姉妹友好都市協会 (公社)名古屋青年会議所 学校法人 名古屋電気学園 ニシウラ建設㈱ 

㈱坂角総本舗 パイロットインキ㈱ パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株）中部社 パナソニック（株）ライフソリューションズ社 中部電材営業部 東山遊園㈱ 

㈱星が丘自動車学校 ㈱星が丘ボウル 堀場産業㈱ 名古屋クラウンホテル 丸丹スポーツ用品㈱ 幹配電㈱ 

㈱名立



2020.12.VOL.125

http://www.nespa.or.jp/ 

http://www.nagoya-taikyo.or.jp/ 

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
広報誌 令和2年度体育功労者表彰 …………………………………1

令和2年度 スポーツ講演会 中止 ……………………………1
はじめよう！つづけよう！スポーティブ・ライフ in 瑞穂 ………2 
株式会社三井住友銀行寄付金贈呈式 …………………………3
令和2年度ジュニア競技力向上事業から …………………3
未来に輝け！ ジュニアアスリートNo.5 ………………………4
第4回 スポーツ少年団だより【みずほアクティビティ】 ………5
令和2年度 名古屋市スポーツ少年団各種事業の報告 ……5
賛助会員様のご紹介 ……………………………………………6

令和2年度ジュニア競技力向上事業（ホッケー競技 写真提供：名古屋市ホッケー協会）

NESPA

◀ジュニアアスリート（P.4）
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	なごやのスポーツVOL125_P3
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