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名古屋市体育協会会長就任にあたって

このたび、名古屋市体育協会の会長に就任いたしました、後藤泰之でございます。諸先
輩方が築き上げてこられた伝統と歴史ある名古屋市体育協会が、これからも市民の皆様
にとって有意義な体育協会であり続けることができるよう、精一杯尽力してまいります。お力
添えいただきますようお願い申し上げます。

名古屋市体育協会は大正１２年に「名古屋體育協會」として創立され、昭和２１年に
「名古屋市体育協会」として発足し、昭和５６年には財団法人化、その後、平成２２年には
財団法人名古屋市教育スポーツ振興事業団（現：公益財団法人名古屋市教育スポーツ
協会）と統合して組織強化がなされました。
そして、令和5年には節目となる創立100周年を迎え、さらには令和8年（2026年）に地元
愛知・名古屋でアジア競技大会が開催されるという、当協会にとって大変重要な時期を控
えております。

私たち名古屋市体育協会の使命は、大会やイベント、競技力向上事業など様々な事業
を展開し、市民の皆様に「する・みる・ささえる」スポーツの機会を提供することにより、皆様
の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することにあります。
スポーツを「する・みる・ささえる」ことは、体力の向上や生活習慣病の予防、精神的なスト
レスの発散など、心身の健康保持増進に資するだけでなく、スポーツを通じた交流から多く
の仲間ができ、人間関係や地域社会の形成にもつながります。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会全体が閉塞感に包まれ、スポーツ界
も大変厳しい状況にありますが、私たち名古屋市体育協会は名古屋市のスポーツの灯を
絶やさぬよう、これからも皆様の「する・みる・ささえる」スポーツをサポートしてまいります。
何とぞよろしくお願いいたします。

後藤泰之
1958年2月生まれ
平成14年に名古屋市体育協会理事に就任、
その後審議員、副会長を経て、
令和3年4月から同協会会長に就任。
（公財）愛知県スポーツ協会副理事長、
愛知県及び名古屋市卓球協会会長
愛知県及び名古屋市フェンシング協会会長を
兼任。

経歴

たいいくきょうかい
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北区スポーツ少年団は、水分橋（みずわけばし）多目的グ
ラウンドを拠点として活動しているサッカーチームです。平成
４(1992)年にサッカークラブとして発足し、平成10（1998）年に
スポーツ少年団として登録され、現在の団員数は67名です。
市内のスポーツ少年団は、コロナ禍で全体的に減少傾向に
ありますが、北区スポーツ少年団の団員数はコロナ禍でもむ
しろ増えているとのことです。活動は土日の午前中を中心に、
小学校の学年ごとにグループを分けて、元気に練習を行って
います。コロナ禍でなければ、カテゴリー別に毎週のように遠
征して練習試合等を行っているそうです。
指導者は、取材に応じて下さった曾我さんや高橋さんを始

め、コーチや審判員のライセンスを持ったスタッフ、ボランティ
アなど含め約２０名が指導にあたっています。団のモットーは
「何より楽しくやるのが一番」とのことで、なるべく叱るのでは
なく褒めて伸ばすことを心掛けているそうです。指導上のやり
がいを伺ったところ、「子どもの成長を見るのが一番の楽し
み」とのことでした。
逆に大変な点は、皆さん仕事をしながら指導していて、どう

しても手が回らないこともあるので、ボランティアの指導者や
父母の会に助けてもらい
ながら運営しているそうで
す。また、今はコロナ禍で
ライセンスの講習会自体
が開催されていませんが、
コーチにも各種のライセン

スを取得してもらい、子どもたちにより良い指導ができるように
努めているとのことでした。
団員の子どもたちに入団したきっかけをたずねたところ「友
達が先に入団していて誘われた（麻生さん）」「体力づくりの
ため（金森さん）」「以前入っていたチームより場所が近かっ
た（豊嶋さん）」「練習環境が良く本格的にやりたいと思った
（武藤さん）」「楽しそうだから
（水野さん）」と答えてくれまし
た。また、活動についてはみん
なが口をそろえて、「みんなが
仲良く仲間意識が強い」「コ
ーチの指導が良く優しい」と
答えてくれました。そして、「と
ても楽しいので、是非みんな
に入って欲しい」とのメッセージがありました。
最後に「父母の会」会長の安田さんにお話を聞きました。
父母の会は少年団の重要な式典（創立記念、初蹴り会、卒
団式）などでの炊き出しや、遠征試合の弁当の手配、熱中症
対策など様 な々サポートを行っているそうです。また、安田さん
自身は、子どもに対してマナーなどの注意をしたり、保護者の
疑問点を指導者に伝えたりと、団の中での調整役を担ってい
るそうです。そして「できるだけ保護者にも練習や試合を見て
もらって、試合での子どもの成長を感じてもらい、家庭でもサッ
カーの話ができるような少年団にしたい。子どもと指導者、保
護者それぞれの絆を深めて、一丸となって団を盛り立ててい
きたい」と話して下さいました。
こうした手厚い指導や、父母の会の活動が、コロナ禍でも
団員数を維持していける理由なのではないかと感じました。
北区スポーツ少年団の今後の活躍が期待されます。
●問合せ先
北区スポーツ少年団
団長：村瀬武司　　
連絡先：曾我岳士
電話番号：090-9924-2386
メールアドレス：2white.sox47@gmail.com

後列右から麻生さん、豊嶋さん、水野さん
前列右から金森さん、武藤さん

集合写真

東京2020オリンピック・パラリンピックで
名古屋市出身の選手が大活躍！

今夏に開催された「東京2020オリンピック・パラリンピック」に出場した名古屋市出身選手のうち、メダルを獲得した選手と
入賞した選手をご紹介します。
メダリスト及び入賞者の皆さま、本当におめでとうございます。皆さまの益々のご活躍を祈念しております。

北区スポーツ少年団第6回 スポーツ少年団だより第6回 スポーツ少年団だより

【オリンピック】
氏　名 成　績競　技　名 氏　名 成　績競　技　名

【パラリンピック】

ごとう やまうち あきひろ かわもとけいすけ

いとう のりこすぎもと さゆり

たけなか ななみ

みう

よしだ めぐむ

とみなが けいせい

後藤 希友

吉田 萌

富永 啓生

ソフトボール

アーティスティックスイミング
（デュエット・チーム）

バスケットボール3×3（男子）

バレーボール（男子）

新体操（団体）

新体操（団体）

金メダル

4位入賞

6位入賞

7位入賞

8位入賞

8位入賞

山内 晶大

杉本 早裕吏

竹中 七海

氏　名 成　績競　技　名

ボッチャ
（BC3ペア、脳性まひ・運動機能障害）

バドミントン
（女子ダブルス、下肢障害・上肢障害）

銀メダル

銅メダル

河本 圭亮

伊藤 則子



▲アーチェリー▲剣道

▲弓道

▲サッカー

▲綱引

▲ボート

▲ラグビー

▲ホッケー

▲ハンドボール

▲バドミントン

▲ドッジボール

▲卓球

▲ウエイトリフティング

▲レクインディアカ

▲

フェンシング

▲バレーボール

▲

体操

第63回を迎えた市民スポーツ祭が市内の各会場で、水泳競技始め38競技114種目で開催される予定
でした。
今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区対抗の部及び一部の競技や種目は中止となり

ましたが、一般、小学生、中学生、高等学校（高校生）及びマスターズの5部門に分かれて行われ、多くの
選手及び役員の方々が参加されました。
コロナ禍で厳しい状況にも関わらず、競技にご参加いただいた選手の皆様、競技運営などにご協力
いただいた皆様、本当にありがとうございました。

中部電力第63回
なごや市民スポーツ祭を開催

中部電力第63回
なごや市民スポーツ祭を開催

中部電力第63回
なごや市民スポーツ祭を開催
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Jr. Athlete

Jr. Athlete

―――柔道を始めたきっかけは？
父が柔道をしていました。トップと言うほどではないのですが、結
構強くて。試合は引退していましたが、柔道の形（かた）競技には
出場していました。その父の姿に憧れて、気がつけば柔道を始め
ていました。
―――その後、大成中学校に入学されましたね。
全国でも強豪校として名の通っていた学校ですから、中学校の監
督から声をかけていただいたのはうれしかったですね。強いとこ
ろで柔道ができるという喜びがありました。ただ、小学生の頃はあ
まり強くなくて、中学校に入学したころは、一番弱いくらいでした。
父からは、強い人にどんどん当たりにいけ、と言われていました。
―――高校生になり、練習は厳しいと思いますが、どんな思いで
取り組んでいますか？
今日だけ頑張る、ことを意識して、毎日コツコツ積み重ねるように
しています。ずっと頑張るでは、どうしても心が折れてしまいます
から。
―――その結果が、6月に行われた20歳以下の大会である全日本
ジュニアの愛知県予選の優勝につながったのですね。
小学生から柔道を始めて2位はありましたが、優勝したのは初め
てです。素直にうれしかったですね。準決勝・決勝は大学生が相手
でした。
―――いま取り組んでいる課題はありますか？
スタミナ強化です。どちらかというと、僕は長時間戦うタイプの選
手なので、長所を伸ばそうと考えています。また、気をつけている
ことは、練習の時も試合の時も、膝が伸びきってしまうことがあり、
余裕を持たせるように普段の生活から意識しています。
（石田先生）彼は身体が柔らかく、もともとはケガをしにくいタイプ
なんですね。ただ、体重が重いのでどうしても膝に負担がかかっ
てしまい、膝をケガしがちです。将来もありますから、10kg、20kg

しっかり減量するように指導しています。
―――オンオフの切り替えはどうしていますか？
僕は手先が器用で、実は折り紙が好きなんです。幼稚園のころに
授業でやって、はまりました（笑）。気分転換になっています。高校
へ通う電車の中では何かしら本を読んでいます。
―――では最後に、今後の目標を教えてください。
目指しているのは山下泰裕さんです。強くなりたいのはもちろん
ですが、挨拶や礼儀がしっかりできる人でありたいとも思ってい
ます。大成高校は挨拶をちゃんとしようという学校、柔道部でも礼
儀を重んじています。その上で、日本を代表する、世界で活躍する
選手になれればいいな、と考えています。
―――石田先生はいかがですか？2026年にはアジア大会が開催
され、地元選手にはついつい期待してしまうのですが……。
（石田先生）日本代表に選ばれるのは、ほんの一握りの選手です
が、競技をやっている以上、可能性はあると思います。大きな体格
から繰り出す技の威力が彼の魅力です。一番重要になってくるの
はメンタル面でしょうね。彼は優しくて人情味がありすぎるくらい
ですから、いかに自分に厳しくできるか、にかかっていると思いま
す。
―――世界の舞台で、豪快な
技を繰り出す姿をぜひ見たい
と期待しています。本日はあり
がとうございました。

Junior Athlete
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。

No.7

柘植 元嗣さん
つげ　  

強さだけではなく、
人間としての成長も
追求していきたい。

（柔道・愛知真和学園 大成高等学校3年）

プロフィール

●2003年11月20日生まれ
●小学校2年生より柔道を始める（鳴海小学校）
●私立大成中学・高等学校一貫校に進学　現在に至る
●令和3年度全日本ジュニア体重別選手権大会 愛知県予選　100㎏超級優勝

もとつぐ
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表紙写真：中部電力第63回なごや市民スポーツ祭
　　　　 （ソフトボール競技）
　　　　　
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。

なごやのスポーツ（第127号）
令和3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　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

◆開催期間　
令和3年10月1日（金）～11月30日（火）
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募集ちらしをご覧いただく
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）614-7149

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２０２２マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０２２マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知２０２２

◆ 競技大会
 名古屋ウィメンズマラソン２０22
 種　目： 女子マラソン／２２，０００人
  （バンテリンドーム ナゴヤ発着名古屋ウィメンズマラソンコース／制限時間：７時間以内）
 日　程： 2022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２０22
 種　目： 女子10km／選手招待による。
  （バンテリンドーム ナゴヤ発～妙音通着／制限時間：４５分）
 日　程： ２０２2年３月13日（日）９：００スタート
 名古屋シティマラソン２０22
 種　目： ハーフマラソン男女／9，０００人
  （バンテリンドーム ナゴヤ発～白川公園着／制限時間：３時間以内）
  10kmの男女／５，０００人
  （バンテリンドーム ナゴヤ発～パロマ瑞穂スポーツパーク着／制限時間：１時間４０分以内）
  チャレンジラン／３，０００人
  （バンテリンドーム ナゴヤ敷地内特設コース／制限時間４５分）
 日　程： ２０２2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、10km　１０：２０スタート
◆ 関連催事 マラソンＥＸＰＯ　　２０２２年３月１１日（金）～１３日（日）／バンテリンドーム ナゴヤ
◆ 申込に関する問合先　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）

■活動期日
２０２２年３月１１日（金）～１３日（日）
※期日中1日から参加できます。
■募集期間/定員
【リーダー】
２０２１年９月１日（水）～１０月２２日（金）
【個人・ファミリー】
２０２１年９月１日（水）～１１月１２日（金）
※ファミリー３５組（一組最大５人まで）
【団体】
２０２１年９月１日（水）～１１月１２日（金）
※先着定員制（リーダーを除く）
※募集定員は変更となる場合があります。
■主な申込条件
・活動日現在、満１５歳以上の方（中学生を除く）
※リーダーは活動日現在、満１８歳以上の方（高校生を除く）
※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
■支給物品（予定）
ボランティアウェア、キャップ、コロナ感染症拡大防止物品
■申込方法　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・言語サポートボランティアは郵送のみのお申込
　みとなります。
■問合先
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.０５２－９３８－８００８　（平日１０：００～１７：００）

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!!

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

名古屋市体育協会が年3回発行している「なごやのスポー
ツ」は、令和元年度より「独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター」が所管する「スポーツ振興くじ（通称：toto）」の助成を
受けて発行しています。令和2年度の助成額409,000円は、
すべて印刷製本費として執行いたしました。令和3年度も引き
続き助成を受ける予定となっており、広報誌の発行及び全
ページフルカラー化に有効活用いたします。今後も、スポーツ
振興くじの助成を有効活用して、皆さまにとって有意義な広
報誌となるよう努めてまいります。

令和２年度スポーツ振興くじ助成について
（お知らせ）

（9月1日現在）




