千葉県スポーツ推進委員連合会の活動

平成３０年７月７日（土） スポーツ科学センター

平成３０年８月２５日（土） 千葉県総合スポーツセンター体育館他

実技：さいかつぼーる

体育課より第１２次「千葉県体育・スポーツ推進計画」の説明

グループワーク

開会式の様子

実技研修：健康体操

実技：健康体操（浮遊スカーフ）

第３５回 千葉県スポーツ推進委員
研究大会（習志野市大会）
平成３０年１２月８日（土） スポーツ科学センター

平成３１年１月２７日（日） 習志野文化ホール

ボッチャの様子

オービックシーガルズ大橋氏の講演

開会式の様子

県教育次長祝辞

習志野市スポ推の提案

～千葉県障がい者スポーツ指導者協議会～
千葉障がい者スポーツ指導者協議会
会 長 中島 一郎
失われたものは数えるな
残されたものを最大限にいかせ！
～パラリンピックの父 L．グットマン博士の言葉～
2020 東京大会（パラリンピック）で注目されている障がい者スポーツ（千葉県開催競技：ゴールボー
ル、シッティングバレーボール、パラテコンドー、車いすフェンシング）は、(公財)日本障がい者スポ
ーツ協会が、指導員（初級～上級）
、コーチ、トレーナー、ドクターの４種類の公認資格を設定して普
及・発展を図っています。それらの資格を地域別に束ねる組織団体の一つが障がい者スポーツ指導者協
議会(千葉：約 800 名／全国：約 25，000 名)で、各種ボランティアの情報提供や派遣の他に、県下
全域を 4 ブロックの地域に分け、関連組織団体と連携しつつ各種情報提供の一本化や普及活動の推進
を図っています。
また、2020 年東京大会後が極めて重要と考えており、そのために一人でも多くのお仲間や理解者、協
力者を求めています。皆様の奮ってのご参入をお待ちしております。
まずは関連するイベントやボランティア参加へ、そして公認指導者資格の取得を！
▼千葉障がい者スポーツ指導者協議会➡ホームページ＆フェイスブック参照
▼（一社）千葉県障がい者スポーツ協会➡ホームページ参照
▼『障がい者スポーツ指導者養成講習会』情報
①主催：千葉市教育委員会スポーツ振興課／6 月（土・日：計 4 日間）
会場：千葉市中央コミュニティセンター（千葉市）／連絡先：043-238-2380
備考：千葉市在住・在勤以外も可
②主催：千葉県障がい者スポーツ協会／7 月～８月（土・日：計 4 日間）
会場：千葉県障がい者スポーツ・レクリエーションセンター（千葉市）／連絡先：043-253-6111
③主催：千葉県障がい者スポーツ協会／12 月（土・日：計 4 日間）
会場：国際武道大学（勝浦市）／連絡先：043-253-6111

～シッティングバレーボール～
千葉県シッティングバレーボール協会
会 長 佐藤 詠
１ シッティングバレーボールとは？
シッティングバレーボールとは、座ったままで行う６人制バレーボールのことです。
パラリンピックの正式種目となっていますが、日本国内においては障がい者も健常者も一緒に
プレーできるスポーツとして普及しています。座ってプレーすることでお互いが同等にプレーでき
ます。
２ ルール
基本的には国際バレーボール規則に準じていますが、以下の特別ルールがあります。
①臀部の位置が競技者の基準位置となります。
②サーブ、アタック、ブロックをする場合、臀部の一部が床に接触していなければなりません。
ただし、レシーブ時の短時間の離床は許されていますが、離床の程度は審判の判断となります。
③前衛のプレーヤーのサーブブロックが許されています。
④ネットの高さは男子１ｍ１５ｃｍ、女子１ｍ０５ｃｍとなっています。
☆月に２～３回程度千葉市内で練習しています。体験、見学等受け付けていますので、お問合せく
ださい。
＜連絡先＞ entry_chiba_pirates@yahoo.co.jp
このアドレスを受信可能にしてメールでお問い合わせ下さい。

平成 30 年 11 月 12 日に千葉県庁本庁舎
１階多目的ホールにおいて、平成 30 年に
開催された第 18 回アジア競技大会におい
て日本代表として出場し、優勝した千葉県
ゆかりの選手に「千葉県知事賞」を授与し
ました。

氏

松本

名

濱村

克央

角田

ゆかり
夏実

功

績

第 18 回アジア競技大会 水泳・競泳 4×100m・4×200ｍフリーリレー
優勝
第 18 回アジア競技大会 ソフトボール女子 優勝
第 18 回アジア競技大会 柔道女子 52ｋｇ級

優勝

菅澤

優衣香

第 18 回アジア競技大会 サッカー女子 優勝

黑木

瑠璃華

第 18 回アジア競技大会 ソフトテニス女子団体

大黑田

裕芽

優勝

第 18 回アジア競技大会 ラグビーフットボール女子 優勝

平成 31 年 1 月 23 日に千葉県庁本庁舎
6 階知事執務室において、平成 30 年に
開催された第 33 回世界トランポリン競
技選手権大会シンクロナイズド競技女
子において日本代表として出場し、優
勝した千葉県ゆかりの選手に「千葉県
知事賞」を授与しました。

氏

宇山

名

芽紅

功

績

第 33 回世界トランポリン競技選手権大会シンクロナイズド競技女子
優勝

生涯スポーツ功労者
氏
南

平成 30 年 10 月 5 日（金）文部科学省中央合同庁舎

名

現住所

昌平

主

要

歴

千葉市

公益財団法人千葉県体育協会理事等

鎌ケ谷市

千葉県少年野球連盟副会長等

廣原

忠

金谷

重明

君津市

君津市体育協会会長等

菊地

謙治

印西市

印西市体育協会会長等

生涯スポーツ優良団体

平成 30 年 10 月 5 日（金）文部科学省中央合同庁舎

団体名
浦安市柔道協会
市原市陸上競技協会
日本ヘルスバレーボール連盟流山本部
スポーツ推進委員功労者

氏
名
宇留間又衛門
髙橋 嘉弘
山川
武
山口美佐子

経

現住所
千葉市
南房総市
松戸市
市川市

設立年月
昭和 29 年 4 月
昭和 39 年 4 月
平成 15 年 4 月

代表者氏名
金子 雅司郎
松本 靖彦
木村 敏彦

平成 30 年 11 月 15 日（木）鹿児島市鹿児島アリーナ

スポーツ推進委員の歴
昭和５１年度～現在 千葉市スポーツ推進委員
昭和５７年度～現在 南房総市スポーツ推進委員
昭和５９年度～現在 松戸市スポーツ推進委員
平成 ２ 年度～現在 市川市スポーツ推進委員

生涯スポーツ功労者・・・・・・１９名

生涯スポーツ優良団体 ・・・・・１０団体

優秀スポーツ選手（個人）
・・ １４０名

優秀スポーツ団体

特別功労者

・・・・・・・３４団体

・・・・・・ ３名

生涯スポーツ功労者

地域スポーツの健全な普及発展に貢献し、顕著な功績をおさめた方

（葛

南）福元明彦 片桐正広

近藤幹一郎

（東葛飾）露木循

（北

総）森永一

渡辺敏雄

（東上総）大野雅弘 水野博

川﨑愼一

（県体協）本城一隆

越川卓爾

（南房総）藤井公夫 邉見日出夫
（千葉市）朝橋忠三

生涯スポーツ優良団
（葛

白井英雄 中村明彦
庄司忠男

相田光康

（県レク協）鷹觜 妙子

組織的・計画的にスポーツ活動を行い、スポーツ活動の日常化と普及
を積極的かつ協力的に推進している団体

南）船橋市体操協会

（東葛飾）流山市ソフトテニス連盟

浦安市サッカー協会
柏市バレーボール協会

（東上総）山武市体育協会
（南房総）市原市ボクシング連盟

鴨川市体育協会スキー部

（県体協）千葉県バレーボール協会

一般社団法人千葉県バスケットボール協会

（県レク）茂原市レクリエーション協会

優秀スポーツ選手（個人）
平成３０年に開催された全国大会において第１位をおさめた方、もしくは国際大会に出場し活躍され
た方
（陸上競技２４名）
森智香子、岩佐茉結子、石橋和也、神坂莉子、髙橋英輝、木村友香、加世田梨花、北小路咲枝、松永
吉住友希、畦地将史、村上夏美、小林歩未、海鋒泰輝、白土莉紅、ハッサン
戸邉直人、丸山裕己、川上聡太、吉川峻、景山咲穂、篠塚

大介

ナワール、渡辺千奈津、瀬尾

浩斗

英明

（水泳１６名）
井上海、松元克央、持田早智、平井彬嗣、寺村美穂、大川慶悟、塩谷南美、鈴木琴莉、坂上千明、野呂美咲季
山本実乃里、稲場朱里、江沢陸、錦織孟徳、山川唯巴、飯塚千遥
（テニス６名）古賀彩花、白石光、坂川広樹、中村健太、山内日斗、橋本圭史

（体操競技１３名）
村山覚人、塙颯香、上山廉太郎、青木梨奈、花島なつみ、橋本大輝、日高大輝、谷川翔、千葉

健太、野々村

芹田未果子、萱和磨、谷川航

（新体操８名）
山田愛乃、飯田由香、河崎羽珠愛、大岩千未来、末永柚月、柴山瑠莉子、皆川夏穂、横田葵子

（トランポリン１名）宇山芽紅

（レスリング９名）
白井達也、宮本海渡、田南部魁星、山田脩、須﨑優衣、梅林太朗、佐々木雄大、吉田ケイワン、竹下雄登

（ボウリング１名）向谷美咲

（ライフル射撃１名）目羅渚

（カヌー５名）堀内弘喜、木村亮太、柳尭比古、諏訪智美、八角周平

（ウエイトリフティング３名）安藤美希子、佐野優図、松本潮霞

（ボクシング２名）堤麗斗、髙橋麗斗

（スケート１名）吉岡詩果

（柔道８名）志々目徹、志々目愛、能智亜衣美、角田夏実、ウルフアロン、板東虎之輔、皆川大記、後藤颯太

（馬術３名）福島大輔、齋藤功貴、安西紘一

（サッカー１０名）
四井沙樹、江川涼、村岡真実、佐藤瑞夏、旗手怜央、佐々木雅士、石田侑資、大熊環、中尾萌々、大澤春花

（ゴルフ２名）吉田優利、大野倖

（空手道５名）植草歩、多田野彩香、本一将、本龍二、榎本

（硬式野球１名）宮澤義也

（自転車競技３名）中村妃智、板倉玄京、荒川仁

（山岳２名）村井隆一、西田朱李

（ボート１名）大竹海斗

拓斗

笙吾、

（トライアスロン１名）上田藍

（少林寺拳法４名）松田大毅、安藤龍斗、今村知絵、髙梨凌蘭

（武術太極拳３名）中村里香、大野雅也、荒谷友碩

（バレーボール１名）中谷薫

（バトントワーリング２名）鎌田涼花、石馬場南美

（サーフィン４名）加藤嵐、岩見天獅、野中美波、中塩佳那

優秀スポーツ選手（チーム）
平成 30 年に開催された全国大会において第 1 位をおさめたチーム、もしくは国際大会に出場し活躍された
チーム

千葉県ジュニア選抜（第 49 回ジュニアオリンピックカップ陸上競技大会 ABC 女子共通 4×100m リレー）
千葉ジェッツふなばし（第 93 回天皇杯・第 84 回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会男子）
千葉女子選抜チーム（第 31 回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 2018 女子）
セントラルスポーツクラブ谷津（第 41 回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 13～14 歳女子
4×100m フリーリレー）
千葉県（第 73 回国民体育大会水泳競技成年男子 4×50m フリーリレー）
千葉県（第 73 回国民体育大会水泳競技成年女子 4×100 メドレーリレー）
株式会社京葉銀行（天皇賜杯第 73 回全日本軟式野球大会 ENEOS トーナメント）
千葉県（第 73 回国民体育大会柔道競技成年男子）
秀明大学学校教師学部付属秀明八千代高等学校（平成 30 年度全国高等学校総合体育大会テニス競技大会 第 75 回全国
高等学校対抗テニス大会 第 108 回全国高等学校テニス選手権大会
男子団体）
千葉県（千葉敬愛高等学校）（第 73 回国民体育大会ソフトボール競技少年男子）
千葉県（第 73 回国民体育大会ソフトボール競技

成年男子）

日本体育大学柏高等学校（平成 29 年度風間杯第 61 回全国高等学校選抜レスリング大会学校対抗戦

平成 30 年度全国

高等学校総合体育大会レスリング競技大会三笠宮賜牌第 65 回全国高等学校レスリング選手
権大会学校対抗戦）
船橋市立船橋高等学校（平成 30 年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会全国高等学校体操競技選手権大会男子団
体

JOC ジュニアオリンピックカップ 2018 全日本ジュニア体操競技選手権大会 1 部男子団

体総合）

東京学館高等学校（平成 30 年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会全国高等学校体操競技選手権大会女子団体総
合）
フジスポーツクラブ（JOC ジュニアオリンピックカップ 2018 全日本ジュニア体操競技選手権大会 1 部女子団体総合）
千葉県（第 73 回国民体育大会体操競技少年男子団体総合）
順天堂大学（第 72 回全日本体操団体選手権男子団体総合）
昭和学院高等学校（平成 30 年度全国高等学校総合体育大会新体操大会全国高等学校新体操選手権大会女子団体競技
選手権）
千葉県（第 73 回国民体育大会弓道競技成年女子遠的）
千葉市立磯辺中学校（第 16 回全国中学校ヨット選手権大会学校対抗）
流通経済大学付属柏高等学校（アシックスカップ 2018 第 5 回全国高等学校 7 人制ラグビーフットボール大会）
千葉県カヌー協会（2018ICF カヌースプリントジュニア・U23 カヌー選手権大会ジュニア女子カヤックフォア 500ｍ出
場

文部科学大臣杯平成 30 年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会女子カヤックフォア

200m

女子カヤックフォア 500m

文部科学大臣杯平成 30 年度日本カヌースプリントジュニア選

手権大会女子カヤックペア 200m)
千葉県立小見川高等学校（平成 30 年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会 第 34 回全国高等学校カヌー選手権
大会学校対抗女子総合）
拓殖大学紅陵高等学校（平成 29 年度 JOC ジュニアオリンピックカップ第 37 回全国高等学校空手道選抜大会男子団体
形）
千葉県女子組手団体チーム（天皇盃・皇后盃第 46 回全日本空手道選手権大会女子組手競技団体戦）
千葉県ボウリング連盟（文部科学大臣杯第 56 回全日本ボウリング選手権大会女子 6 人チーム戦）
桜林高等学校（第 21 回全国高等学校少林寺拳法選抜大会男子団体演武・平成 30 年度全国高等学校総合体育大会少林
寺拳法競技大会第 45 回全国高等学校少林寺拳法大会男子組演武・女子組演武・男子団体演武）
clear Baton（第 43 回全日本バトントワーリング選手権大会ペア U-18）

特別功労賞

安藤

美希子

志々目
向谷

徹
美咲

（ウエイトリフティング）【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】
（柔

道）【優秀スポーツ選手として５年連続受賞】

（ボ ウ リ ン グ）【優秀スポーツ選手として１０回受賞】

