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　令和元年11月3日付けで発令されました「令和元年
秋の叙勲」において、当協会会長の宇佐美義光氏が
「旭日双光章（スポーツ振興功労）」を受章されました。
　宇佐美会長は、市弓道協会並びに県弓道連盟会

長を歴任されるとともに、全日本弓道連盟理事として国
際弓道連盟の創設を提案・実現し、弓道の国際化を
推進されました。現在も国際弓道連盟理事として海外
を訪れ、指導者の育成に尽力されています。
　また、当協会においては、平成17年から役員として、
平成28年からは会長として名古屋市のスポーツ振興
に尽力されています。

　令和元年11月23日（土・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
て開催されました。清 し々い秋晴れの中、今年は元
プロサッカー選手の楢﨑正剛さんをゲストとしてお
招きしました。現役時代に活躍された日本代表・名

古屋グランパスでの貴重な経験談や引退後の活
動のお話など、特設ステージに集まった250名の観
衆を前に楽しいトークをしていただきました。

令和元年度スポーツ講演会令和元年度スポーツ講演会

宇佐美会長が旭日双光章（スポーツ振興功労）を受章



　令和元年9月25日（水）、名古屋市教育委員会に
おいて、宇佐美義光会長から鈴木誠二教育長に
予算要望書を手渡しました。
　この予算要望書は、年々、加盟競技団体による
競技力向上事業及び加盟地域団体（区体協）によ
る地域スポーツ振興事業に対する予算が減少して
おり、このままでは事業遂行に支障をきたすとの声
が多くあったため、加盟団体からの要望を集約した
のち、8月30日（金）開催の競技普及委員会におい
て審議し、まとめたものです。
　また、2026年に愛知・名古屋で開催されるアジア
競技大会に向け、加盟競技団体は競技力の向
上、加盟地域団体は市民の機運醸成及び地域ス
ポーツの普及・振興を図る絶好の機会ととらえてお
り、そのためには予算の増額は必須であることから、
今回の要望書提出となりました。

　一空会は、1983年に設団された36年の歴史を
持つ港区に道場を構える『空手道』のスポーツ少
年団です。名古屋市スポーツ少年団本部長を務
めていただいている空手歴60年の井内隆成先
生はじめ４人の指導者で、50名の団員を時には
厳しく時にはやさしく愛情をもって指導していま
す。先生の教えのモットーは「『名前の由来である
“一生空しく過ごして万歳悔ゆること勿れ”（自分
の一生をダラダラして終えるのではなく、後悔する
ことなく過ごしてほしい）』とのことから空手道を通
して体と心を鍛え、楽しさを知ってもらい、生涯ス
ポーツとして続けてもらえるように。」との思いで稽
古しています。
　一空会は、アジア大会に出場した日本代表始
め輝かしい戦歴がある数多くの選手を輩出して

います。現在も中学校総合体育大会に出場した
安東くん始め多くの子どもたちが、現役でマスター
ズ世界大会を目指す先生と日々稽古に励んでい
ます。
　最後に、空手道は東京オリンピックの正式種目
になりました。2026年にはアジア大会が地元愛知・
名古屋で開催されます。今後の目標は、道場から
代表選手が選ばれることです。

●問合せ先
一空会（空手道教室 拳気）　館長：井内 慧子
住所：名古屋市港区油屋4丁目25
電話番号：（052）384-7353

一空会
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　2005年に開催された「愛知万博」を次世代へ語
り継ぐと同時に、愛知県内各市町村の交流、市町
村合併後の一体化の促進、県民意識の高揚、県
民スポーツの振興を目的として、12月7日（土）に愛・
地球博記念公園において第14回愛知県市町村対
抗駅伝競走大会が開催され、愛知県内市町村の
54チームが参加しました。
　小学生男女、中学生男女、ジュニア男女、一般男
女、40歳以上の部各2名の合計18名で構成され、9
区の区間28.7キロを走りました。

昨年４位だった名古屋チームは、小学生から大人
までONE TAEM＝（ワンチーム）で“今年こそは優
勝を”合言葉に、第11回（2016年）大会以来3度目
の優勝を目指しました。
　肌寒い曇り空の中、選手の皆さんの頑張りにより、
名古屋市チームは市の部において4位の好成績を
おさめることができました。事業のお世話をいただい
た関係競技団体や、選手の皆様に厚くお礼申し上
げます。

名古屋市選手団名簿

 第5区

 第6区

 第7区

 第8区

 第9区

 （中学生・男子）

 （小学生・男子）

 （一般・女子）

 （ジュニア・女子）

 （一般・男子）

 （中学生・女子）

（ジュニア・男子）

 （40歳以上）

 （小学生・女子）

（敬称略）

※上段が当日走った選手、下段は控え選手

市の部

市の部・町村の部 上位成績一覧
町村の部

１位

２位

３位

４位

５位

１位

２位

３位

４位

５位

豊 橋 市／１：３1：0 5

岡 崎 市／１：３1：4 3

豊 田 市／１：３1：4 5

名 古 屋 市 ／１：３1：5 1

豊 川 市／１：３4：2 4

東 郷 町／１：３6：4 2

阿 久 比 町／１：３7：3 5

幸 田 町／１：４０：１1

東 浦 町／１：４0：3 5

設 楽 町／１：４0：3 7

監  督

コーチ

第１区

 第２区

 第３区

 第４区

小川　真一郎【名古屋市陸上競技協会】

可知　裕行　【名古屋市陸上競技協会】

野茂　真美咲【天神山中学校】

辻　　千尋　【大高中学校】

大岩　歩夢　【愛知高等学校】

西脇　翔太　【名経大高蔵高等学校】

中野　哲也　【㈱竹中工務店】

松葉　広司　【守山自衛隊】

神谷　弥音　【汐路小学校】

山岸　陽菜　【黒石小学校】

大岩　　準　【東港中学校】

大岩　　蓮　【東港中学校】

天野　伸城　【山田小学校】

中島　悠太　【小幡北小学校】

塩崎　　葵　【名城大学】

向井　智香　【名城大学】

早川　想世加【安城学園高等学校】

森田　柚衣　【愛知高等学校】

須崎　大輝　【㈱トーエネック】

祖父江　大尚【南山大学】

第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会
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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」が、11月23日（土・祝）にパロマ瑞穂スポーツ
パークで開催されました。
　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、
のびのび身体を動かすことのできる「ラジオ体操」を
始めとしたスポーツイベントが催されました。また小学
生を対象とした市内トップチームの協力による体験
型スポーツイベント「でらスポ☆スタジアム」などで約

200人の参加者がスポーツを楽しみました。その他
に、地元アイドルグループ「Re☆Sta（リスタ）」の華
やかなライブ＆エクササイズや、さまざまなグルメが
楽しめるキッチンカーも集まり、スポーティブ・ライフ月
間の締めくくりにふさわしい賑やかなイベントになりま
した。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。

▲やろまい運動・スポーツ絵画コンテスト
　入賞作品展

▲ラグビーワールドカップ2019
　日本大会

▲やろまい運動・スポーツ絵画コンテスト2019
　表彰式

▲６０秒サイクリングチャレンジ

でらスポ☆スタジアム　 
　　（ウルフドッグ）▶

でらスポ☆スタジアム▶

▲でらスポ☆スタジアム
　（オーシャンズ・ラブリッジ）

▲地元アイドルグループ「Re☆Sta」

▲でらスポ☆スタジアム（ドラゴンズ）▲ラジオ体操

はじめよう！ つづけよう！
スポーティブ・ライフ in 瑞穂
はじめよう！ つづけよう！

スポーティブ・ライフ in 瑞穂



Jr. Athlete

―――水泳をはじめたきっかけは何だったのですか？
幼稚園の年中からスイミングスクールに通い始めました。もともと
はシャワーが苦手で、それを克服することが理由です。
―――カラダを動かすことが好きだった、というわけではなかった
のですね。競技として水泳をするようになったのは？
小学校1年生のときに選手コースに入りました。4年生で初めて全
国大会に出場。個人で出たのは6年生から。ですから、最初から特
別に速かったわけではないんです。普通に、ちょっと速かったくら
いです。
―――では、ターニングポイントとなったのは？
やはり高校に入学してからかな、と思います。それまでは選手とし
てはリレーでの出場がほとんどでしたが、高校に入り環境が変わ
ったためか、タイムがグッと上がりました。
―――普段はどんな練習をしているのですか？
水中トレーニングが約2時間。多い時で6,000m泳いでいます。そ
の後、体幹トレーニングや懸垂など、陸上トレーニングを1時間こ
なしています。
―――いま練習で特に取り組んでいることや、普段気をつけてい
ることはありますか？
持久力を付けること、それだけではなくスプリント力も付けること。
スタートやターンなどの局面でライバルに差を付けるための練習
もしています。ほとんどすべてですね。私は身体が小さいので、人
一倍努力しなければ、と思っています。
食事面はあまり気をつけていないのですが、量を食べないと筋肉
が付かないので、それは気をつけています。
（竹内先生）合宿では男子選手に負けないくらいの量を食べてい
ましたよ（笑）
―――ご自分のアピールポイントはどんなところですか？
練習では、負けず嫌いのところ。試合では、前半から積極的に攻め

るところが長所だと思います。
（竹内先生）本人も言っていますが、身体が小さい。でも、ガッツは
誰よりもあります。そこがいちばんの長所ですね。
―――水泳競技でうれしかったこと、悔しかったことは？
去年の夏からあまりタイムが上がらず、冬の間はずっと悔しい思
いをしていました。それが今年の夏の東海大会で、思ってもいな
かったベストタイムが出て、すごくうれしかった。10月には短水路
の日本選手権でもベストを出すことができ、決勝に進出すること
ができました。努力が成果になってあらわれるとやっぱりうれしい
です。
―――次の目標としている大会は？
東京オリンピックの選手選考を兼ねた、4月の日本選手権です。な
んとか決勝に残って、決勝で日本のトップ選手と戦うことが今の
目標です。
（竹内先生）オリンピック選考会は4年に1回しかありません。そこ
に挑戦し、高校生で決勝の舞台に立つということは、すごく貴重な
経験です。4年後の選考会にも必ず生きてきます。おそらく勝負は
4年後。大学4年生になっていますから、いちばん良い時だと思い
ますね。その2年後にはアジア大会が名古屋で開催されますが、
そこまで行けるはずです。
―――夢は広
がりますね。応
援しています。
本日はありが
とうございまし
た。

神野 ゆめ さん
じんの　

●2019年8月 第87回日本高等学校選手権水泳競技大会
　　200m自由形第3位（2分02秒06） 
　　4×100mフリーリレー（第4泳者）第3位（3分51秒04）
●2019年9月 第10回アジアエージグループ選手権 日本代表（インド・バンガロール）
●2019年10月 第61回日本選手権（25m）水泳競技大会
　　100ｍ自由形第6位（54秒71）

本当の勝負は
4年後のオリンピック。
そしてアジア大会へ。

（水泳競技自由形・中京大学附属中京高等学校2年）
プロフィール
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表紙写真：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
表紙題字：後藤　淳
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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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
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（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100　FAX（052）614-7149

賛助会員の皆様賛助会員の皆様
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。

〈令和元年12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。

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

（株）愛知銀行

（株）伊藤建築設計事務所

（株）大林組

（株）キスラ

清水建設（株） 名古屋支店

（株）設幸工務店

学校法人　東海学園

名古屋掖済会病院

名古屋姉妹友好都市協会

（株）ニシ・スポーツ 中部営業所

（株）坂角総本舗

丸丹スポーツ用品（株）

法人

学校法人　愛知学院

石黒体育施設（株）

OMC（株）

医療法人香流会　絋仁病院

（株）シィールズ

スポーツプラザ トキワ

（株）テツ コーポレーション

東レ（株）愛知工場

（一社）名古屋市医師会

ニシウラ建設（株）

パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株）

堀場産業（株）名古屋クラウンホテル

愛知県ボウリング場協会 名古屋支部

岩間造園（株）

加藤徽章店

近藤産興（株）

（株）JPN

（株）竹中工務店

東海クリエイト（株）

学校法人　名古屋学院

（公社）名古屋青年会議所

パイロットインキ（株）

東山遊園（株）

幹配電（株）

（株）アダチョー

（株）ATグループ

鹿島建設（株）

サンメッセ（株） 名古屋支店

（有）鈴幸商会

中京大学

東洋グリーン（株）

名古屋国際ホテル

名古屋ダイハツ

パナソニック（株）エコソリューションズ社 中部営業部

（株）星が丘ボウル

名古屋ウェイトリフティング協会

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

名古屋市相撲連盟

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

名古屋市日本拳法連盟

名古屋市バドミントン協会

名古屋市バレーボール協会

名古屋市ホッケー協会

名古屋市守山区体育協会

名古屋市陸上競技協会

加藤　常文

藤吉　純一

山田　陽清

愛知日野自動車（株）

（株）江口巖商店

（株）加藤商会

（株）三光

椙山女学園大学

（株）中京銀行

東海廣告（株）

（株）名古屋銀行

学校法人　名古屋電気学園

パナソニックLSエンジニアリング（株） 中部支店

（株）星が丘自動車学校

(株)名立

競技団体、地域団体等

（一社）愛知水泳連盟　

名古屋弓道協会

名古屋柔道協会

名古屋市アイスホッケー連盟

名古屋市空手道連盟

名古屋市少林寺拳法協会

名古屋市スケート協会

名古屋市ソフトテニス連盟

名古屋市体操協会

名古屋市庭球協会

名古屋市軟式野球連盟

名古屋市バウンドテニス協会

名古屋市バトン協会

名古屋市ボート協会

名古屋市名東区体育協会

名古屋市ラグビーフットボール協会

日本拳法連盟　中部日本本部

個 人

伊藤　信義

久野　千嘉子

松永　富雄

柵木　厚

user
四角形

user
テキストボックス
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



※

新車ご登録日から3年間無料の

スマイルフリー点検
整備のスペシャリストで
名古屋トヨペットのエンジニアには、専門の
研修を受けた「ハイブリッドスペシャリスト」
が全店に在籍しております。エコ運転の方
法やご質問などお気軽にご相談ください。

安心

安心

安心安心

このマークが目印です。

ご購入後も しっかりサポート！
当社で自動車保険をご加入
頂いた方へもれなくプレゼント！

名古屋トヨペットは、愛知県下77ヶ所のサービ
スネットワークでお客様の快適なカーライフを
サポートしています。また、2代目プリウスから
ハイブリッドカーを販売・整
備してきた知識と実績を
生かし、購入後も3年間無
料で安心して、大切な愛車
を任せることができます。

※：消耗部品・油脂類の交換等のメンテナンス費用については別途費用が
必要です。ハイエースバンは購入より2年間となります。サクシードバン、
トヨエース、ハイエースコミューター及び事業用は対象外となります。

実施月
点検内容

1ヶ月目

無料点検
6ヶ月目

無料点検
12ヶ月目

定期点検
15ヶ月目

セーフティー点検
18ヶ月目

プロケア点検

実施月
点検内容

21ヶ月目

セーフティー点検
24ヶ月目

定期点検
27ヶ月目

セーフティー点検
30ヶ月目

プロケア点検
33ヶ月目

セーフティー点検

NTPでは、地域の皆様が集う場所として、各店舗のショールーム・会議室をご利用頂けます。
カルチャースクールや会合の開催場所をお探しの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

担当：本社 総合経営企画室 まちイチ　吉田 啓吾
TEL：052-683-5789　mail：kyoshida@ntp-g.com

ご 利 用 下 さ いNTP名古屋トヨペット まちイチ活動
本　　社／〒456-8555　名古屋市熱田区尾頭町2番22号

ホームページはこちらから www.ntp.co.jp

朝10：00～夜7：00（サービス受付は夜6:30まで）
／

／

【ご注意】●当社で自動車保険ご加入の方が保証対象となります。●保証の
適用は、当社でのご入庫修理に限ります。●保証期間中1回のご使用に限り
ます。  ※2016年4月1日以降の保険からの適用となります。  ※メーカーや
年式は問いません。 ※詳しくは営業スタッフにご確認ください。

あんしん保証NTPグループ

走行中の飛び石
などによるガラ
ス単独破損を保
証します。

窓ガラス
破損

「落書き」による
人為的に傷つけ
られたボディの損
害を保証します。

落書き いたずら

軽微な事故であれば、保険を使う事なく修理
費を保証します。
・窓ガラス破損は上限10万円
・落書き、いたずらは上限5万円
・タイヤパンクは3万円まで保証（フリート・ミニフリ対象）

ご利用ください

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録された
　Apple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.の
　サービスマークです。

イベント情報をお届けします！公式アプリもダウンロード！

「いたずら」による
人為的に傷つけ
られたボディの損
害を保証します。


