
 
平成３０年度第２回三郷市スポーツ推進審議会 

 
日 時 平成３１年２月２６日（火） 

午後１時３０から 

会 場 市役所６階全員協議会室 
 

 
 
平成 30 年 12 月 1・2 日 スポーツ関係委員県外研修会（福島県いわき市 21 世紀の森公園） 
         

 
 

三郷市教育委員会 スポーツ推進課  



平成３０年度第２回三郷市スポーツ推進審議会次第 
 
日 時 平成３１年２月２６日（火） 

午後１時３０から 

                        会 場 市役所６階全員協議会室 

 
１．開会 

２．会長あいさつ 

３．教育長あいさつ 

４．審議事項 

 （１）平成３１年度生涯スポーツ重点施策（案）について 

 （２）平成３１年度スポーツ団体への補助金交付（案）及び 

委託事業費（案）について 

 （３）平成３１年度生涯スポーツ関係事業実施計画（案）について 

５．報告事項 

 （１）平成３０年度スポーツ関係委員県外研修会について 

 （２）平成３０年度スポーツ競技大会出場選手奨励金交付状況について 

６．その他 

７．閉会  
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平成３１年度三郷市生涯スポーツ重点施策(案) 

 

市民の生涯学習活動が活性化し、生涯を通じた生きがいづくりやこころの豊かさが求めら

れています。 

文化的活動への関心とともに、健康づくりや体力づくり、仲間づくりへの関心が高まって

おり、市民のスポーツ活動に対する関心とニーズは、高度化、多様化しています。 

このような市民のニーズに対応するために、いつでも、誰でも、気軽に、多様なスポーツ

やレクリエーションを楽しめる環境づくりを進める必要があります。 

このようなことから、三郷市では、「スポーツ健康都市」を宣言し、市民が身近な地域に

おいて、幼児から高齢者までがそれぞれのライフステージに応じて、日常的にスポーツ・レ

クリエーションに親しみながら、仲間との交流・ふれあいができるよう、その環境づくりに

努めております。 

また、市民がそれぞれの体力や年齢・目的に応じたスポーツを楽しめるよう、質の高い指

導者の養成・確保、多彩な事業の展開、関係団体の育成・支援など、広く生涯スポーツの普

及・推進を図ります。                                   

さらに、『三郷市スポーツ振興基本計画－スポーツで交流し、活力あるまちづくり－』に

基づき、スポーツの推進をめぐる課題に体系的・計画的に取り組んでいます。加えて、『三

郷市屋外運動施設整備方針』に基づき、施設整備の長期構想を定め、施設環境整備の短期・

長期方針により順次整備を進めています。 

「スポーツ基本法」は、スポーツの基本理念や国・地方公共団体の責務、スポーツ団体の

努力等を明らかにするとともに、指導者の養成やスポ－ツ施設の整備等、スポーツに関する

施策の基本となる事項を定めています。国・県の計画策定等の動向を参考にしながら、地方

公共団体の責務等を果たす方策を推進しています。 

 

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を踏まえ、平成３１年度教育行政基

本方針の重点施策の一つに「スポーツ・レクリエーションの振興」を掲げ、次のとおり施策

を推進してまいります。 

 

１．スポーツ・レクリエーションの振興 

（１）スポーツ教室の開催 

市民のスポーツ・レクリエーション活動に対する意識の高揚と、生涯スポーツ活動へ

の動機付け、仲間づくり等を趣旨として各種スポーツ教室を開催します。 
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また、オリンピック・パラリンピック選手を招いた教室を開催し、スポーツの普及啓

発を推進します。 

 

（２）各種スポーツ・レクリエーション大会の開催・参加奨励・後援 

スポーツ・レクリエーション団体等と連携を図りながら、市民の健康増進や競技力の

向上等を目的とした各種大会の開催や、参加奨励等について積極的に推進します。 

・ニューミックステニス大会 

・外国人と楽しむスポーツ交流会 

・ラジオ体操講習会の開催・情報の収集および提供を行います。 

・各団体の主催・主管大会（体育協会、レクリエーション協会、スポーツ少年団、  

スポーツ推進委員連絡協議会、地区スポーツ推進委員会等） 

 

（３）スポーツ交流の推進 

地域の国際化、広域化に対応するため、スポーツ・レクリエーションを通じて外国人、

障がい者、友好都市等との交流を積極的に推進します。 

 

（４）ニュースポーツ・レクリエーション種目の紹介 

子どもから高齢者まで、いつでも、どこでも、誰もが自分の好みや体力に合わせて、

生涯にわたって楽しめる種目の紹介を行います。 

 

（５）広報活動の充実 

体育協会、レクリエーション協会、スポーツ少年団の情報紙の発刊等に関する支援を

行い、スポーツイベント等について「広報みさと」、「三郷市ホームページ」、「でき

るゾウガイド」等を通じて、広く市民に対し情報の提供（オリンピック・パラリンピッ

ク情報を含む）に努めます。 

 

２．スポーツ・レクリエーション環境の整備 

（１）スポーツ施設整備の促進 

施設及び付属設備等の保守点検を強化するとともに、スポーツ拠点施設の整備を促進

し、効率的な利用に努めます。 

（２）学校体育施設開放の充実 

市民のスポーツ・レクリエーション活動の場として学校体育施設を開放し、地域ス

ポーツ活動の普及及び利用の充実を図ります。 
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また、利用団体による自主的な運営管理を徹底し、地域活動の拠点を目指し、活性化

を図ります。 

・学校体育施設の活用、整備 

・学校体育施設利用上の指導助言（学校開放運営委員会並びに利用団体代表者会議等を

通じ周知） 

 

（３）スポーツ施設の活用の推進 

平成３０年６月に開場した三郷市陸上競技場を含む施設の広報活動を積極的に行い、

だれもが気軽に利用できる施設としての活用推進に努めます。また、スポーツ施設の受

付窓口を一本化して利便性の向上と効率化を図るとともに、埼玉県東南部地域公共施設

予約案内システム（通称まんまる予約）の利用の促進に努めます。 

・総合体育館・高州地区体育館・勤労者体育館 

・屋外運動施設（三郷市陸上競技場・スカイパーク・野球場・テニスコート他） 

 

３．指導者・団体の育成及び次世代を担う地元アスリートのための支援 

体力向上や健康増進、運動習慣の定着を図るための各種事業と指導者・関係団体の育成

を推進しスポーツを通じた健康・体力づくりによる明るく活力ある街づくりの実現に努め

るとともに、次世代を担う地元アスリートのための支援を行います。 

 

（１）生涯スポーツ指導者の養成 

市民の多様化するスポーツ・レクリエーション活動の欲求や、スポーツ水準の向上に

対応するため、その核となる生涯スポーツ指導者をはじめ、地域に根ざしたスポーツ・

レクリエーションサークルのリーダーや、スポーツボランティアの養成と、学校部活動

への指導者派遣等を推進します。 

また、国、県が主催する指導者講習会、研修会へ積極的に派遣し、継続的、効果的に

指導できる指導者の養成に努めます。 

 

（２）スポーツ・レクリエーション団体の育成 

体育協会、レクリエーション協会、スポーツ少年団及びその加盟団体をはじめ、   

スポーツ推進委員連絡協議会や各種スポーツ団体等の組織を充実させるとともに、団体

の自主・自立を助長し、活動の活性化を支援します。 
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（３）地区スポーツ・レクリエーション活動の推進 

地域住民が身近でスポーツ・レクリエーションに接し、だれもが気軽に参加できるよ

う、市内６地区に地区スポーツ推進委員会等による、活発な活動が行われています。 

より多くの方が参加できるよう、事業の充実やプログラムの指導等に努めるとともに

各種スポーツ・レクリエーション活動等を委託します。 

  

（４）総合型地域スポーツクラブの育成 

体育協会、レクリエーション協会、スポーツ少年団等の指導者に対し、基本理念・活

動方針・運営体制・整備等の情報を提供しながら、地域に根ざした総合型地域スポーツ

クラブの新設及び発展を支援します。 

※総合型地域スポーツクラブとは、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツを楽しむ

ことができる地域の人たち一人ひとりの力によりつくりあげる多種目・多世代・多志向のクラブです。 

 

（５）スポーツリーダーバンクへの登録と効率的活用 

優れた指導者の登録・紹介システムである、県スポーツリーダーバンクを活用して、

各地域のクラブ・サークル・職場でのスポーツ活動などの要請に応じて、適切な指導者

の紹介を行い、市民のスポーツ・レクリエーション活動の推進を図ります。 

 

（６）競技スポーツ大会出場選手奨励支援 

ア 競技団体及び選手の育成・援助 

競技スポーツ団体・選手への支援を図り、選手強化事業等の充実や小・中学校、高

等学校の運動部と競技スポーツ団体が連携のもと、大会運営、競技運営面での相互協

力を推進します。 

イ 国際及び全国競技スポーツ大会出場選手支援 

国際及び全国スポーツ競技大会出場選手に対し、財政的支援を行います。 
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平成３１年度 

スポーツ団体への補助金交付（案）について 

○補助金交付団体 

１． 三郷市体育協会         8,000,000 円 

２． 三郷市スポーツ少年団       810,000 円 

３． 三郷市レクリエーション協会   1,053,000 円 

４． 三郷市スポーツ推進委員連絡協議会   45,000 円 

 

スポーツ団体への委託事業費（案）について 

○委託事業費交付団体 

１．６地区スポーツ推進委員会等          1,350,000 円 

（１地区あたりの委託事業費 225,000 円） 

２．三郷市スポーツ推進委員連絡協議会        130,000 円 

（巡回軽スポーツ事業     50,000 円）   

（ニュースポーツ教室事業   80,000 円） 
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スポーツ推進課主催事業

事　　　業　　　名 期　　　日 会　　　場 予定者数

ニューミックステニス三郷大会 平成３1年　5月26日（日） 早稲田公園 ４０名

外国人と楽しむスポーツ交流会 平成３1年   ６月9日（日） 瑞沼市民センター １００名

アクアビクス教室 平成３1年７～８月（６日間） 未定 ５０名

障がい者スポーツ・レクリエー
ション交流会

平成３１年１０月２６日（土） 総合体育館 １００名

スポーツ教室(ジュニア） 未定 未定 ５０名

スポーツ教室(一般） 未定 未定 ５０名

オリンピック・パラリンピック
関連事業

未定 未定 １００名

委託事業　生涯スポーツ振興事業　（スポーツ推進委員連絡協議会）

事　　　業　　　名 期　　　　間 会　　　場 予定者数

巡回軽スポーツ事業（種目は未定）平成３１年　５月～７月 市内各小学校 計３００名

ニュースポーツ事業（種目は未定）平成３１年　９月～１２月 市内各小学校 計 ５００名

委託事業　生涯スポーツ振興事業　（地区スポーツ推進委員会等）

◎高州・東町地区スポーツ・レクリエーション委員会（昭和５８年９月設立）１１町会

（予定事業）　卓球、ソフトボール、ソフトバレーボール、グラウンド･ゴルフ等

◎東和地区スポーツ委員会（平成元年３月設立）１６町会

（予定事業）　グラウンド･ゴルフ、ソフトバレーボール、べタンク等

◎早稲田地区スポーツ・レクリエーション委員会（平成７年５月設立）１６町会等

（予定事業）　ウォーキング、グラウンド･ゴルフ、フロアーゲートゴルフ等

◎戸ケ崎地区スポーツ推進委員会（平成８年２月設立）１６町会

（予定事業）　ウォーキング、グラウンドゴルフ、ボウリング等

◎彦成地区スポーツ推進委員会（平成８年３月設立）２０町会

（予定事業）　ウォーキング、グラウンドゴルフ、ソフトバレーボール、ミニソフトテニス、ペタング等

◎新三郷地区スポーツ推進委員会（平成１０年１月設立）１3町会等

（予定事業）　ウォーキング、バレーボール、グラウンドゴルフ、フロアーゲートゴルフ等

◎その他

補助金交付団体の主催事業

事　　　業　　　名 期　　　　間 会　　場 対　　　象 予定者数 主催

みさとスポーツフェスティバル
２０１９

平成３１年１０月１３日（日）
セナリオハウス
フィールド三郷

一般市民 ３，０００名

第５１回みさとシティハーフマ
ラソン

平成３2年　２月　2日（日）
セナリオハウス

フィールド三郷周辺

ファミリー・小
学・中学・一般・
シルバー

５，０００名

加盟団体交流会 平成３２年　３月（予定） 未定 加盟団体会員他 １００名
レクリエーショ
ン協会

全団交流レクリエーション大会 平成３１年　７月１４日（日） 総合体育館
スポーツ少年団
関係者

６００名

女子スポーツ振興大会
（ドッジボール）

平成３１年１１月１６日（土） 総合体育館
市内小学生女子及
びその保護者等

３００名

第３６回全団交流駅伝大会 平成３１年１２月　１日（日） みさと公園
スポーツ少年団登
録団及び招待チー
ム

６００名

フロアーゲートゴルフ大会 平成３２年　１月（予定） 未定
高齢者、
障がい者

５０名
スポーツ推進委
員連絡協議会

体育協会

４０名

　中学生以下

市内在住・在勤者

一般

スポーツ少年団

※上記の６地区で４～６事業を実施予定

スポーツ関係委員県外研修会 未定

外国人と一般

高校生以上

平成３１年１１月（予定）

障がい者(家族･介護者等含む)、障
がい者の援護活動に関心のある方

スポーツ推進審議会委員、
スポーツ推進委員

市内在住・在勤者

一般

平成31年度　生涯スポーツ関係事業実施計画（案）

平成３1年２月現在

対　　　象

対　　　象

障がい者と健常者
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事　　　業　　　名 期　　　　　　　間 時　　間 回数 対　　象

原則ー毎月第1日曜日 10:00～12:00 12

原則ー毎月第3水曜日 18:30～20:30 12

平成31年度　勤労者体育館事業実施計画（案）

トレーニング講習会 16歳以上
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事　　業　　名 期　　　　間 時　　　間 回数 対　　　象

シルバー元気塾 4月24日～3月11日(隔週水) 9:50～11:40 18 おおむね60歳以上

スポーツチャンバラ教室 4月～3月 14:00～16:00 12 どなたでも

パーソナルトレーニング 4月～3月 － － トレーニング登録者

ビギナーズトレーニング 4月～3月 － － トレーニング登録者

レベルアップトレーニング 4月～3月
10:00～11:00

又は13:30～14:30 46 トレーニング登録者

筋力トレーニング 未定 未定 未定 トレーニング登録者

ミニストレッチ 未定 未定 未定 トレーニング登録者

フィットネス体操 4月4日～3月19日 (木) 10:00～11:00 44 一般

フィットネスヨガ 4月4日～11月28日 (木) 11:15～12:30 29 一般

成人フットサル教室 4月15日～3月16日(第1・3月) 19:00～20:45 18 一般

子育てママヨガ　 4月15日～3月16日(第1・3月) 10:30～11:30 16 乳幼児の母親

ちびっこかけっこ教室　低学年 4月13日(土)
13:15～14:15
14:30～15:30

2 小学生低学年

ちびっこかけっこ教室　高学年 4月13日(土) 15:45～16:45 1 小学生高学年

あおぞらヨガ 5月30日(木) 10:00～11:15 1 どなたでも

ちびっこバレーボール教室 8月3日(土) 9:00～12:00 1 小学生

食育講座 8月3日(土) 10:00～12:00 1 小学生の保護者

第10回みんなでフットサル 9月7日(土) 17:00～20:00 1 一般

敬老の日　無料開放
（トレ室）

9月16日(月・祝) 9:00～15:00 1
65歳以上のトレー
ニング登録者

スポーツフェアinみさと2019 10月13日(日) 10:00～16:00 1 どなたでも

中学生育成バレーボール教室 2月8日(土) 9:30～12:00 1 市内近隣中学生

あおぞらヨガ 10月 10:30～11:45 1 どなたでも

ウオーキングイベント 11月 10:00～13:00 1 一般

無料開放 ８・10・12・3月 9:30～16:30 1
高校生以下の子ども
とその保護者

ボッチャ体験教室 未定 未定 未定 未定

オリンピック・パラリンピック種目教室 未定 未定 未定 未定

ふらばーるバレーボール 未定 未定 未定 小・中学生とその家族

平成３１年度 総合体育館事業実施計画（案）
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事　　業　　名 期　　　　間 時　　　間 回数 対　　　象

サークル支援事業 未定 未定 未定 一般

子ども・親子教室 未定 未定 未定 未定

成人スポーツ教室 未定 未定 未定 一般

障がい者スポーツ教室 未定 14:00～16:00 未定
協力:ﾜｰｸｾﾝﾀｰしいの
木

第12回MIXバレーボール大会
【共催事業】

4月21日(日) 9:00～20:00 1 一般

スポーツチャンバラ大会
【共催事業】

9月1日(日) 9:00～17:00 1 どなたでも

T-FIVE CUP 2019
【共催事業】

11月30日(土)・12月1日（日） 9:00～17:00 1
小学生バレーボール
チーム

V･チャレンジリーグⅠ男子三郷大
会　【共催事業】

１2月14(土)・15日(日) 9:00～21:00 2 一般

新体操演技発表会
【共催事業】

12月21日(土) 16:00～19:00 2 どなたでも

T-FIVE CUP ママさん大会
【共催事業】

1月11日(土) 9:00～17:00 1
ママさんバレーボー
ルチーム
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事　　　業　　名 期　　　　間 時　　　　間 回数 対　　　象

ミニソフトテニス教室 6月1日～12月7日（土） 14:00～16:30 6 16歳以上

オリンピック・パラリンピック関連事業 未定 未定 1 未定

健康推進事業 未定 未定 1 16歳以上

夏の子ども無料開放 7月13日（土） 9:30～15:30 1
高校生以下の子ども
とその保護者

冬の子ども無料開放 １２月14日（土） 9:30～15:30 1
高校生以下の子ども
とその保護者

春の子ども無料開放 未定 9:30～15:30 1
高校生以下の子ども
とその保護者

平成３１年度 高州地区体育館事業実施計画（案）
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報告書 

内容 いわき市スポーツ推進委員との意見交換会及び実技交流会 

日 時 平成３０年１２月１日（土） １４：００～１６：３０ 

研修会内容 

いわき市：１６名 ※事務局含む 

三郷市：２２名 ※事務局含む（別紙名簿） 

 

１．あいさつ 

いわき市スポーツ推進委員会 会長 会川 新平 氏 

  三郷市スポーツ推進委員会 委員長 遠井 和子 氏 

 

２．自己紹介 

  いわき市⇒三郷市の順番で行った。 

 

３．活動紹介 

  ●いわき市の活動紹介 

   ・市の特徴として全国で２番目に大きい市となっている 

   ・別紙「いわき市スポーツ推進委員会について」参照 

   ・いわき市スポーツ推進委員７３名 

   ・いわきサンシャインマラソン等の活動参加 

   ・市の主な取り取組みとして、女性委員が主体となって行われるさわやか運動教室 

や、カローリング大会が行われている。 

●三郷市の概要、活動紹介 （三上説明） 

   ・別冊「三郷市の紹介」「みさとの生涯スポーツ」「観光ガイドマップ」参照 

   ・スポーツ推進委員の活動内容について説明（スポーツ推進員 村井委員説明） 

４．質疑応答・意見交換 

  三郷市→さわやか運動教室参加者の人数や年齢はどうなのか? 

  いわき市→５回コースで全体の参加者数は１３８名。 

       ４０歳から８０歳まで様々な方が参加している。 

       また、耳の不自由な方の参加もあり、福祉課の方から手話通訳の派遣有り。 

５．実技研修   

・各市のニュースポーツを体験 

いわき市：ファミリーゴルフ  三郷市：ミニソフトテニス、さいかつボール 

   ・ファミリーゴルフは、ルールが簡単で、体育館でもできることから、普及には大

変有効である。 

６．終了あいさつ 

  三郷市スポーツ推進審議会 会長 東條 雅裕 氏 
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  内 容 いわき市２１世紀の森公園公園視察 

日 時 平成３０年１２月２日（日）９：３０～１１：００ 

視察内容 

三郷市：２２名 ※事務局含む（別紙名簿） 

 

１．施設見学 

  ・いわきグリーンスタジアム 

  ・いわきグリーンフィールド（天然芝） 

  ・テニスコート 

  それぞれの施設の見学を行う。 

  いわきグリーンスタジアムは、冬の間は休場となっていた。 

  いわきグリーンフィールドは、天然芝となっており、施設の維持管理等の費用がかな

りかかっているのではないか。 

  公園内がかなり広く、施設の他にも、自由にボール遊び等ができ大変公園内の利用者

が多かった。 

 

２．記念撮影 

  ・いわきグリーンスタジアム前で記念撮影 

 

打ち合わせの内容を以上のとおり報告いたします。なお、資料は別添のとおりです。 

平成３０年１２月３日 

スポーツ推進課 スポーツ施設管理係 三上千穂 

 

13



三郷市

 № 氏　　名 備　　　　　　　　考

1 東　條　雅　裕 男 三郷市スポーツ推進審議会会長

2 駒　崎　秀　雄 男 三郷市スポーツ推進審議会副会長

3 高　田　晴　芳 男 三郷市スポーツ推進審議会委員

4 遠　井　和　子 女 三郷市スポーツ推進審議会委員、三郷市スポーツ推進委員委員長

5 梶　原　武　士 男 三郷市スポーツ推進委員副委員長

6 原　山　由美子 女 三郷市スポーツ推進委員

7 中　島　節　子 女 三郷市スポーツ推進委員

8 石　原　和　子 女 三郷市スポーツ推進委員

9 佐　藤　裕　之 男 三郷市スポーツ推進委員

10 岡　田　理　香 女 三郷市スポーツ推進委員

11 太　田　眞智子 女 三郷市スポーツ推進委員

12 田　中　多津子 女 三郷市スポーツ推進委員

13 大　重　洋　子 女 三郷市スポーツ推進委員

14 村　井　晃二郎 男 三郷市スポーツ推進委員

15 吉　田　正　和 男 三郷市スポーツ推進委員

16 朽　木　弥恵美 女 三郷市スポーツ推進委員

17 笠　原　公　子 女 三郷市スポーツ推進委員

18 増　田　正　子 女 三郷市スポーツ推進委員

19 水　野　勝　義 男 三郷市スポーツ推進委員

20 恩　田　英　樹 男 三郷市教育委員会生涯学習部スポーツ推進課 課長

21 松　本　　　和 男 三郷市教育委員会生涯学習部スポーツ推進課 スポーツ推進係

22 三　上　千　穂 女 三郷市教育委員会生涯学習部スポーツ推進課 スポーツ施設管理係

男１０名、女１２名

三郷市スポーツ関係委員県外研修会　参加者名簿
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平成30年度 三郷市スポーツ競技大会出場選手奨励金申請一覧表 H31.2現在（順不同・敬称略）

＊奨励金額…個人 10,000円,　団体 30,000円(3～9人)・50,000円(10人以上)　

No 種　目 大会名 期　間 会　場
出場選手（学校
名）・団体名

全国大会等結果
備考

（出身）

1 チアダンス
2018 ICU WORLD
CHEERLEADING
CHAMPIONSHIPS

2018/4/25～
2018/4/27

フロリダ州オーランド
新井　聖菜（日本
女子体育大学）①

優勝

2 ボウリング
全日本シニアボウリング選手権大
会

2018/6/22～
2018/6/24

稲沢グランドボウル（愛知） 吉田　由美子
個人 31位 2人チーム 20

位
個人総合 19位

3 卓球
第一三共ヘルスケアレディース
第４１回全国レディース卓球大会

2018/7/27～
2018/7/29

富山市総合体育館 西山　弘子
決勝トーナメント

１回戦敗退

4 卓球
第一三共ヘルスケアレディース
第４１回全国レディース卓球大会

2018/7/27～
2018/7/29

富山市総合体育館 津田　冨美子
決勝トーナメント

１回戦敗退

5 バドミントン
第34回若葉カップ全国小学
生バドミントン大会

2018/7/27～
2018/7/30

長岡京市西山公園体育館 小野　美桜 ９位

6 バドミントン
第34回若葉カップ全国小学
生バドミントン大会

2018/7/27～
2018/7/30

長岡京市西山公園体育館 田島　潮音 ９位

7
グラウンドゴル

フ
第７３回国民体育大会

2018/9/22～
2018/9/23

若狭町多目的交流広場「若狭さ
とうみパーク」三方グラウンド

船戸　治信

8
グラウンドゴル

フ
第７３回国民体育大会

2018/9/22～
2018/9/23

若狭町多目的交流広場「若狭さ
とうみパーク」三方グラウンド

藤波　節子

9 ハンドボール
平成３０年度全国高等学校体育大
会ハンドボール競技大会

2018/7/27～
2018/8/1

サオリーナ（津市産業・スポー
ツセンター）

真方　澪菜 三回戦敗退

10 ハンドボール
平成３０年度全国高等学校体育大
会ハンドボール競技大会

2018/7/27～
2018/8/1

サオリーナ（津市産業・スポー
ツセンター）

杉崎　琴音

11 水泳
とびうお杯　第３３回全国
少年少女水泳競技大会

2018/8/4～
2018/8/5

浜松市総合水泳場ToBiO 山田　澄
100m 平泳ぎA決勝3位
50m 平泳ぎ予選3位

50m 自由形予選100位

12 水泳
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

2018/8/22～
2018/8/26

東京辰巳国際水泳場 山田　澄 50m 平泳ぎ予選59位

13
陸上（ハンマー

投）
平成30年度全国高等学校総
合体育大会陸上競技大会

2018/8/2～
2018/8/6

三重交通Ｇ　スポーツの杜
伊勢陸上競技場

尾本　龍志朗 66人中24位（予選落ち）

14 水泳
とびうお杯　第３３回全国
少年少女水泳競技大会

2018/8/4～
2018/8/5

浜松市総合水泳場ToBiO 菅田　陸
50ｍバタフライ予選19位
100mバタフライ予選18位
100m自由形　予選86位

15 ハンドボール
平成３０年度全国高等学校体育大
会ハンドボール競技大会

2018/7/27～
2018/8/1

サオリーナ（津市産業・スポー
ツセンター）

荒井　桃花

16 ハンドボール
平成３0年度全国高等学校体育大会
ハンドボール競技大会

2018/7/27～
2018/8/1

サオリーナ（津市産業・スポー
ツセンター）

小俣　晴貴 二回戦敗退

17 サッカー
第４２回日本クラブユース
サッカー選手権（U-18）大
会

2018/7/22～
2018/8/1

前橋市総合運動公園陸上競技
サッカー場

榊原　彗悟
グループステージ予選敗

退

18
キックボクシン

グ

ＷＢＣムエタイ・ジュニア
リーグU15
第四回全国大会

2018/8/5 豊島区立雑司が谷体育館競技場 片原　樹 3位

19 テニス
第３６回第一生命
全国小学生テニス選手権大
会

2018/7/27～
2018/7/30

相娯園グラウンドテニスコート 前田　樹花 １回戦敗退

20 水泳
第５８回全国中学校水泳競
技大会

2018/8/17～
2018/8/19

児島地区公園水泳場
（児島マリンプール）

宮崎　太志 メドレーリレー24位

21 水泳
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

2018/8/21～
2018/8/26

東京辰巳国際水泳場 宮崎　太志

50ｍバタフライ　準優勝　100mバ
タフライ29位　50m自由形　29位
メドレーリレー3位　フリーリ

レー　9位

22 サッカー
第23回全日本U15女子サッ
カー選手権大会

2018/7/21～
2018/7/28

J-GREEN堺 丹野　凜々香 第３位

23 剣道
第36回全国道場少年剣道選
手権大会（個人戦）

9/23 愛媛県務道灌　主道場 宇山　和花

24 野球
第100回全国高等学校野球
選手権

2018/8/5～
2018/8/21

阪神甲子園球場 髙橋　京

25 ハンドボール

第23回ジャパンオープンハンド
ボールトーナメント　いきいき茨
城ゆめ国体ハンドボール　競技リ
ハーサル大会

2018/8/4～
2018/8/7

水海道総合体育館ほか 松本　和 一回戦敗退 北中出身

26 水泳
全国中学校水泳競技大会
男子200m自由形、男子400m
自由形

2018/8/17～
2018/8/19

児島地区公園水泳場
（児島マリンプール）

田中　将也

27 水泳
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

2018/8/22～
2018/8/26

東京辰巳国際水泳場 井上　結葉

28 水泳
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

2018/8/22～
2018/8/26

東京辰巳国際水泳場 神谷　茉那
13～14歳女子50m自由形

39位

29 バレーボール
第23回全国家庭婦人バレー
ボールことぶき大会

2018/10/26～
2018/10/27

松江市総合体育館 みさとSKY

30 ソフトテニス
第40回全日本レディースソ
フトテニス決勝大会

2018/8/17～
2018/8/19

宮城県泉総合運動場泉庭球場 渡邊　静江 準優勝

31 ハンドボール
第47回全国中学校ハンド
ボール大会出場

2018/8/18～
2018/8/21

キリンビバレッジ周南総合ス
ポーツセンター

三郷市立北中学校
男子ハンドボール

部

32 ハンドボール
第47回全国中学校ハンド
ボール大会出場

2018/8/18～
2018/8/21

キリンビバレッジ周南総合ス
ポーツセンター

三郷市立北中学校
女子ハンドボール

部

33 ペタンク
第33回日本ペタンク選手権
大会

2018/10/13～
2018/10/14

諫早市なごみの里運動公園
河部耕喜、岩瀬和
夫、奈良一二三

決勝トーナメント
１回戦敗退

34 水泳
第58回全国中学校水泳競技
大会

2018/8/17～
2018/8/19

児島マリンプール
三郷市立早稲田中
学校リレーチーム

決勝6位

35 バドミントン
第48回全国中学校バドミン
トン大会

2018/8/18～
2018/8/21

維新百年記念公園スポーツ文化
センター

倉島　美咲 ５位

36 バドミントン
ジャカルタオープンジュニ
アインターナショナル２０
１８

2018/9/3～
2018/9/8

ジャカルタ 倉島　美咲 ４回戦敗退
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No 種　目 大会名 期　間 会　場
出場選手（学校
名）・団体名

全国大会等結果
備考

（出身）

37 バドミントン
第37回全日本ジュニアバド
ミントン選手権大会

2018/9/14～
2018/9/17

長野市真島スポーツアリーナ 倉島　美咲 ３回戦敗退

38 トライアスロン
IRONMAN World
Championship

10/13 ハワイ 竹谷　賢二
45－49エイジカテゴリー

41位

39 ボウリング
ROUND1 GRAND
CHAMPIONSHIP BOWLING
2018 JBC全国大会

9/22
ラウンドワンスタジアム堺中央

環状店
浦川　毅

40 ボウリング
ROUND1 GRAND
CHAMPIONSHIP BOWLING
2019 JBC全国大会

9/22
ラウンドワンスタジアム堺中央

環状店
塚原　彰彦

41 ボウリング
ROUND1 GRAND
CHAMPIONSHIP BOWLING
2020 JBC全国大会

9/22
ラウンドワンスタジアム堺中央

環状店
吉田　由美子②

42 ボウリング
ROUND1 GRAND
CHAMPIONSHIP BOWLING
2021 JBC全国大会

9/22
ラウンドワンスタジアム堺中央

環状店
和田　孝

43
ライフセービン

グ
第４４回全日本ライフセー
ビング選手権大会

2018/10/6～
2018/10/7

片瀬西浜海岸 秋田　香苗 予選敗退

44 ボウリング 第73回国民体育大会
2018/10/2～
2018/10/6

スポーツプラザWAVE４０ 牧野　将治
個人戦51位　2人チーム32

位
4人チーム26位

45 卓球
平成30年度全日本卓球選手
権大会

2018/10/26～
2018/10/27

エコパアリーナ 東野　京子

46
エアロビクス
（フライト）

第9回ユースフライト・エ
アロビック選手権大会

1/19 エコパアリーナ 篠原　帆乃未

47 柔道
平成30年度講道館杯全日本
体重別選手権大会

11/3 千葉ポートアリーナ 嶺井　美穂 彦成小出身

48 空手
第18回全日本少年少女空手
道選手権大会

2018/8/4～
2018/8/5

東京武道館 今野　柚香 三回戦敗退

49 空手
第18回全日本少年少女空手
道選手権大会

2018/8/4～
2018/8/5

東京武道館 井上　皓叶 二回戦敗退

50 アメフト
平成３０年度第４９回全国
高等学校アメリカンフット
ボール大会

2018/10/28～
2018/12/24

アミノバイタルフィールド　他
３つ

志々目　航太朗 ベスト８

51 アメフト
平成３０年度第４９回全国
高等学校アメリカンフット
ボール大会

2018/10/28～
2018/12/24

アミノバイタルフィールド　他
３つ

佐藤　晴哉 ベスト８

52 アメフト
平成３０年度第４９回全国
高等学校アメリカンフット
ボール大会

2018/10/28～
2018/12/24

アミノバイタルフィールド　他
３つ

江川　隼平 ベスト８

53 サッカー
FIFA　U-17女子ワールド
カップ　ウルグアイ2018

2018/11/13～
2018/12/1

ウルグアイ 福田　史織 ベスト８

54 ボウリング
第51回全日本新人ボウリン
グ選手権大会

2018/10/26～
2018/10/28

キャッスルボウル福山 塚原　彰彦

55 ボウリング
第51回全日本新人ボウリン
グ選手権大会

2018/10/26～
2018/10/28

キャッスルボウル福山 吉田　聖司

56 ハンドボール
平成30年度全日本学生ハン
ドボール選手権大会

2018/11/10～
2018/11/14

丸善インテックアリーナ大阪
他3つ

関根　源哉

57
スノーボード

クロス
Europa Cup Pitazal

2018/11/28～
2018/11/29

Pitazal（オーストリア） 於茂田　眞希
11/28　92位
11/29　95位

58 ラージボール
第３１回全国ラージボール
卓球大会

2018/11/23～
2018/11/25

郡山市総合体育館 加藤　明子

59 ボウリング
第１５回アジアシニアボウ
リング選手権大会

2018/12/9～
2018/12/17

エナジックボウル美浜 吉田　由美子
4人チーム　3位

個人　8位　ダブルス　8
位

オ 位
60 チアダンス

ALL JAPAN CHEER DANCE
CHAMPIONSHIP 2018

12月1日 武蔵野の森スポーツプラザ 森田　しおり

61 チアダンス
第１０回全国高等学校ダン
スドリル冬季大会

2019/1/18～
2019/1/19

武蔵野の森スポーツプラザ 森田　しおり

62 バレーボール
ＪＯＣジュニアオリンピッ
ク全国都道府県対抗中学バ
レ ボ ル大会

2018/12/25～
2018/12/28

丸善インテックアリーナ大阪 長谷川　瑠希也

63
スノーボード

クロス

ＦＩＳ　ＪＵＮ　Ｓｎｏｗ
ｂｏａｒｄｃｒｏｓｓ－Ｐ
ｉｔａｚａｌ

2018/12/1～
2018/12/2

Pitazal（オーストリア） 於茂田　眞希
12/1　15位
12/2　7位

64
エアロビクス
（フライト）

第9回ユースフライト・エ
アロビック選手権大会

1/19 エコパアリーナ 酒井　麻愛

65 ボウリング
第47回全日本クラブ対抗ボ
ウリング選手権大会

2019/1/18～
2019/1/20

しょうざんボウル（京都） 牧野　将治

66 ボウリング
第47回全日本クラブ対抗ボ
ウリング選手権大会

2019/1/18～
2019/1/20

しょうざんボウル（京都） 牧野　由紀乃

67 柔道
ヨーロッパオープン・オー
バーヴァルト大会

2月16日
オーストリア　オーバーヴァル

ト
嶺井　美穂 彦成小出身

68
エアロビクス
（フライト）

第14回JOCジュニアオリン
ピックカップ全国エアロ
ビック選手権大会in袋井

1/20 エコパアリーナ 篠原　帆乃未

69 ボウリング
ＪＢＣ会長杯第34回全日本年
齢別ボウリング選手権大会

2019/2/9～
2019/2/11

川崎グランドボウル 浦川　毅

70 デフフットサル
第3回アジア太平洋ろう者
フットサル選手権

2019/2/15～
2019/2/24

タイ　バンコク 松本　弘

71 ハンドボール
第42回全国高等学校ハンド
ボール選抜大会

2019/3/23～
2019/3/29

三郷市総合体育館　他 杉﨑　琴音

72 レスリング
第23回全国少年少女選抜レ
スリング選手権大会

2019/2/23～
2019/2/24

板橋区立小豆沢体育館 田中　美羽 新和小

73 レスリング
第23回全国少年少女選抜レ
スリング選手権大会

2019/2/23～
2019/2/24

板橋区立小豆沢体育館 鈴木　勝大 新和小

3件…チアダンス、サッカー、エアロビクス、アメフト
2件…グラウンドゴルフ、バレーボール、柔道、空手、スノーボードクロス、レスリング
1件…陸上、キックボクシング、テニス、剣道、野球、ソフトテニス、ペタンク、トライアスロン、ライフセービング、デフフットサル

12件…ボウリング　9件…水泳、ハンドボール
5件…バドミントン 4件…卓球
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その他 

 

【三郷市スポーツ推進計画の策定について】 

 

平成２２年度策定の三郷市スポーツ振興基本計画を見直し、新たな

スポーツ振興計画を策定します。 

平成３１年度については、スポーツ推進計画基礎調査として、アン

ケート調査を行う予定となります。 

また、通常のスポーツ推進審議会とは別で必要に応じ、スポーツ推

進審議会を開催いたします。 
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