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　今年は色々な事がありましたね。地震、台風、雨あられといった感じで数え上げたら

きりがありませんが、悲しいことばかりではありませんでした。スポーツ界では、野球・

サッカー・ゴルフ・卓球・バドミントン・陸上・水泳、その他の競技の選手達が世界の

桧舞台で大変な活躍をしました。特にテニスで大坂なおみ選手が二十歳の若さで全米

オープンを制したのは記憶に新しい処です。私達の体育協会の若きメンバーから、将

来そんな選手が現れてくれるといいなと思いつつ、私は自分レベルのスポーツを末永

く楽しんでいこうと思います。

「私のスポーツライフ」　　清須市体育協会会長　　後藤　悦男

【編集後記】
　編集委員になり半年が経過しましたが、当初右も左も分からなかった私に対してメンバーから激励を
頂いたことはよく覚えています。今回編集後記の筆を執らせてもらい、体育協会だよりを通じて日々新
しいことにチャレンジできることに喜びを実感しています。多くの出会いや夢中になれることこそスポー
ツの魅力であると感じるとともに今後もその魅力を伝えていきたいと思います。　　　　　　　（南谷）
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市民の皆さん、もっと気軽にスポーツをやろうよ！

第14回全日本インディアカトーナメントに出場　〈インディアカ部会〉

　6月 9日（土）に千葉県船橋市　船橋アリーナで「第 14

回全日本インディアカトーナメント」が開催され、チーム「しぇ

ば～す」は、一般混成の部に東海北陸代表として出場しました。

　今回は、選手の半数が初めての全国大会出場のため、緊張

がなかなか解けず、十分力を発揮出来ませんでした。その結果、

2勝1敗1分けで惜しくも予選ブロック3位となり、決勝トー

ナメント出場とはなりませんでした。

　今回の経験を活かして、より強いチーム作りを目指したい

と思います。

平成30年度上期　市民大会結果
春の市民ハイキング（ハイキングクラブ）
平成30年5月27日　赤沢自然休養林（長野県上松町）
　目的地の赤沢自然休養林まで貸切バスで行きました。参加者は、「トロッコ
乗車組」と「散策コース組」の2組に分かれて歩きました。トロッコ乗車組は、
往路はトロッコに乗車し、復路は集合場所まで歩いて戻りました。散策コース
組は、約4.2キロを歩きました。山道の6割程に木屑が敷かれ、まるで絨毯（じゅ
うたん）の上を歩いているかと錯覚してしまうほど歩きやすいコースでした。
天候にも恵まれ、参加者全員がハイキングを満喫することができました。

秋の市民ハイキング（山岳部）
平成30年9月2日　入笠山（長野県富士見町）
　参加者59名で「入笠山ハイキング」を開催しました。天気予報では雨天と
の予想でしたが、ハイキング中は幸いにも雨に降られず楽しむことができました。
お花畑ではたくさん秋の花々に出会え、辺り一面に咲く景色は圧巻でした。天候
の影響で、山頂からのアルプスや八ヶ岳の景色を眺望することはできませんでし
たが、登頂の達成感を味わうことができました。参加者から、とてもいいコース
設定だというお言葉を多く頂き、次回へのモチベーションとなりました。

　清須市スポーツ少年団が日本スポーツ少年団顕彰に選ばれ、10月25日
（木）に愛知県教育会館で顕彰伝達式が行われました。
　日本スポーツ少年団顕彰とは、永年にわたる少年団への献身的な指導者
及び、他の模範となる市町村スポーツ少年団に対して、日本スポーツ少年団
から贈られるものです。
　本年度は愛知県内で4名の指導者と4団体が表彰されました。
　清須市スポーツ少年団は、結成11年目で初めて受賞しました。

　野球審判部は、1級審判員を含む12名の会員で、月1回のミーティングと軟式
野球連盟、少年野球部会の審判の他、県内各地から依頼を受け、年間数十試合
の審判を担当しています。審判で何よりも重要な事は「誤審せず、中立の立場で正
しく判定し、試合を終えること」そのため試合中は全神経を集中して判定します。
　野球審判員にとって辛い事は夏の季節、炎天下で１試合約１時間半以上審判を
続ける事です。常に神経を使っているため、心身に疲労が蓄積し、更に今年は猛
暑で熱中症が大変気掛かりでした。野球は公正で正確な審判員がいないと成り立
たない競技です。審判員として大好きな野球に関わり、試合の進行と判定に両チー
ムが満足し、御礼の一言を受けた時は、疲労が一瞬に吹っ飛び、心底喜びを感じ
ます。

祝　日本スポーツ少年団顕彰受賞　〈スポーツ少年団〉

加盟部会リレー紹介　　〈野球審判部〉

スポーツライフを
応援します
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あなたもスポーツを始めませんか？　部員募集！

詳細については、清須市スポーツ課 体育協会事務局（TEL052-400-2911）までお問い合わせください。

清須市
体協キャラクター
「キヨピー」

K I Y O S U

平成30年度上期　体育協会主催大会結果

第13回テニス大会
平成30年4月22日　新川テニスコート

部 優　勝 準優勝

男子1位トーナメント 玉置・松尾 大竹・渡辺

男子2位トーナメント 野村・上ノ園 吉岡・岡田

男子3位トーナメント 犬飼・伊藤 高橋・長良

女子1・2位トーナメント 岡田・青黄 荒井・吉田

女子3・4位トーナメント 三輪・長谷川 -

第12回ソフトボール大会
平成30年5月20日、6月10日
西枇杷島ソフトボール場・新川緑地グランド
優　勝 準優勝 ３　位
球　友 ファミリーズ 西田中4Hクラブ 豊町同好会

グラウンド・ゴルフ春季大会
平成30年5月11日　リバーランド

部 優　勝 準優勝 ３　位

男子Aブロック 福田顕次(清洲) 小林賢治(西枇) 五木田光雄(新川)

男子 Bブロック 一柳正照(新川) 中川利彦(清洲) 花田禎文(西枇)

女子 Aブロック 杉田節子(新川) 柴田たい(新川) 住田敏子(清洲)

女子 Bブロック 石垣千津子(西枇) 近藤田恵子(西枇) 加藤鈴江(春日)

ソフトバレーボール大会
平成30年5月20日　西枇杷島小学校

部 優　勝 準優勝

トリムの部 春日Ｂ 西枇Ａ

レディースの部 春　日 西　枇

清須市弓道大会
平成30年6月10日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 ３　位
男子の部 佐藤　文雄 丹羽　泰生 北崎　良治
女子の部 菊川なずな 荒川　花子 白井千鶴子
総合優勝 佐藤　文雄 - -

体協杯バウンドテニス大会
平成30年5月22日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 ３　位

混合ダブルス 石原　立子
藤原　晴美

後藤登志恵
山田　隆三

水谷　晴美
宮地八重子

社交ダンスクラブ発表会（平成30年度上期）
平成30年6月6日　水の交流ステーション

　発表会は例年土曜日にアルコ清洲
で行っていましたが、一人でも多く
の方に参加いただくため、今年は定
例の練習日の水曜日に開催しまし
た。皆さん楽しく踊る事ができ、交
流を深める事が出来ました。

2018年度
バドミントン大会
平成30年3月25日　
西枇杷島小学校

部 優　勝 準優勝 ３　位

男子1部 近藤　祐生
吉岡　裕人

大口　颯士
鵜飼　迪哉

星野　友哉
近藤　啓太

池田　尚弥
鈴木　淳也

男子2部 長瀬　慶斗
長瀬　寿一

野田　将太
瀬戸浩太郎

中野　晃貴
水野　浩成

神谷　　樹
澤木　紀宏

女子1部 近藤　育子
安井　有希

北川　恵子
西水流真由美

遠藤　理恵
鹿島　早苗

上野　靖恵
大田　美沙

女子2部 毛利　葉奈
伊藤亜咲実

伊東　洋子
下村　千裕

奥野　照代
本多久美子

萩原　奈々
札内　佑奈

女子3部 青山美沙子
渡辺美恵子

泉　　恵美
小澤ひろみ

斉藤　憲子
白木　里佳

山内　恭子
松本はつね

クラス別シングルス戦卓球大会
平成30年7月29日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 ３　位

男子A 鈴木　智大 朴木　貴法 杉山　一輝 岩永　忠幸

女子A 日比　時子 河野　有紗 高谷　恵子 望月久見子

女子B 鳥越　香帆 佐藤　杏美 橋本　彩花 尾田　実己

清須吉法師会剣道大会
平成30年9月11日　ARCO清洲

部 優　勝 準優勝 3　位
基本の部 青木　小梅 後藤　雪也 浅井　繁鳳 木野さくら
小学生の部 立松　明莉 長瀬　央輔 古川　実暖 ‐
中高生の部 横山　智己 加藤　湊斗 古川　龍久 -

部会名 チーム名 活動場所 活動曜日　時間
地区　

西枇 清洲 新川 春日

軟式野球連盟 ー 市内各グランド 日曜日：昼間　　平日：ナイター 〇 〇 〇

ソフトバレーボール
部会

春日ソフトバレー
ボールクラブ

金曜日　春日 B&G体
育館　
土曜日　春日小学校
体育館・春日 B&G体
育館

金曜日	10:00 ～ 12:30
土曜日	13:30 ～ 16:30 または 19:00 ～ 21:00 〇

インディアカ部会 しぇば～す 清洲東小学校体育館		 金曜日	19:00 ～ 21:00 〇
剣道部会 清須吉法師会 ARCO清洲・各小学校

体育館 火・土曜日	19:00 ～ 21:00　 〇

ソフトテニス部会 西枇杷島ファミリー
テニスクラブ

西枇杷島テニスコート
(上新公園）

金曜日：午前　　土・日曜日：午後	
（ただし第3土・日曜日は休み）	 〇

柔道部会 春日柔道クラブ 春日B&G体育館	武道
場

火曜日	19:00 ～ 20:45	
金曜日	19:00 ～ 20:45 〇

弓道部会 清洲弓友会 ARCO清洲	4F弓道場 木曜日	19:00 ～ 20:00	
土曜日	17:00 ～ 19:00 〇

清須市グラウンド・
ゴルフ協会

清須西市場倶楽部 西市場公園 月～土曜日	8:00 ～ 9:30 〇
新川グラウンド・
ゴルフクラブ 新川グランド 火曜日	8:30 ～ 10:00 〇

西枇リバーランド
同好会 上新公園 月～金曜日	10:00 ～ 11:00 〇

春日グラウンド・
ゴルフクラブ 春日グランド 月・水・金曜日	8:30 ～ 10:00 〇

清須社交ダンスクラブ	 清須社交ダンスクラブ 水の交流ステーション 水・金曜日	19:00 ～ 21:00 〇

山岳部	 山岳部（山楽会）
登山：各地の山
ミーティング：新川ふ
れあい防災センター	

登山	毎月第 2日曜日	
ミーティング		第 1・3水曜日	19:30 ～ 〇

ハイキングクラブ ハイキングクラブ 新川ふれあい防災セン
ター

毎月第 2火曜日	
毎月 1回山行 〇

リズムエクスプレス リズムエクスプレス
チームスタジオ
ARCO清洲	1F	サブホー
ル

月～金曜日	16:30 ～
土曜日	13:00 ～ 19:00 〇

棒術・杖術研究会 棒術・杖術研究会 ARCO清洲	1F	サブホー
ル 日曜日	10:00 ～ 12:00 〇

バドミントン協会

にしびバドミント
ンクラブ にしびさわやかプラザ 火曜日	9:00 ～ 12:30 〇

Viva 新川バドミン
トンクラブ

ARCO清洲	多目的メ
インホ－ル 金曜日	19:00 ～ 20:50 〇

レッツ新川バドミ
ントンクラブ にしびさわやかプラザ		水曜日	13:00 ～ 15:30金曜日　9:30～ 12:00 〇

ＲＵＳＨ 春日B&G体育館 木曜日	13:00 ～ 16:30	 〇
春日バドミントン
クラブ 春日B&G体育館 火・土曜日	10:00 ～ 12:00	 〇

卓球協会

西枇卓友クラブ にしびさわやかプラザ 水曜日	19:00 ～ 21:00	土曜日	18:00 ～ 21:00 〇

清須卓球クラブ ARCO清洲	1F	サブホー
ル 土曜日	19:00 ～ 21:00 〇

清洲フレンド卓球
クラブ

ARCO清洲	1F	サブホー
ル 土曜日	13:00 ～ 15:00 〇

新川友愛卓球クラブ ARCO清洲	1F	サブホー
ル 木曜日	10:00 ～ 12:00 〇

春日卓球クラブ 春日B&G体育館 金曜日	19:00 ～ 21:00	 〇

テニス協会
新西枇テニスクラブ

明電舎テニスコート
浄化センターテニス
コート

土・日曜日、祝日 〇

新川テニスクラブ 新川テニスコート 土・日曜日、祝日	10:00 ～ 16:00 〇

バウンドテニス部会 新川バウンドテニ
スクラブ

ARCO清洲	1F	サブホー
ル 火・金曜日	10:00 ～ 12:00 〇

サッカー協会
西枇シニア 愛知県全域 日曜日＝試合	金曜日＝練習 〇
清洲シニアＦＣ 愛知県全域 日曜日＝試合	金曜日＝練習 〇

少年野球部会

Ｂ -west 名古屋
西枇杷島子ども野球場	
西枇杷島小学校グラン
ド

土・日曜日、祝日	13:00 ～ 16:00 〇

清洲少年野球クラブ 清洲小学校グランド 土・日曜日、祝日	4～ 6年生	8:00 ～ 17:00	
日曜日	1 ～ 3年生	8:00 ～ 12:00 〇

新川若鷹少年野球
クラブ

庄内川新川緑地
星の宮小学校・桃栄小
学校グランド

土・日曜日、祝日	9:00 ～ 15:00 〇

春日少年野球クラブ
春日小学校・春日中学
校グランド
トヨタ大学グランド

土・日曜日、祝日	8:00 ～ 17:00 〇

少年サッカー部会

西枇ＦＣ 古城小学校グランド 日曜日（全学年）10:00 ～ 13:00	
土曜日（高学年のみ）13:00 ～ 15:00 〇

清洲ＪＦＣ 清洲東小学校グランド 土・日曜日、祝日	9:00 ～ 16:00	（曜日・時間は学年による） 〇

新川ＪＦＣ 新川小学校グランド	 日曜日（全学年）9:00～ 12:00	土曜日（高学年のみ）13:30 ～ 15:30 〇

部会名 チーム名 活動場所 活動曜日　時間
地区　

西枇 清洲 新川 春日

ジュニアソフトボール
部会

西枇エンジェルズ 西枇杷島子ども野球場 土・日曜日	8:00 ～ 13:00 〇
清洲ジュニアソフ
トボールクラブ 清洲東小学校グランド 第 1・3日曜日	8:30 ～ 16:00第 2・4日曜日	8:30 ～ 12:00 〇

空手道部会

勇信塾清須道場 水の交流ステーション 土曜日	18:00 ～ 20:00 〇
教育空手道 ARCO清洲	1F	サブホ－

ル 水・土曜日	19:00 ～ 21:00 〇
ワールドカラテアカデ
ミー清須支部　斉藤道場 新川中学校	柔・剣道場 詳細は事務局へお問い合わせください 〇

勇信塾本部道場 春日B&G体育館 木曜日	19:00 ～ 21:00 〇
錬成館古城 西枇杷島小学校体育館	

庄内川水防センター 詳細は事務局へお問い合わせください 〇
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