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平成２５年度 生涯スポーツ優良団体として表彰されました
文部科学省では毎年、地域または職場におけるスポーツの健全な普及及び発展に貢献し、地域におけ
るスポーツの振興に顕著な成果をあげたスポーツ関係者及びスポーツ団体を、「生涯スポーツ功労者」
及び「生涯スポーツ優良団体」として表彰しています。
今年度、「生涯スポーツ優良団体」としてＮＢＳが表彰を受けることが出来ました。
今回この表彰を受けることが出来たのも、日頃から
ＮＢＳの活動に参加して頂いている方々のご協力の
おかげと思っております。
これからも益々、地域スポーツの普及のお手伝い
が出来るよう、各種活動への積極的な参加・協力
をよろしくお願い致します。
※写真は市長へ報告に行った際のものです。
写真右から、嶋村理事長（ＮＢＳ）・宮本市長・堀川理事長
（ＮＰＯ法人習志野中央スポーツクラブ）
堀川理事長は「生涯スポーツ功労者」表彰を受けました。
ＮＢＳ嶋村理事長は平成２１年度に同表彰を受けています。

嶋村理事長

秋の叙勲にて瑞宝双光章を受章

この度、秋の叙勲にて嶋村理事長が、社会・公共のために功労があった方に授与される勲章、瑞宝双
光章を受章されました。
嶋村理事長は、習志野ベイサイドスポーツクラブの理事長であると同時に、日頃から保護司としての活
動もされており、今回はその功に対しての受章となりました。
他にも習志野市サッカー協会会長・習志野市体育協会
副会長・習志野市総合型スポーツクラブ連絡協議会会長
など、さまざまな所でご活躍されております。
地元の少年サッカークラブの設立にも関わり、秋津地区では
昭和５５年から夏休み中の小学生の
ラジオ体操を３２年間続けて実施して
います。
秋津地区でのお祝いも予定されております。
NBS 事務局までお問い合わせ下さい。

スポネットちば２０１３

県総合スポーツセンター

第２回千葉県総合型地域スポーツクラブ交流大会「スポネットちば２０１３」が、１０月５日（土）に千葉県
総合スポーツセンターで開催されました。
この大会は千葉県内の総合型地域スポーツクラブ相互の連携とクラブ関係者の親睦・交流を図ると共に
県民のスポーツ体験を通して、総合型地域スポーツクラブの充実・発展を目指し、地域スポーツの推進
へ寄与する。…という趣旨の下、昨年度から行われています。
ＮＢＳからは硬式テニス２ペアとソフトバレーボールに１チーム参加しました。
硬式テニスは雨の中、２ペアとも３位ブロックに入り、その中で金井親子ペアが優勝！
ソフトバレーボールは３ブロックに分かれての総当たり戦で全勝で優勝！
他にもグラウンドゴルフや卓球・健康体操・ユニカール・ウォーキングなど計７種競技が行われました。
今大会、全体で５２５名の参加があり、６０代～７０代が約７０％を占めていました。
交流大会という、和気あいあいとした中で楽しめますので、来年度ＮＢＳからもっと多くの方が参加して
頂けたらと思います。

ソフトバレーボール

硬式テニス

各種目から
パークゴルフ
○千葉県総合型地域スポーツクラブミニ研修会
於：フレンドパークゴルフ習志野
１１月２日(土)、ＮＢＳから３名が参加。
台風で１週間延期された今大会、当日も午後
から小雨が降りましたが、皆さん最後までプレー
を楽しみました。
第３回となるこの大会では、過去２年ＮＢＳから
参加された方が常に上位に入っていました。
今年もやはり好成績でした！

《結果》
○男性の部（参加：37 名）
第４位 坂口 龍彦さん 108
（27・30・24・27）
○女性の部（参加：２３名）
準優勝 坂口 絹代さん 113
（28・30・27・28）
第６位 木原 由利子さん 118
（27・32・30・29）

○第８回ちばキッズ陸上競技交流大会
於：県スポーツセンター

陸上

１０月１３日（日）の大会には１２名が参加。

○第９回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ
於：東京大井ふ頭中央海浜公園

滝頭かのんちゃん（津小５年）がｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投げで

９月２８日（土）に行われた大会に、ＮＢＳから

莉ちゃん（袖東小６年）が自己ベストを更新して予

７名が参加。全員が自己ベストを更新しました。谷

選通過、決勝レースでは更に記録を更新しての入

川凛ちゃん（谷津小３年）がｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投げで２大

賞となりました。同じクラブから２人もファイナリスト

会連続優勝！

に残ってスタートラインに立つ様はとても壮観で格

大沼萌乃ちゃん（大久保小６年）の初出場での入

好良かったです。

賞と、滝頭かのんちゃん（津田沼小５年）の３大会
連続入賞も見事でした。
２年生トリオが出場した５０ｍ走は全員が９秒台の
自己新記録で力強かったです。
（林田コーチ談）
・大沼萌乃（６年女子）
6 年 走り高跳び １ｍ１５ｃｍ
6 年 走り幅跳び ３ｍ79cm
・滝頭かのん（５年女子）
5 年 60m ﾊｰﾄﾞﾙ 18 秒 77

６位入賞

１７位

・谷川凛（３年女子）
3 年 60m 11 秒 06
・林田響（２年男子）
2 年 50m 9 秒 38
・宮崎慎一（２年男子）
2 年 50m 9 秒 58
・千葉詩歩（２年女子）
2 年 50m 9 秒 78

・鈴木榛人（６年男子）
男子 走り幅跳び 3ｍ81cm １４位
・糟谷大河（６年男子）
男子 80m ﾊｰﾄﾞﾙ 16 秒 56
・友田心愛（６年女子）
女子 80m ﾊｰﾄﾞﾙ予選 14 秒 30
決勝 14 秒 19 ５位入賞

決勝 14 秒 30

６位入賞

・佐伯和音（６年女子）
女子 走り幅跳び 3m18cm ２４位

・滝頭ひなた（３年男子）
3 年 60m ﾊｰﾄﾞﾙ 15 秒 51

3 年ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投げ 31m12cm

（林田コーチ談）

・神田茉莉（６年女子）
女子 80m ﾊｰﾄﾞﾙ予選 14 秒 38

5 年ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投げ 15m86cm ７位入賞

3 年ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投げ 20m17cm

見事優勝！８０ｍＨでは友田心愛ちゃんと神田茉

優勝

・渡辺水都（６年女子）
女子 走り幅跳び 2m92cm ３０位
・滝頭かのん（５年女子）
ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投げ 39m10cm

優勝

・武田康太郎（４年男子）
男子４年 100m 16 秒 46
・塩谷悠心（４年男子）
男子 走り幅跳び 3m38cm ２０位
・土屋春来（４年男子）
男子 走り幅跳び 3m15cm ２５位
・女子４×100m リレー 1 分 05 秒 27
(佐伯・渡辺・神田・友田)
・男子４×100m リレー 1 分 01 秒 95
(塩谷・武田・糟谷・鈴木)

女子サッカー
○第８回関東レディースエイト（Ｏー４５）
於：サレジオ工業高専グランド
１０月２７日(日)、関東のレディースサッカーの
普及・交流を目的として行われた大会に参加
してきました。
参加は８チームで、４チーム毎の予選リーグを
全勝で１位抜けし、決勝進出。
さすがに４試合目となると両チームともお疲れ
モードで…精一杯戦いました。
結果、見事優勝♪
相手チームから、寄せが早い！若い！など言っ
て貰え、気分良く帰ってきました。
《結果》
1-0 vs
5-0 vs
3-0 vs
～決勝～
1-0 vs

マミーズ（神奈川）
エンジェル（東京）
フロンティア（神奈川）
横須賀シーガルズ（神奈川）

バドミントン
○市総合体育大会
於：袖ヶ浦体育館
１１月１０日(日)、市総体に５名参加しました。
男性の部では三浦ペアが３部で優勝！
福川ペアは予選通過するもケガのため棄権(>_<)
女性の部では川井ペアが３部優勝！
冨張ペアが４部優勝！
ミックスでは三浦・川井ペアが準優勝！
今までの練習成果が出た 1 日でした♪

その他
◇新種目紹介
フラッグフット
習志野市茜浜を本拠地とする、アメリカンフットボールの社会人チーム、オービックシー ガルズは、
2010 年から習志野市茜浜のオービック習志野グラウンドでフラッグフットボール体験教室を実施してい
ます。フラッグフットボールは「誰でも」「安全に」「簡単に」、アメリカンフットボールを疑似体験できる新し
いスポーツ。タックルの代わりに、腰にぶら下げたフラッグ（旗）を引き抜くことで相手を止めます。タック
ル等の接触プレーは禁止ですので、ヘルメット等の防具は使用しません。 「考える鬼ごっこ」という競技
の特性が教育現場で高く評価され、新・学習指導要領にゴール型ゲームとして例示掲載されていま
す。
2014 年 1 月末頃より、ＮＢＳの新種目として『フラッグフット』を始める準備をしています。
活動日：毎週土曜日
場

午後１～３時

所：香澄小学校体育館

対 象：小学生以上男女
コーチはオービックシーガルズから来て頂けます。
開始の日程等決まりましたら、またＨＰ等でお知らせ致します。

◇ＮＢＳ杯
今年度も以下の日程でＮＢＳ杯を開催します。
○第８回ソフトバレーボール 大会・・・・１月１９日（日） 袖ヶ浦体育館
○第７回少女サッカー大会 ・・・・・・・２月２３日（日） 秋津サッカー場
○第７回女子サッカー大会 ・・・・・・・３月９日（日） 秋津サッカー場

事務局より
事務所は１２月２０日(金)～１月８日(水)まで、冬休みとなります。
２０１３年も NBS の活動にご協力いただきありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。

連絡用ホームページをご利用下さい
活動に関する急なスケジュール
変更等が確認できます。
携帯用 URL → http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/nbs2001/

【 ＮＰＯ法人 習志野ベイサイドスポーツクラブ 】
電話＆ＦＡＸ ： 047-453-1334
メールアドレス ： nbs2001@rio.odn.ne.jp
ホームページ ： http://nbs.d2.r-cms.jp/
＊― 事務所の開いている曜日と時間 ―＊
月曜・木曜 ・・・・・・・・・ 10:00～14:00
土曜 ・・・・・・・・・・・・・・ 9:00～12:00 (月・木・土が祝日の場合お休み)

