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第１２回 ＮＢＳスポーツまつり

３月２２日(土)開催

毎年恒例の NBS スポーツまつりを３月２２日に開催しました。
今回初めて、開会式で秋津小学校吹奏楽部に参加して頂き、素晴らしい演奏を披露して貰いました♪
予定の３曲に加え、急遽アンコールで『栄光の架け橋』を演奏して貰い、スポーツまつりのオープニング
にまさにピッタリ！…皆さんの士気も高まったところでスタートすることが出来ました。
パーフェクトは、バレーパーフェクトサーブで４名、輪投げで４名、キックターゲットで１名、計９名の方が
達成されました。
春らしいぽかぽか陽気で、地域の方々による模擬店でお腹も一杯になり、楽しい１日を過ごすことが出来
ました。
はじめまして！
朝早くからお手伝いいただいた皆様、ありがとうございました。
ナラシド♪ です

市長はじめ来賓の方々に
秋津小学校吹奏楽部

多数おいで頂きました

輪なげ

ストラックアウト
３人４脚

バレーパーフェクトサーブ

ブさーぶ

キックターゲット

第７回 ＮＢＳ杯 女子サッカー大会

於：秋津サッカー場

【少女（小学生）の部】
２月２３日（日）、秋津サッカー場で第７回ＮＢＳ杯争奪の少女サッカー大会を開催しました。
流山ピクシーズ・アミーズＦＣの２チームを招待し、総当たりで順位を決めました。
インフルエンザで欠席が多かったのですが、頑張りました！
《結果》
優勝：アミーズＦＣ 準優勝：流山ピクシーズ 第３位：ＮＢＳ
【学生（中学生以上）の部】
３月９日（日）、蘇我ＳＣＬ・八千代ボニットを招待して３チームで総当たり戦を行いました。
受験等で練習から遠ざかっていた選手も久しぶりに集まり、見事優勝！おめでとう♪
《結果》
優勝：ＮＢＳ 準優勝：八千代ボニット 第３位：蘇我ＳＣＬ
学生の部

小学生の部

各種目から
女子サッカー
○関東レディース４０エイト大会
於：茨城県鹿島ハイツスポーツプラザ
１２月の千葉県予選を１位で勝ち抜き、関東レデ
ィース４０エイト大会に出場しました。
２月１５・１６日の２日間の予定でしたが、雪のた
め２月１６日のみで、８チームを２ブロックに分け
てのリーグ戦となりました。負けはしなかったもの
の、得失点差で残念ながらリーグ２位という結果
でした。
《結果》
vs 横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ ３-１
vs ｵｰﾙ茨城
１-0
vs 町田ｾﾙﾋﾞｱ
１-１

○マーメイド杯（U-12）
於：ひたちなか市
３月１・２日茨城県ひたちなか市で行われた
大会に参加しました。１日目予選リーグを行い
２日目は４位リーグで２勝１敗。３２チーム中
２７位でした。
２勝出来たことは、これからの自信になった事
と思います。
選手・コーチ・保護者の方、お疲れ様でした。
《結果》
・予選リーグ
vs 高島平 SC
１-２
vs ダイナ福島
１-７
vs RJC 古河
０-１２
・4 位リーグ
vs 前橋南ﾁｪﾘｰｽﾞ ３-１
vs 日立
１-８
vs 大洗
５-１

陸上
○3/15 第２回瞬足チャレンジ２０１４
於：駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場
第２回瞬足チャレンジに NBS から２１名が参加
しました。冬の時期にトラックを走ることに加え、
曲線路を使っての珍しいレースを今年も元気
に走りきりました。
初出場の久保薗達君（香澄小４年）が２位＆
伊藤花奈ちゃん（袖東小１年）が７位入賞！
過去最高の８名入賞した嬉しさもさることながら
全員自己ベストを更新したことが一番嬉しかった
です。
６年生にとっては有終の美を飾った大会でした
が、最後の大会と思うと少し寂しさもありました。
中学に行っても頑張って欲しいと思います。
保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。
（林田コーチ談）
〈結果〉
・鈴木榛人(６年男)
１００m
予選 １４秒５３
決勝 １４秒６０ ４位入賞
・糟谷大河(６年男)
１００m
予選 １５秒３４
・林田幹(６年男)
１００m
予選 １５秒１４
・大沼萌乃(６年女)
１００m
予選 １５秒０９
決勝 １５秒２４ ５位入賞
・神田茉莉(６年女)
１００m
予選 １５秒３５
決勝 １５秒３７ ６位入賞
・佐伯和音(６年女)
１００m
予選 １７秒１１
・友田心愛(６年女)
１００m
予選 １５秒５７
決勝 １５秒６６ ７位入賞
・渡辺水都(６年女)
１００m
予選 １６秒８３
決勝 １７秒０３ ８位入賞
・滝頭かのん（５年女）
１００m
予選 １５秒８９
・塩谷悠心（４年男)
５０m
予選 ８秒５３

・久保薗達(４年男)
５０m
予選
決勝
・小林勇輝(４年男)
５０m
予選
・佐伯映音(４年男)
５０m
予選
・武田康太郎(４年男)
５０m
予選
・多川修史（４年男）
５０m
予選
・土屋春来（４年男）
５０m
予選
・竹内優真（３年男)
５０m
予選
・小林未來（３年女）
５０m
予選
・林田響（２年男)
５０m
予選
決勝
・宮崎慎一（２年男）
５０m
予選
・伊藤花奈（１年女)
５０m
予選
決勝

７秒８５
７秒８９

２位入賞

８秒８１
８秒５６
８秒２２
８秒７１
８秒３４
８秒９８
９秒３９
８秒９４
９秒０８

８位入賞

９秒５５
１０秒０３
９秒８３ ７位入賞

バドミントン
○冬季オープン大会
於：袖ヶ浦体育館
２月１６日（日）に開催された大会に、ＮＢＳか
ら５名が出場。福川・冨張ペア、三浦・冨張ペ
アは予選で惜敗(T_T)
女子３部では川井ペアが準優勝しました！

少年少女バレーボール
○小学生親善バレーボール大会
於：袖ヶ浦体育館
２月１５日(土) に小学生親善バレーボール大会が
開催されました。
市内外から８チームが参加し、２コートに分かれて対
戦。コート１位で優勝決定戦に進出しましたが、フル
セットの末、惜敗…
それでも堂々準優勝、おめでとう♪

募 集 ！
新年度を迎え、小学生対象の種目において６年生が抜けて人数が少なくなっています。
ＮＢＳの会員になりますと何種目でも参加できます。
ぜひ、いろいろな種目にチャレンジしてみてください！
《小学生対象種目》
○少年少女バレーボール
毎週火曜日 17:00～19:00 香澄小体育館
毎週土曜日 9:00～12:00 香澄小体育館
○フラッグフット
毎週土曜日 13:00～15:00 香澄小体育館
○陸上
毎週土曜日 14:00～16:00 香澄小グランド ※不定期で日曜も活動あります
○女子サッカー
毎週土曜日 12:30～15:00 香澄小グランド（変更の場合あり）
○三角ベースボール
毎週日曜日 10:00～12:00 秋津幼稚園園庭
○テニス
第 1・3・5 日曜日＆第 2・4 土曜日 10:10～11:00 秋津テニスコート
○バドミントン
毎週火曜日 19:00～21:00 第七中学校体育館
○フットサル
毎週土曜日 19:00～21:00 第七中学校体育館
※夜間の種目については、送り迎えをお願いします。
バドミントンやフットサルは親子で参加ＯＫですので、ぜひご一緒に！
※この他にも、月・木曜の夜間の秋津小体育館での卓球や、日曜の 10 時からの香澄小体育館での
バドミントン・卓球にも参加可能です。ご不明な点はＮＢＳ事務局へお問い合わせ下さい。

その他
◇２６年度更新について
２６年度の会員更新手続きはもうお済みですか？
３月末までに更新をお願いしていましたが、まだの方は４月からの活動に間に合うように更新手続き
をしてください。
なお、退会される方は、事務所まで電話・FAX またはメールでご連絡ください。

◇平成２６年度ＮＢＳ通常総会について
下記の通り平成２６年度ＮＢＳ通常総会を開催します。
日時：５月２４日（土） 10:00～
場所：中央消防署秋津出張所（旧：南消防署）２階会議室
５月中旬に総会資料を配付します。
当日ご出席いただけない方は必ず委任状をご返送下さるようお願い致します。

事務局より
＊保険について
NBS は団体保険に加入しています。
ケガをしてしまったら、まず事務局へご連絡下さい。
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・土が祝日の場合はお休み）

