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香澄まつり

通

８月１日(土)・２日(日)

香澄まつりに今年も参加します。
例年通り、キックターゲット・ストラックアウト・輪投げ・ちびっこゴルフを１５時から運営します。
但し、キックターゲットとストラックアウトは人出の多くなる夜間は危険なため１８時受付終了とします。
輪投げ・ちびっこゴルフはまつり終了の２１時までやる予定です。
お手伝いの方、暑い中大変ですが、よろしくお願いします。
ステージでは８/１(土) 15 時から、かすみ保育園鼓笛隊や香澄幼稚園のサンバ、香澄小音楽部・第七
中吹奏楽部の演奏も予定されています。ぜひおいで下さい。

各種目から
少年少女バレーボール
○習志野市小学生バレーボール交流会

《Ｂチーム》 吉田彩花キャプテン
初めてキャプテンをやって、色々分からない事とか
あったけど、しっかり出来て嬉しかった！
準優勝できて嬉しかったです。
準優勝
おめでとう♪

於：谷津南小学校体育館
６/１４（日）に行われた交流大会にＮＢＳから２チーム
が参加しました。
２つのリーグに別れてそれぞれ他チームとの交流戦
を行い、Ａチームは優勝！ Ｂチームが準優勝♪と
いう嬉しい結果となりました (^^)/
《Ａチーム》 今枝美友キャプテン
みんなで声を出し合いボールを追いかけたから
優勝できたと思います。

少年少女バレーボールは週に２回 （火曜：17～19 時、
土曜：9～12 時） 香澄小学校の体育館で楽しく活動し
ています。（8/1～15 夏休み）
中学に行っても続けられる種目です♪
優勝
おめでとう！

○第５１回千葉県スポーツ祭典陸上競技大会

陸上
○柏の葉キャンパスマラソンフェスタ
於：柏の葉公園
５/１６（日） 入賞者 2 名、頑張りました！
【結果】
小学生女子 3 ㎞
・石井優月 13 分 21 秒
６位入賞/23 人
・石井優杏 13 分 28 秒
９位/23 人
小学生男子 3 ㎞
・岩城拓未 12 分 29 秒
６位入賞/28 人
一般男子 10 ㎞
・金庭徹
35 分 55 秒
９位/484 人

○第１６回お台場海と緑のランニング大会
於：お台場潮風公園
５/３１（日） 暑い中の午後 1 時スタート。途中の給
水所で２回、頭から水をかぶっての完走でした！
優勝おめでとう！
【結果】 小学生以上 3 ㎞
・渡辺麻友 14 分 58 秒
優勝/13 人

○東日本大震災復興支援ラン
於：大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森
５/３１（日） 和夏ちゃんは足を痛めながらも優勝！
【結果】 親子マラソン（女子の部）
・金庭徹・和夏 14 分 53 秒
優勝/１４組

渡辺麻友ちゃん

金庭親子ペア

於：千葉県総合スポーツセンター
６/２１(日) NBS から５名が参加。水上りりいちゃん
が入賞しました。
【結果】
・水上りりい 5・6 年 100m 15 秒 06 ８位入賞
・石井優月 5・6 年 1000m 3 分 36 秒 94
・石井優杏 5・6 年 1000m 3 分 50 秒 71
・石井美優 中学 100m 15 秒 14
・佐藤柚香 中学 1500m 5 分 21 秒 17
・女子 ４×100m リレー
（水上、石井美優、石井優月、石井優杏）
1 分 02 秒 47

○第３２回富里スイカロードレース
於：富里市立富里中学校
６/２１(日) 人気のスイカロードレースに参加。
素晴らしい結果でした☆
【結果】
小学生女子３㎞
・金庭和夏 14 分 12 秒 ４９位/190 人
小学生男子３㎞
・佐藤春音 11 分 30 秒 １０位/261 人
一般男子５㎞
・金庭徹
17 分 42 秒 １５位/638 人

○第２０回小中交流陸上大会
於：大井陸上競技場
６/２１（日）雨が降り続く悪いコンディションの中で、
みんなよく頑張りました。入賞、自己新記録、あと一
歩で入賞…など、喜びの報告を受けました。
【結果】
《女子》
・伊藤叶奈（１年）
50m
11 秒 11
走幅跳
1m70cm
・伊藤花奈（３年）
80m
14 秒 38
走幅跳
2m54cm
・渡邊真央（４年）
80m
13 秒 98
走幅跳
2m48cm
・古橋真紘（５年）
100m
18 秒 62
・松本七海（６年）
100m
15 秒 90
走幅跳
3m32cm
・佐藤涼香（６年）
800m
2 分 37 秒 22
・古橋瑞希（６年）
走幅跳
3m63cm
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 30m15cm
・佐藤柚香（中２年）
1500m 5 分 22 秒 96
・5、6 年女子 ４×100m リレー
（古橋瑞、佐藤、松本、古橋真）
1 分 05 秒 41
《男子》
・塩谷旺生（３年）
80m
13 秒 45
走幅跳
3m37cm
２位入賞！
・水上はる（３年）
80m
13 秒 75
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 34m85cm
２位入賞！
・諌山奏斗（３年）
80m
13 秒 87
走幅跳
2m56m
・櫻井和輝（４年）
80m
14 秒 80
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ 26m65cm

・塩谷悠心（６年）
100m
15 秒 43
走幅跳
4m22cm
・久保薗達（６年）
800m
2 分 35 秒 82
走幅跳 4m08cm

おめでとう♪

優勝！

２位入賞！

バドミントン
○市内大会 他
バドミントンは少人数ながら市内での大会には
毎回参加しており、今年度は市外・県外の大会
にも挑戦しています。
4/5

都筑（横浜市）ミックスバドミントン大会
福川・森戸ペア
4/25 浦安市バドミントン選手権大会
福川・森戸ペア
5/10 習志野市春季オープン大会
福川・三浦・冨張（航）・澤辺・
斉藤・川井・冨張（千）
※福川・三浦ペア 男子３部３位！
6/3 習志野市レディースオープン大会
川井・冨張
7/5 習志野市夏季オープン大会
福川・津島・内藤・冨張（航）・
川井・冨張（千）
※福川・津島ペア 男子３部４位！
＊毎週火曜日 １９～２１時
第七中学校体育館で活動してます

ソフトバレーボール
○八千代大会
於：八千代市民体育館
５／９（土）八千代大会に参加しました。
混合Ａの部５チーム総当たりでの試合でしたが
残念ながら４敗… (T_T)
楽しくできました。次回頑張ります！

○人参カップソフトバレーボール大会
於：袖ヶ浦体育館
６／１４（日） ＮＢＳ杯で毎回参加して頂いてい
るチームＫandＫ主催の大会に参加しました。
レディースメンバーで挑みましたが、こちらも
勝利はできず…残念

○千葉県レディースサッカー大会
於：市原スポレクパーク
7／１１(土)・１９(日) で行われた千葉県レディース
サッカー大会（兼関東レディース大会千葉県予選）
に出場、５チーム総当たり戦となりました。
全国に繋がる大会として毎年参加、平成１７年度～
２４年度まで８年連続で関東大会へ駒を進めていま
したが、２５・２６年度はあと一歩届かず、今年もリベ
ンジをかけて臨みましたが、残念ながら３位という結
果で、関東へは進めませんでした。
【結果】
ｖｓ 千葉北ガッチーニャ
３－０
ｖｓ 八千代ボニット FC
１－０
ｖｓ FC VIDA Ｆｅｌｉｚ
０－２

ｖｓ FOOT CRUSADERS

１－１

女子サッカー
○関東４０エイト大会
於：栃木ＳＣフィールド
鹿沼自然の森公園サッカー場
６／６(土)・７(日) でオーバー４０の８人制関東
大会に出場。
昨年の１２月に行われた千葉県予選で優勝、
年度をまたいでの関東大会となりました。
関東６県から１２チームが参加、初日は３チーム
毎のリーグ戦で２勝！
２日目の１位トーナメントへ進みましたが、準決勝
惜しくもＰＫで負け…３位となりました。
【結果】
ｖｓ 荒谷台（茨城）
８－０
ｖｓ 北坂戸（埼玉）
２－１
・１位トーナメント
ｖｓ インターセプト（東京） ０－０ PK2-3
ｖｓ ＦＣクィーンズ（栃木） ２－０

ラグビー
○千葉県クラブ選手権
於：市原八幡球技場他
上位大会へと繋がる、千葉県クラブ選手権に出場、

予選リーグを２試合戦いました。
・5/24（日） vs 浦安ビアーズ 19-57
後半には一時 19-26 まで迫るも、追加点を奪えま
せんでした。
ただ、気持ちの入った良いゲームだったと思います。
・6/7（日） vs 松戸倶楽部 7-59
松戸倶楽部さんの猛攻に耐え抜いた前半は 7-14
と健闘も、後半に 0-45 とスコアを大きく離されて敗
戦となりました。
大きい FW 相手にディフェンスは良く頑張っていたと
思います。
リーグ戦２敗で今年の選手権はここまでとなってしまい
いしました。
※『茜浜フェローズ』HP からの抜粋記事です。
詳しくは HP をぜひご覧下さい。部員募集中！

少女サッカー
○夏合宿
女子サッカー小学生チーム（バンビーナ）は夏休みの最初の週末 ７／１８(土)～１９(日)に長柄町のアルビン
スポーツパークへ夏合宿に行ってきました。
２日ともたいへん暑く、蒸し暑い厳しいコンディションでしたが、子供達は関係なく、元気に走り回っていました。
コーチによるミーティングは今の自分の立ち位置・目標等を改めて見直す良い機会になったと思います。
親子サッカーでは大人げなく全力の親達でしたが、子供達の体力・スタミナにはついて行けず、日頃の運動不
足を痛感させられました。
楽しい夏の思い出となりました。
（保護者代表・渡邊）

事務局より

・８月７日(金)～１９日（水）までＮＢＳ事務所はお休みとなります。
・グランド草刈りに、ご協力お願いします。
香澄小…８／２９（土） ８時から
秋津小…８／３０（土) ８時から
※持ち物：軍手

【 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)

