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特集

2002FIFAワールドカップ決勝、パンパシフィック水泳選手権、世界卓球選手権、そ
して世界トライアスロンシリーズ。世界最高峰のスポーツイベントで数多くの感動
のシーンを創出してきた街・横浜。
その横浜で、新たな世界大会が開催されます。
「FIVBビーチバレーボールグランドスラム2015横浜大会」。
国際バレーボール連盟（FIVB）が主催するビーチバレーボール界最高峰のイベント
で、日本でグランドスラムが開催されるのは今回の横浜大会が初めてとなります。
みなとみらい21地区臨港パーク内に設置される特設会場を舞台に、横浜の地に新
たなスポーツの名シーンが誕生の予感です。

協力●公益財団法人日本バレーボール協会／横浜市市民局　文●吉山博之（公益財団法人横浜市体育協会）
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会場はみなとみらい21地区臨港パーク内特設会場!
センターコート1面（約2000人収容の観客席）、サブ
コート3面、ウォーミングアップコート2面が、この大
会のために造られます!!

サーファーで賑わうビーチ。いい波を待っているサー
ファーが、ビーチで気軽に楽しくできる時間つぶしとし
て考えられたスポーツ…。アメリカ・カリフォルニア州サ
ンタモニカのビーチレジャーとして1920年代の初頭に
始まったのが発祥とされている「ビーチバレーボール」。
発祥というものにはいろいろな定説があり、1915年、
ハワイ・ホノルルのアウトリガーカヌークラブでビーチバ
レーボールが誕生し、同クラブに所属し、「サーフィンの
父」と言われ、さらにオリンピックで3つの金メダルを含
む計6個のメダルを獲得した水泳選手としても有名な
デューク・カハナモクが西海岸での発展にも寄与したと
いう説もあります。
それから時を経た1987年、国際トーナメント大会がブ
ラジル・リオデジャネイロのイパネマビーチで開催、
1996年のアトランタオリンピックからは夏季オリンピッ
クの正式種目となるなど、現在の隆盛の礎となっていま
す。
なお、日本では、1987年に「第1回ビーチバレージャパ
ン」が開催された湘南・鵠沼海岸が日本のビーチバレー
ボール発祥の地とされており、神奈川県内でもその鵠
沼海岸を始め、横浜海の公園や湘南ひらつかビーチ
パークなどに、ビーチバレーボールの常設コートが設置
されるなど、その人気は高まっています。

コラム「ビーチバレーボールの発祥から現在の隆盛まで」

FIVBビーチバレーボール
～7.26
7.20月祝

　　グランドスラム2015横浜大会
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大会概要
FIVBビーチバレーボールグランドスラム2015横浜大会
国際バレーボール連盟（FIVB）
FIVBビーチバレーボールワールドツアーグランドスラム組織委員会、
公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）、横浜市、TBS
FIVBビーチバレーボールワールドツアーグランドスラム実行委員会
平成27年７月20日（月・祝）～26日（日）
みなとみらい21地区臨港パーク内特設会場
　予選32チーム（本選進出８チーム）
　本戦32チーム（本選から出場する22チーム、開催国枠１チーム、
　ワイルドカード１チーム、予選を勝ち抜いた８チームを含む）

大会名称
主催
共催主管

主管
開催時期
会場
参加チーム
（男女共通）

FIVBビーチバレーボールワールドツアーを構成する大会で、オ
リンピック、世界選手権に次ぐ規模の大会。今年は日本のほか、
ロシア・アメリカ・ポーランドなどで開催が予定されています。
FIVBビーチバレーボールワールドツアーは、毎年４月から12
月まで世界各国をツアー方式で転戦し、総合ポイントでワール
ドランキングを争います。「オープン」と「メジャーシリーズ」、
「グランドスラム」あわせた15～20大会で構成されており、そ
のうち5大会前後がグランドスラムとして開催されます。
ワールドランキングは、オリンピック出場権争いに直結してお
り、「オープン」よりも獲得ポイントが多くなる「グランドスラム」
はそういった面でも重要な大会と位置付けられています。

FIVBビーチバレーボールグランドスラムって?

公益財団法人日本バレーボール協会業務執行理事
ビーチバレーボール事業本部長

小島 和行氏
世界の200近い国と地域に
普及し、オリンピック種目の
中でも最も入場券が取りに
くい国際的な人気スポーツ
であるビーチバレーボール
の世界大会横浜開催をきっ
かけに、日本のビーチバレー
ボールが必ずや2016リオ五
輪、並びに2020東京五輪へ
の成功に結びつくことと確
信しています。
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YOKOHAMA ビーチスポーツフェスタ2015  出場チーム募集

1週目：7月25日（土）・26日（日）　ビーチハンド・ビーチテニス　
2週目：8月 1 日（土）・2日（日）　ビーチバレー・ビーチサッカー
ビーチクリーン活動　7月25日（土）・8月1日（土）
その他イベントも実施予定です。
海の公園・特設コート（横浜市金沢区海の公園10番）
シーサイドライン「海の公園柴口」または「海の公園南口」下車
6月上旬より市内各区のスポーツセンター、区役所、横浜市スポーツ情報センターなどで配布される所
定の要項を参照の上、それぞれの種目の申込先宛てにお申込みください。なお、参加料は種目によって
異なります。
公益財団法人横浜市体育協会スポーツ事業課 YOKOHAMA ビーチスポーツフェスタ担当　 

“夏だワッショイ!!”“夏だワッショイ!!”“夏だワッショイ!!”

045-640-0018（平日9:00～17:00）TEL

日程・種目
※要事前申込
関連イベント
※当日参加可能
会場

申込方法・参加料

問い合わせ先

横浜でビーチバレーといえば、毎年夏に金沢区にある横浜市内唯一の海水浴場・海の公園で開催さ
れている「YOKOHAMA ビーチスポーツフェスタ」。横浜の夏を熱くする風物詩、今年も開催します!
「ビーチバレー」のほか、「ビーチハンド」「ビーチテニス」「ビーチサッカー」の4種目の出場チームを募
集します。
また、誰でも参加できる関連イベントとして、ビーチクリーン活動をはじめとした各種イベントも充実。
みなとみらい21地区臨港パーク内特設会場で開催されるビーチバレーの世界大会に負けず劣らず
の熱戦が繰り広げられるイベント、あなたも参加してみませんか!

※情報は4月24日（金）現在のもので、詳細等変更の可能性があります。事前に募集要項をご確認ください。
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観戦無料!応援に足を運んでください



るのかもしれないですけど、選手である間は読むことは
ないと思います。

――このジムもそうですけれど、学校の部活と違って町
のジムには律樹選手のようなチャンピオンもいるし、た
とえば「やってみようかな」みたいな少年もいて、それっ
てすごいことだと思うんです。少年野球とプロ野球が一
緒に練習をやってる感じ。
内藤　ボクシングってほかのスポーツと違いますね。
―― 身近な所で律樹選手のチャレンジを感じられるみ
たいなのはすごいなって思う。
内藤　子どものいるときはサボれないですね。そこら辺
でお菓子食って寝てるんじゃ、「なんだ」って言われちゃ
いますからね(笑)。以前は「ここでやらなきゃいけない
」って時にやらなかった時もあったし。
―― 僕は『一瞬の夏』を読ませてもらっているから、本
の中でエディ・タウンゼントさんとカシアス内藤選手のロ
ードワークをサボる話とかあるんですけど、そういうの
とか連想しちゃうなあ。そうか（笑）。
内藤　一緒だと思います（笑）。でも、やっぱりボクシング
が好きなんです。この気持ちだけは絶対誰にも負けない
し、誰と話しても、どこに行っても、どんな状況になって
も、絶対変わらないと思います。
――この先、どんなボクサーになりたいですか?
内藤　僕は世界タイトルとか正直興味ないんですよ。親
父の夢だとか、そういうのも全然興味ないんです。誰も
があいつすごいな、強いなって言ってくれる、そして誰か
らもカッコいいって思われるようなボクサーになりたい
ですね。八重樫東選手とローマン・ゴンザレスの試合
（2014年9月・WBC世界フライ級タイトルマッチ）がそ
うだったじゃないですか。あれだけの人が感動したと言っ
てくれる。そういうのは勝ち負けじゃないと思うんですよ
ね。世界タイトルとか、タイトル持つ持たないとかでもな
い、ああいう選手になりたいって思われるようなボク
サーになりたいですね。
―― お父さんもそうなんですよ。みんな忘れられない
んですよ。素晴らしいボクサーなんだ。みんな覚えてる。
記憶に残るってことはそういうことなんですよ。

連載 夢を信じて
あなたが子どもの頃に抱き続けた夢は? アスリートが子どもの頃に見ていた夢、そ
して夢を持つことの大切さを語る「夢を信じて」。インタビュアーはコラムニストの
えのきどいちろうさんです。

――ボクシングは何歳から?
内藤　小さいときはまったく興味なくて。中一の終わり
の2月に親父のジムができて、親父もお母さんもジムに
いるので、「学校終わったら、直接ジムに帰ってきて」って
言われて。ジムに帰ってくるようになると、やることない
んで練習を始めた…という感じです。
――ジムを始めなかったらボクシングをやってなかった
ってことですか？
内藤　やってなかったと思います。
―― ある日、自分の親がボクシングジムを始めたばっか
りに。これ大変ですね。
内藤　それまでは野球少年でした。でも、ボクシングは
自分一人が頑張ればついてくるし、自分がやらなきゃ勝
てないんで、そんな感じでだんだん面白くなってきまし
た。
―― やっぱりさすがカシアス内藤さんの息子さんだ…
っていう風に見られたと思うんですけど。中学生ぐらい
だと反抗期とかで、親から距離を置こうとしたり、反発し
たりとかいう時期じゃないですか。
内藤　そうですね。でも反抗期の頃はもうボクシングが
面白くなってきて、親父も教えてくれるし。親父を指導者
として尊敬する存在として見ていたかもしれないです
ね。小学校の頃はただの優しい親父でしたけれど、ボク
シング始めてからは本当にすごい人だったんだなという
のが分かってきて。
―― お父さんがビッグネームで『一瞬の夏』（沢木耕太
郎・著）のイメージ。その息子だって見られるの、重くなか
ったですか?
内藤　あんまり感じてないですね。みんなに見られるか
ら嫌だな、とかはないですね。「あれは会長…内藤さんの
息子さんだからボクシング強いんじゃないの」って目で
見られてたし、プレッシャーに感じたこともあります。で
も、それより頑張ってやるぞ、やってやるぞと思った回数
の方が明らかに多いですね。

――ジムを始められるにあたって、お父さんはガンのこ
とを告白されて、メディアにもそのことが載ったじゃない
ですか。それは指導者という面もあるけど、親子という
事でいうとすごいキツイですよね。
内藤　でも、そんなに心配しなかったんですよ。初めて
がんセンターにお母さんとかと行った時に親父がガンだ
と知らされて。その時親父に「お前が家族を支えてって
くれ」って言われたんですけど、その時も「お父さんいな
くなっちゃうのかな」…とか思わなかったし、そこを深く
考えるとかはなかったんです。もちろん、親父が生きて
いる間に夢を叶えたいなと思ったこともありますけれ
ど。親父が頑張っているから俺も頑張る…頑張るってい
うか「自分は自分で頑張ろう」という気持ちになりました
ね。

―― 先日の後楽園ホールで試合前に会場の様子とか見
て回っていたんですけど、律樹選手めっちゃ友達多いじ
ゃないですか。仲間とかいっぱいいる人だなって見てた
んです。

内藤　自然と増えてきた感じなんです。ボクシングで活躍
できてからは、いろんな人に話しかけられるようになった
し、周りがすごく大きくなってきたなぁとは感じてます。
――チャンピオンですから。
内藤　あいつが頑張っているから俺も頑張ろうと応援し
てくれる人が増えるというのはすごい感じますね。
―― 会場には沢木（耕太郎）さんがいらっしゃってたり、こ
の人『一瞬の夏』絶対読んでるなっていうファンもいっぱ
いいて、思い入れをもたれがちですよね。『一瞬の夏』は
読みました?
内藤　いや、僕読んでないんですよ。
―― 理由があって読まない?
内藤　何も理由はないんですけど、いっかい本を開いた
ことはありますけど、すぐやめちゃいました。別に読まなく
てもいいかなって。自分が選手を終わってから読みたくな

今回のインタビューをテーマにしたコラムが横浜スポーツ情報サイト「ハマスポ」でご覧いただけます。併せてご覧ください。
えのきどいちろうの横浜スポーツウォッチング vo l . 3 5「伝説を超えて」 U R L http://sub.hamaspo.com/enokido/vol-35

「ボクシングの申し子」という感じがしました。中学時代のある
日、お父さんがジム経営を始めてしまうんだ。お母さんも仕事
を手伝って、つまり、家庭にボクシングが入ってくる。なかなか
そんな境遇の人はいませんね。しかも、お父さんは伝説の名ボ
クサー。内藤律樹選手はその境遇のなかで、実にまっとうに成
長した。日本チャンピオンに輝いたけど、もっとしびれる試合が
したいと思ってる。これは応援せずにはいられません。

取材を終えて

第5回
プロボクサー　内藤 律樹選手

内藤 律樹（ないとう りっき）　プロボクサー。
1991年7月31日生まれ。横浜市出身。第45
代日本スーパーフェザー級王者。父は、元日本
ミドル級王者のカシアス内藤。父親が会長を務
めるE&Jカシアス・ボクシングジム所属。磯子工
業高校3年の時、ライト級で高校三冠を達成。
その後、プロの舞台へ。プロ通算、9戦9勝
(5KO)。

 PROFILE  プロフィール
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　日本は世界有数の長寿国であり、WHO（世界保健機
関）の世界保健統計2014では、男女平均寿命は84歳で、
世界一位を維持しています。2014年に厚生労働省より発
表された簡易生命表によると、2013年の日本人の平均寿
命は男性80.21歳、女性86.61歳で、いずれも過去最高を
更新し、男性が初めて80歳を超えました。寿命の更新の
理由として、同省は、がんなどの死亡率が低下したことが
要因としています。しかしながら、健康上の問題がない状
態で、自立した日常生活を送れる期間を表す「健康寿命」
は、男性71.19歳、女性74.21歳であり、寿命に至るまで、
男性は約9年、女性は約12年間にわたり、支援や介護・医
療が必要な状態にあります（図1）。この平均寿命と健康寿
命との差は2010年調査（図2）からあまり改善していませ
ん。国民健康政策である「健康日本21」（第２次）では、この
健康寿命の延伸を中心課題と位置づけています。

　今後、平均寿命の延伸に伴い、こうした健康寿命との差
が拡大すれば、医療費や介護給付費の多くを消費する期
間が増大することになります。疾病予防と健康増進、介護
予防などによって、平均寿命と健康寿命の差を短縮するこ
とができれば、個人の生活の質の低下を防ぐとともに、社
会保障負担の軽減も期待できます。このように、持続可能
な社会保障制度にも資する、新たな国民健康づくり運動
が展開されています。しかしながらこの健康寿命の延伸に
は、国民個々の自発的な生活習慣の改善努力が不可欠で
す。特に運動習慣に関しては、国民健康栄養調査では、「1
回30分以上、週に２回以上、1年以上」運動を継続している
人を「運動習慣あり」と分類し、運動習慣を有する人口を
60％にすることを目標としていますが、平成20年度の運
動習慣調査については、男性33.3％、女性27.5％に留
まっています。

運動器の
障害
23％
脳血管障害
22％

認知症
15％

衰弱
14％

その他
26％

要支援・要介護になった原因
※平成23年厚生労働省　国民生活基礎調査より

スポ医科D rが教える健康な身体のつくり方

生活習慣の改善と効果

男性

女性

0歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 90歳

平均寿命 79.55
健康寿命 70.42

健康寿命 73.62
平均寿命 86.30

平均寿命と健康寿命の差

平均寿命（平成22年）は、厚生労働省「平成22年完全生命表」、健康
寿命（平成22年）は、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命におけ
る将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」。

横浜市スポーツ医科学センター　診療部長　長嶋 淳三

図2

図1



スポーツ医科学センター

身体活動

肥満
筋肉量

筋肉量
骨密度

高血圧
高脂血症
糖尿病

骨粗鬆症
転倒リスク

癌
感染症

寿命
健康寿命

虚血性心疾患
脳卒中
認知症

免疫能

運動習慣による主な疾病予防効果

血栓形成
自立神経機能

図3 横浜ビー・コルセアーズ

横浜市スポーツ医科学センター理学療法士

玉置 龍也

ビーコル日誌

　足首と同様、バスケットボール選手で多く見られる問題が
股関節です。股関節自体が痛むことは多くないですが、腰や
膝に症状がある選手には、たいてい股関節の硬さがありま
す。姿勢や動作に影響し、負担をかけることが多いのです。
　よく見られるのは、股関節の後ろの硬さです。腰を落とす
際に骨盤が後傾し、腰椎のやや前に反った自然なカーブも失
われます。パワーポジションの不良姿勢は、安定感のある脚
上げ、力強い脚さばき、体重移動をしづらくし、結果的に素早
い脚さばきを妨げます。また、背骨の不自然な姿勢や股関節
の筋力発揮の低下は、膝や腰への負担にもなります。
　柔軟性の低下は動作にも影響します。例えば、クロスオー
バーや斜め後方へのスライドで方向を変えるステップを行う
場合に、母趾球を中心に踵を回して足の向きを変える「ツイ
スト」というスキルを用います（図1左）。股関節を曲げる動き
が硬いと、母趾球での荷重が妨げられ、つま先の向きを変え
にくくなるため、膝にねじれが出やすくなります（図1右）。
　こうした問題の対応にビーコルの選手がよく行うのは、テ
ニスボールを使ってほぐす方法や、ストレッチングです（図
2）。運動前に行い、ももが胸に楽につく状況を目指しましょう。

図2 股関節後方の硬さへの対応
左：テニスボールによる股関節外側後側のほぐし
右：股関節を外に押し出して伸ばす「ヒップポスト
ストレッチ」図1 ツイスト動作

テニスボールを
挿入して動かす

「股関節の柔軟性の重要性（１）」第7回
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横浜市スポーツ医科学センターでは、コラムでご紹介し
た「スポーツ版人間ドック」をはじめ、健康な体づくりに役
立つプログラムや各種教室を用意しております。詳しくは
下記までお問い合わせください。

045-477-5050
http://www.yspc.or.jp/ysmc/

T E L
U R L

高血圧・高脂血症・糖尿病などの代表的な生活習慣病の予
防・改善だけではなく、癌や感染症・認知症の予防効果も
証明されています。
　しかし一言に「運動習慣を身につけましょう」と言われて
も、自分にとって、どのような運動を、どのくらいやれば適
切であるのかは解りません。個人の体力、生活習慣、既存
の基礎疾患により、適正な運動内容・時間は異なります。
運動習慣のない方が、いきなりやみくもに運動やスポー
ツを開始すると、怪我や基礎疾病の悪化につながるだけ
ではなく、心筋梗塞や脳卒中などの死亡事故を起こす危
険があります。
　横浜市スポーツ医科学センターの、スポーツ版人間ドッ
ク（ＳＰＳ：Sports Programming Service）は、受診者のさ
まざまな体力指標を測定し、医学的根拠に鑑みて、その方
に応じた運動メニューを提供するサービスです。運動習慣
の獲得によって、健康な体づくり・疾病の予防・改善を志向
される方には、スポーツ版人間ドックの受診をぜひお勧め
します。

(モデル:齊藤洋介選手）



 2 日（火）18:00 　　vs 福岡ソフトバンク
 3 日（水）18:00 　　vs 福岡ソフトバンク
 4 日（木）18:00 　　vs 福岡ソフトバンク
 5 日（金）18:00　　 vs 埼玉西武
           14:00 　　vs 埼玉西武
           16:00 　　vs 岐阜
 7 日（日）13:00 　　vs 埼玉西武
19日（金）18:00 　　vs 広島
20日（土）13:30 　　vs 広島

5月 MAY 6月 JUNE
20日（水）19:30　　 vs 神戸（ニッパツ）
22日（金）18:00 　　vs 阪神
23日（土）14:00 　　vs 阪神
24日（日）13:00 　　vs 阪神
26日（火）18:00 　　vs オリックス
           18:00 　　vs オリックス
           19:30 　　vs 川崎（ニッパツ）
28日（木）18:00 　　vs オリックス
30日（土）19:00 　　vs G大阪（日産ス）

20日（土）16:00 　　vs 鹿島（日産ス）
           13:00　　 vs 広島
           18:00 　　vs 大宮
30日（火）18:30 　　vs 中日［那覇］

● 交流戦シリーズ　[6/6(土)・7(日) vs埼玉西武ライオンズ] 
　 DeNAベイスターズがパ・リーグを制す！普段は見られない
　 パ・リーグとの対戦に加え、レジェンドOB対決にも注目！！
　 《交流戦SERIESオリジナルTシャツ付チケット販売中！》
● YOKOHAMA☆GIRLS FESTIVAL　[6/20(土)・21(日) vs広島東洋カープ] 
　 勝利の女神よ集まれ！女性ファンに贈る素敵な2日間。
　 《女性限定ユニフォーム付チケットを販売中！》
● DREAM STADIUM 2015　[7/4(土)・5(日) vs阪神タイガース]
　 野球を通じて、夢を持つ大切さ、素晴らしさを体感する2日間。横浜スタジアムが興奮と感動に包まれる！

横浜F・マリノス
T E L 045-277-2307（トリコロールメンバーズ事務局 10:00～17:00/不定休）URL http://www.f-marinos.com

T E L 045-681-0811（代表） URL http://www.baystars.co.jp

2011年から広報大使を務める「ヨコハマ３Ｒ夢！（スリム）」活動の一環と
して、横浜市資源循環局市内18収集事務所のごみ収集車全791台に、
「ヨコハマ３Ｒ夢！×横浜Ｆ・マリノス」コラボマグネットを貼り付け、広く市内
へ啓発する活動が4月16日（木）よりスタートしました。
前日の15日（水）には横浜市資源循環局港北事務所でコラボマグネットの
お披露目セレモニーが行われ、地元・港北区出身の富澤清太郎選手（MF 
背番号27）とマスコット「マリノスケ」が出席しました。サッカーで子どもた
ちに夢を与えることだけでなく、子どもたちが笑顔でサッカーができる環
境をつくることも大切なことのひとつです。ヨコハマの美しい街を未来に
残すために皆さんと一緒に３Ｒ夢な街づくりに取り組んでまいります。

横浜DeNAベイスターズ

※チケット・イベント詳細等については球団公式ホームページをご覧ください。

6 日（土）

21日（日）

27日（水）
ホームゲーム情報
5月20日～7月19日
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横浜熱闘倶楽部

※横浜DeNAベイスターズは［ ］の会場以外はすべて
　横浜スタジアムで開催。
※横浜F・マリノス
　　:明治安田生命J1リーグ　 :ヤマザキナビスコカップ
※横浜FC（すべてニッパツ三ツ沢球技場で開催）

横浜スタジアム
最寄り駅：JR・地下鉄「関内」、みなとみらい線「日本大通り」
日産スタジアム（日産ス）
最寄り駅：JR・地下鉄「新横浜」、JR「小机」
ニッパツ三ツ沢球技場（ニッパツ）
最寄り駅：地下鉄「三ツ沢上町」

横浜ビー・コルセアーズ
URLT E L 03-3573-6095（事務局） 

045-517-6263（本社）
http://b-corsairs.com

T E L 045-372-5212（代表） URL http://www.yokohamafc.com

5月23・24日に行われる「ターキッシュエアラインズｂｊリーグファイナルズ 
2015」（有明コロシアム）で2014-2015シーズンも閉幕を迎えます。今季、横
浜ビー・コルセアーズはプレイオフ進出を果たすことができず苦しいシーズンとな
りましたが、たくさんのブースターの声援に支えられて戦い抜くことができました。
たくさんの応援をいただき、誠にありがとうございました。

来季2015-2016シーズンを共に戦い、チームをブーストアップしていただける
ブースターを大募集しています！ただいま「早期入会キャンペーン」を実施してお
り、通常よりお得にブースタークラブへご入会いただけます。オリジナルグッズなど
特典満載のブースタークラブメンバーになって、ビーコル5年目のシーズンを一緒
に戦いましょう！キャンペーンは6月末まで。詳しくはチーム公式サイトをご覧ください。

● 2015-2016シーズン ブースタークラブ早期入会キャンペーン中！

横浜FC

© YOKOHAMA FC

● ホームゲームを観に行こう！
　横浜FCのホームスタジアム・ニッパツ三ツ沢球技場は、スポーツ施設と自然が充
実した三ツ沢公園内にあります。文字どおり球技専用のスタジアムですのでピッ
チとスタンドの距離がとても近く、臨場感は満点。間近で迫力あるプレーを体感し
たら、何度も足を運びたくなること間違いなし！ぜひニッパツ三ツ沢球技場で熱く
戦う横浜FCのホームゲームをお楽しみください！
● 横浜FC公式Facebookをチェックしよう！
　
チームのトレーニングが行われる日はほぼ毎日更新されるFacebook。「いいね！」
を押して普段はなかなか見られない選手たちの素顔をぜひご覧ください。

https://www.facebook.com/yokohamafc1999

 1 日（水）18:30 　　vs 中日［那覇］
 3 日（金）18:00 　　vs 阪神
           14:00 　　vs 阪神
           18:00　　 vs 札幌
 5 日（日）13:00 　　vs 阪神
 8 日（水）19:00 　　vs C大阪
11日（土）未定　 　　vs 山形（日産ス）
13日（月）18:00 　　vs 巨人
14日（火）18:00 　　vs 巨人

7月 JULY
           18:00 　　vs 巨人
           未定　 　　vs 柏（日産ス）
18日（土）18:00 　　vs 熊本

 4 日（土）

15日（水）

横浜DeNAベイスターズ

横浜F・マリノス

横浜FC

9
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「誰でも参加できるフルマラソンを実施してほしい」と熱望する市民らが中心となって行われた署名活動から、35年の時を経て念願の
開催に至った横浜マラソン2015。待ちに待った第1回目のフルマラソンをSPORTSよこはま編集員も走ってきました!実際に走ってみて
感じたのは、「する・観る・支える」すべての人が楽しめる大会というコンセプトがまさに実現されている…ということでした。
ランナーの「する」だけでなく、沿道から声援を送る方の「観る」、ボランティアの「支える」。すべての人が作り上げた素晴らしい大会でし
た。走り終えて一番に感じたのは、撮影のため何度も立ち止まったため、今まで走ったフルマラソンの中で一番長い時間走りましたが、
「こんなに楽しく感じたのは初めて」「もっと走りたい」ということでした。
今回はランナーとして触れた沿道からのあたたかい応援の様子や、国内有数の規模となる18カ所の給水所で「ランナーを元気づける」
をコンセプトに展開された、18パターンの給水パフォーマンスの様子を中心にレポートします。

特集 横浜マラソン 2015
～SPORTSよこはま編集員ランナー取材記～

給水パフォーマンス

タップダンス ゴスペル 和太鼓演奏 ジャズ演奏 バーテンダー

南部市場の賑わいと
花とフルーツの演出

沖縄伝統芸能 マジック ボリウッドダンス ロボットダンス

マリノスジュニア
&チアダンス

ハマこい踊り タヒチアンダンス フラダンス チアダンス

キッズチアダンス

少年少女合唱

体育会系

給水パフォーマンス参加団体一覧
ナカガワyellキッズチアーズ☆&有名キャラクター HIDEBOH&スーパーリブレイズ SOULMATICS

横浜少年少女合唱団 横浜市中央卸売市場南部市場自治会 （一財）おきつる協会&（一財）川崎沖縄県人会

日本体育大学 横浜F･マリノス ハマこいチーム&横浜都筑太鼓&横浜旗士道

太鼓集団濱っ鼓&風だまり 横浜音泉倶楽部 （一社）日本バーテンダー協会横浜支部

（公社）日本奇術協会 市民で祝う横浜ムンバイ 姉妹都市50周年記念会2015 黄亭心仙人プロデュース

タヒチプロモーション 横浜レク･フラダンス市民の会 MOVE it!
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特集 横浜マラソン2015 ～SPORTSよこはま編集員ランナー取材記～
スタートの号砲が鳴ってしばらく歩くとやっとスタート
地点を通過。林文子市長、黒岩祐治県知事、山口宏組織
委員会会長、坂本雄次大会プロデューサー、そして大会
アンバサダーの剛力彩芽さん、米田功さんらが手を振っ
てってくれる前から、いざ出発!
赤レンガ付近で10kmに参加している大会アンバサダー
の谷原章介さん、横浜スタジアム付近で「何事も前向き
に!上を向いてなぁ～」と周りのランナーに声をかけなが
ら走る間寛平さんを発見。

走っていて感じたのは、コース上のトイレがとても充実。サ
インも大きく見やすい。
数々の給水パフォーマンスに励まされながら、いよいよ
今回の目玉である首都高速湾岸線に突入。普段は交通情
報が表示されている掲示板に「ナイスラン! GO! GO! 
GO! 」の文字。車でしか入れない場所を走るのは格別な
気分!天気がもっと良ければ･･･なんて思ったり。
高速を降りたら埠頭内を走ります。ここも普段は入れない
場所。違う横浜の顔を見ることができました。
埠頭から山下公園に出てみなとみらい地区を抜けると、沿
道の声援がとても多くパワーが出ました。赤レンガ倉庫や
観覧車が見え、いよいよゴールのパシフィコ横浜へ。景色
も「横浜らしさ」を満喫でき、さらに溢れんばかりの沿道
からの声援に足取りが軽くなったところでフィニッシュと
なりました。

煉瓦の誘惑 勝サブレ 窯出しタルト

各給水所では水やバナナなど定番メニュー
に加え、横浜や神奈川の名物を「ラッキー給
食」として48種類用意。提供される数が限ら
れているので、食べることのできた人はラッ
キー!私はコロコロワッフル・煉瓦の誘惑・勝
サブレ・タルトフロマージュ・しそ漬け・いか
ピー・窯出しタルト・ミニ月餅をゲット!

ラッキー給食 今回給水パフォーマンスと同様、とても励まされたのが沿道からの声
援。目立つユニークなパネルでの励ましなど「歩いてしまおうか･･･」と
思った多くの人が助けられたハズ。そしてボランティアやサイクルポリ
スなど多くの方に支えられた大会でした。来年もまた走りたい!

完走メダルがとてもおしゃれ。
FINISH パシフィコ横浜

荷物をあずけ、スタートライ
ンへ。スタートまではすごい
人!スタートに並んでもすご
い人!

STARTみなとみらい大橋

高速道路は沿道の応援がな
い分、さらに給水パフォーマ
ンスが励みになる!

高速道路

最新情報はこちら　大会公式サイト http ://www.yokohamamarathon. jp
協力●横浜マラソン組織委員会　ランナー取材・文・写真●芹澤玲子（公益財団法人横浜市体育協会）



12

地域だより

磯子区体育協会に加盟している磯子区ボウリング協会は、新杉田ボウルを拠点に活動を
行っています。毎年8月には磯子区出身・全日本ナショナルチームメンバーで日本国内にと
どまらず数々の国際大会で優勝を飾っている佐々木智之選手による磯子区夏休み親子ボ
ウリング教室や、年2回ほど区民ボウリング大会を開催しています。また、磯子区が発足し
た10月1日には新杉田ボウルにて区民限定2ゲーム無料の磯子区民感謝デーを実施し、ボ
ウリングの普及活動も行っております。今後もボウリングを通じ地域間・世代間のコミュ
ニケーションが図れるよう、スポーツボウリングの推進を進めていきます。

●磯子区夏休み親子ボウリング教室　　　　［日時］ 平成27年8月23日（日）10:00～
●磯子区民感謝デー（区民2ゲーム無料)　　［日程］ 平成27年10月1日（木）

事業予定

※会場はともに新杉田ボウル

問合せ TE L磯子区ボウリング協会（新杉田ボウル内） 045-773-1111

ボウリングでファミリーコミュニケーション【磯子区体育協会】

旭区民スポーツ祭は、19の地区別に分かれて対抗戦を行う旭区の伝統あるスポーツイベ
ントで、今年度で36回目を迎えます。
例年6月の開会式から11月の表彰式までの期間、地区大会を経て地区代表となったチー
ムが区内各地で開催される区大会に出場、幅広い年代の方々が参加するのが特徴です。
平成27年度も同時期に熱戦が繰り広げられます。
運営は旭区スポーツ推進委員連絡協議会が中心となり、旭区体育協会は審判派遣を主と
した役割で、大会の一翼を担っています。

各競技で熱戦「旭区民スポーツ祭」 【旭区体育協会】

少年ソフトボール、少女ミニバスケットボール、少年野球、三世代輪投げ、成人男
子ソフトボール、成人女子ソフトボール、グランドゴルフ、成人女子バレーボー
ル、成人男子インディアカ、成人男女卓球、高齢者ゲートボール

旭公会堂（代表者会議、開会式、表彰式）、区内小・中学校、区内公園、旭スポー
ツセンター等

●会場

●種目

問合せ TE L旭区体育協会 045-370-6415

開会式の様子

三世代輪投げ

平成26年度は青葉区制20周年に伴い、各種スポーツ系事業、青葉スポーツ広場さよなら
イベント(ファミリンピック2014）、区民マラソン大会、各種大会に冠をつけた記念大会を
実施。加えて青葉スポーツプラザ整備等、例年以上にさまざまな活動を展開した１年でした。
平成27年度は、青葉区体育協会の18加盟団体がそれぞれ活動の幅を広め、自治会・町内
会等とともに引き続き地域スポーツの普及活動に取り組んでまいります。

平成27年度の主な事業計画（予定）
●青葉ふれあい運動会（青葉区社会福祉協議会主催事業への協力）
●青葉区民まつり（体力測定・さわやかスポーツ）
●青葉区民マラソン
●第21回青葉スポーツ人の集い

青葉区体育協会事業報告および計画【青葉区体育協会】

E-mail問合せ TE L青葉区体育協会 045-971-6647 aoba.taikyou@gmail.com

[日程]　平成27年10月17日(土)
[日程]　平成27年11月3日(火・祝)
[日程]　平成27年11月29日(日)
[日程]　平成28年3月5日(土)
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画像解析によりあなたの姿勢をチェックします。
横、正面、屈伸のポーズから姿勢のゆがみを点数化。
原因となる筋肉の状態を判定し、改善トレーニングをご紹介。
「美しい姿勢はトレーニングでつくる!」現在、各施設で予約受付中です!

独自の運動プログラムで、
気持ちもからだもすっきり!

3ポーズであなたのゆがみが判る! 測定会・開催日時
スポーツセンター
電話（市内045） 測定日 曜日 催行時間

10：00  12：00

10：00  12：00

13：30  15：30

10：00  12：00

10：30  12：30

水5月27日旭
371-6105

木5月28日磯子
771-8118

月6月1日戸塚
862-2181

水6月10日栄
894-9503

木6月11日神奈川
314-2662

スポーツセンター
電話（市内045） 測定日 曜日 催行時間

木6月18日瀬谷
302-3301

金6月19日港北
544-2636

火6月23日金沢
785-3000

金6月26日都筑
941-2997

予約制のため、事前にお問い合わせください。
諸事情により、実施日が予告なく変更される場合があります。

13：00  15：00

14：00  16：00

10：00  12：00

12：30  14：30

地域だより

スポーツセンターの教室で姿勢改善!

スポーツセンターで姿勢測定会開催!

●定員    20名
●日程    7月8日（水）～9月30日（水）
●時間    12:15～13:15
●参加料 12,000円（全12回分）
●問合せ 保土ケ谷スポーツセンター
                     （TEL）045-336-4633　

姿勢デザイン教室

姿勢改善プログラム「ホームエクササイズ」

横浜市体育協会では、スポーツセンターで身体のゆ
がみや姿勢改善を目指した、「姿勢デザイン教室」を
開催しています。
姿勢測定ホームエクササイズやバランスシューズを
使用し、独自のプログラムで姿勢づくりをサポートし
ます。
ご自身の姿勢が気になる方、ぜひお申し込みください。

料金 1,000円
【個別アドバイス
ホームエクササイズ
（小冊子）付き】
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地域だより

「SPORTSよこはま」個人情報の取扱いについて

 

（1） 事業者の名称　公益財団法人横浜市体育協会
（2） 個人情報の利用目的
　　ご記入いただいた個人情報は、次の場合にのみ利用いたします。
　　ア　読者プレゼントの場合　プレゼントの発送
　　イ　読者アンケートの場合　記念品の発送
　　ウ　定期購読の場合　「SPORTSよこはま」の発送
　　エ　連載企画の場合　参加者の選考、選考および編集過程での事務連絡、記事
　　　作成の参考資料、参加者を紹介するための誌面への掲載
（3） 個人情報の第三者提供について
　　ご記入いただいた個人情報は、プレゼントや謝礼の発送に際し、運送業者に
　提供します。

（4） 個人情報の取扱いの委託について
　　情報誌のデザイン及び印刷のため、個人情報を取り扱う業務の委託を行います。
（5） 個人情報の開示等及び問合せについて
　　当協会が保有する個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用

。すでじ同と先せわ合い問の）7（、は口窓るじ応に止停の供提のへ者三第びよお去消・止停の
（6） 個人情報をご提供頂かない場合の取り扱い
　　必要事項をご記入いただけない場合、当事業にお申込できない場合があります。
（7） 当協会の個人情報取扱いに関する苦情、相談等の問合せ先
　　個人情報保護管理責任者 公益財団法人横浜市体育協会 事務局長
　　お問い合わせ窓口　総務部総務課
　　電話  045-640-0011　FAX  045-640-0021

「SPORTSよこはま」
定期購読者募集

定期郵送をご希望の方は、〒住所･氏名･電話番号をご記入の上、希望号数分の切手（年間6号刊行。1号当たり1冊140円）を同封し、
「SPORTSよこはま郵送希望」と明記の上、読者プレゼント欄記載のあて先までお申し込みください。複数部数を郵送希望される場合、
バックナンバーをご希望される場合は、横浜市スポーツ情報センターまでご連絡ください。
（TEL：045-640-0055　FAX：045-640-0024 　年末年始を除く9:00～17:00）

読者アンケートにご協力ください

〒231-0015 横浜市中区尾上町6-81 ニッセイ横浜尾上町ビル1階 
横浜市スポーツ情報センター「SPORTSよこはま」アンケート係

「SPORTSよこはま」では、よりよい誌面づくりの参考とするため、読
者アンケートへのご協力をお願いしています。ハガキかe-mail、
FAXに右の質問事項に対する回答、〒住所、氏名、年代（例：30代）、
電話番号をご記入のうえ、平成27年7月25日必着で右のあて先へ
お送りください。ご協力いただいた方のうち抽選で10名様に、クオ
カード（500円分）を差し上げます。当落の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。個人情報の取扱いについては下記を
ご参照ください。

今月号へのご意見（よかった記事・そうでなかった記事など）とその理由を
お聞かせください。
今後取りあげてほしいテーマ（種目・イベント・人物など）は？
どこで入手しましたか？ 駅名・施設名など具体的にご記入ください。また
どこにおいてあると便利だと思いますか？
その他、ご意見・ご要望をお寄せください。

(1)

(2)
(3)

(4)

質問事項

●体育室

●研修室

第2体育室
バレーボール、卓球、バスケット
ボール、バドミントンなど

バレーボール、バドミントン、バスケットボール、卓球、
フットサルなど

ダンス、空手、体操
などのスポーツ、書
道、華道、手芸など
の文化サークルや、
各種会議など

実施可能種目

E-mail FAXsports_yokohama@yspc.or.jp 045-640-0024

あ
て
先

第3体育室
エアロビクス、ヨガ、空手道、
ダンス、太極拳など

実施可能種目

第1体育室 実施可能種目

実施可能種目

スポーツ活動に文化活動･･･使い方いろいろ!
市内の各スポーツセンターでは、スポーツのサークル活動やイベント、
カルチャー教室など、団体で体育室や研修室がご利用できます。

仲間を誘ってスポーツセンターへ行こう!

書道・手芸など

　文化サークルにも!書道・手芸など

　文化サークルにも!書道・手芸など

　文化サークルにも!

チームやサークルの仲間と!

　地域や会社のイベントなど

　　スポーツを通した仲間づくりに!
チームやサークルの仲間と!

　地域や会社のイベントなど

　　スポーツを通した仲間づくりに!
チームやサークルの仲間と!

　地域や会社のイベントなど

　　スポーツを通した仲間づくりに!

早朝・夜間営業しているスポーツセンターもあります。
早朝、夜間営業の利用料金については、スポーツセンターのホームページを
ご確認ください。

施設利用料(円）

利用時間区分

A・B・C
半面

2,000

11時～13時9時～11時 13時～15時 15時～17時 17時～19時 19時～21時

1,500
2,000
2,500
10,000

4,000
3,000
4,000
5,000
20,000

2,000
1,500
2,000
2,500
10,000

1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

700
700
700
700
4,000

全面
第1体育館

第2体育館時間帯

A B C D E F

第3体育館 研修室

D
E
F
1日

団体利用は、事前に「横浜市市民利用施設予約システム」の利用者登録が必要となり
ます。登録についての詳細は「横浜市市民利用施設予約システム」で検索の上、同サ
イトでご確認いただくか、下記にお問い合わせください。

横浜市市民利用施設予約システムサービスセンター 
045-759-3737（9:00～17:00 年末年始を除く）

問合せ
T E L
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