
第6号（令和3年2月1日発行）

～スポーツ少年団特集号～

コロナに負けるな
　　　未来のアスリート！！

古河市体育協会は令和３年４月
から古河市スポーツ協会に名称
変更します！！



　新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、私たちを取り巻く環境は大きく変化しました。スポーツ活
動においても、ウイルスに感染しないための対策を万全に実施し、体育施設や関係団体が出しているガイドライ
ンを守った節度ある活動を心がけてください。

○スポーツを楽しむ際には以下の点にご留意ください
１．�マスクを持参し、スポーツを行っていない時や会話する際にはマスクを着用してください。なお、運動時は、

マスクによって呼吸が妨げられ、身体に負担がかかることがあるため、マスク着用は義務化しておりません。
２．手洗いをこまめに行ってください。（30秒以上かけて、水と石鹸で丁寧に）
３．人との間隔はできるだけ２メートル（最低１メートル）空けてください。
４．スポーツ中に大きな声で会話、応援等をしないでください。
５．握手やハイタッチ等をしないでください。

スポーツ活動をするにあたって

ルールを守って楽しく体を動かしましょう！！

古河市体育協会会長あいさつ

　古河市体育協会は、平成25年度に発足して以来、加盟団体や市民の皆さまのご協力を
いただきながら、スポーツを通じた活力あふれる街づくりをテーマに活動を続けています。
　今回の広報誌は、スポーツ少年団に焦点を当てた内容です。よく子は宝だと言われます
が、当協会においても未来の発展を担う子ども達が、スポーツにより健全に育成し活躍す
ることで、地域の活性化や競技力の向上に大きく寄与する、まさに宝だと考えています。
そんな子ども達の健やかな成長の手助けをすることも、当協会の役割だと考えております。
　さて、昨年から感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の影響により、各種大会
の中止や延期だけでなく、スポーツ活動そのものの自粛や規模縮小が余儀なくされていま
す。スポーツ活動をされる皆様には、感染リスクには十分に配慮しながらも、スポーツが

できる喜びを大切に、正しく楽しんでいただきたいと思います。
　こうした状況の中で、スポーツを愛するすべての人々と協力してこの難局に立ち向かい、街中にスポーツが溢
れる当たり前の日常を取り戻すことができるよう取り組んで参りたいと思いますので、引き続きご支援、ご協力
の程宜しくお願いします。
� 古河市体育協会　会長　黒沢　豊

古河市スポーツ少年団本部長あいさつ

　日頃から、古河市スポーツ少年団活動に格別なるご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が流行し、今もなお、世界的に大打撃を受けており
ます。古河市においても、各種大会の開催中止や延期、活動の制限などを余儀なくされて
おります。こうした中、皆様方におかれましては、各人が新型コロナウイルス感染症対策
を十分に行ったうえで、引き続き、スポーツ活動に取り組んでいただければと思います。
　さて、今回の古河市体育協会広報誌は、スポーツ少年団特集といたしまして、コロナ禍
でも一生懸命に活動している古河市スポーツ少年団の単位団をご紹介いたします。スポー
ツ少年団で活動している子どもたちの声を、皆様方に少しでもお届けできればと思います
ので、ぜひご一読ください。

　結びに、スポーツ少年団の皆様方のご活躍を祈念し、更なるご支援ご協力をお願いいたしまして挨拶といたします。
� 古河市スポーツ少年団　本部長　八代　敏夫
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～古河市スポーツ少年団加盟団体紹介～

サッカー 古河三小サッカースポーツ少年団
活動指針
サッカーを子ども達が楽しみ、目標を持つことによって自分自

身の成長に繋がるような活動をしています。

代表児童・生徒メッセージ
古河三小サッカー少年団には、小学１年生の時入団しました。
小学３年生から市内大会があって、他の学校のサッカー少年団

の選手と試合をしたのが楽しかったです。
今はコロナの影響で試合が出来ませんが、また、試合が出来れ

ば頑張りたいと思います。①樋口　貴之　
②古河三小
③水・金・土（第２・第４）曜日
④年長から小学６年生
⑤樋口

サッカー 古河一小サッカースポーツ少年団
活動指針
古河一小サッカースポーツ少年団ではサッカーを楽しむ事を目

的とした育成活動をしており、強化選手は古河SSに派遣していま
す。公式戦には古河SSで参加しています。

代表児童・生徒メッセージ
僕が古河一小サッカースポーツ少年団に入団したのは、４年生

の後半からです。兄が少し前から入団していて、サッカーをとても
楽しそうにやっていたのがきっかけです。最初はルールも分からず
戸惑いましたが、コーチの分かりやすい指導やスクールの仲間のお
かげで、だんだんサッカーが楽しくなってきました。
今では学校が違う友達とも仲良くなり、一緒に練習を頑張って

います。2020年は新型コロナウイルスの影響で、試合数も減って
しまい、とても残念です。でも、コロナに負けずに、これからもみ
んなと練習を頑張って、もっと上手になりたいです。

①青木　芳之
②古河一小
③水・金・土曜日
④年中から小学６年生
⑤青木

①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

サッカー 古河四小サッカースポーツ少年団
活動指針
子どもたちがボールに親しみ、サッカーを楽しむ事を目的とし

て活動をしております。

代表児童・生徒メッセージ
古河四小サッカー少年団はみんな仲良く元気にサッカーをして

います。
平日は四小サッカー少年団の仲間と練習をしますが、土曜日や

日曜日は古河SS所属の違う学校の仲間と練習や試合ができて、友
達がたくさん増えました。
コロナでサッカーが出来ないときは一人で自主練習をしていた

けれど、今はみんなとサッカーが出来るようになったので楽しいで
す。
サッカーが好きな皆さん、一緒にサッカーしませんか。

①羽部　孝
②古河四小
③火（第１・第３）・木・土曜日
④年長から小学６年生
⑤羽部
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～古河市スポーツ少年団加盟団体紹介～

①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

サッカー 古河JSC
活動指針
「サッカーを楽しむ」事を一番に考え、子どもたちの心と身体の
成長に応じた指導を行っています。そんな子どもたちに多くの選択
肢を与え、自分で判断する、または決断することを学ばせます。

代表児童・生徒メッセージ
古河JSCに入団したころはサッカーの経験がなく練習についてい

くことが大変だったけど、練習したことが試合でできるとコーチが
ほめてくれて、ますますサッカーが好きになりました。
2020年は新型コロナウイルスで練習や試合が出来ないこともあ

りましたが、少しずつ練習や試合も皆と出来るようになったので、
これからも古河JSCでサッカーを頑張ります。

①木村　義則
②古河二小
③火・木・土・日曜日
④年中から
⑤staff-kogajsc@sportsacademy-koga.jp

サッカー 古河SS
活動指針
仲間といきいきサッカー！
切磋琢磨し成長してます！！
９度目の茨城県チャンピオンを目指します！！

代表児童・生徒メッセージ
僕が古河SSに入ったのは小学校１年生の時でした。当時は、千

葉県野田市から入団したのは僕１人ですごく不安だった事を今でも
覚えています。サッカーを通じて少しずつ友達が増えていくことが
嬉しかったです。また、サッカーについても熱心に教えてくれる
コーチや送迎をしてくれる両親のおかげで、試合に勝つ喜びや個人
的に上手くなる事が楽しくて仕方ありません。
2020年は、コロナウイルスの影響でサッカーができない日が続

いていましたが、サッカーができる喜び、友達と会える喜びを幸せ
に感じて１日１日を大切にしていきたいです。

①青木　次男
②古河三小・古河四小・リバーフィールド他
③火・金・土・日曜日
④年長から小学６年生
⑤秋庭　（090-8721-3497）

サッカー 古河六小サッカースポーツ少年団
活動指針
『楽しむこと』を軸にボールフィーリングやミニゲームを行い、
サッカーを通して、運動することに興味・関心を持ってもらえるよ
うな活動を目指しています。

代表児童・生徒メッセージ
六小サッカー少年団には、小学２年生の時に入団しました。六

小サッカー少年団では最初知らない人が多く心細くなることも少し
ありました。でも、六小サッカー少年団の人たちはみんな仲が良く、
コーチ達も優しくて練習がだんだん楽しくなりました。違う学校に
通っている人達とも仲良くできて友達が増えました。練習が大変な
時もあったけれど、試合に勝てた時はとてもうれしかったです。新
型コロナの影響で練習時間や試合が制限されていてさびしい気持ち
はあるけど収まったら、みんなで自由に楽しみたいです。これから
も友達と楽しく練習をがんばりたいです。

①針谷　豊
②古河六小
③火（第２・第４）・木・土曜日
④年中から小学６年生
⑤針谷
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～古河市スポーツ少年団加盟団体紹介～

サッカー 古河AZULサッカークラブスポーツ少年団
活動指針
子ども達１人１人の成長段階に合わせて、寄添いサッカーを通

して心と身体の成長を促していく事で自立心や協調性・社会性を養
います。活動内容等についてはご相談下さい。

代表児童・生徒メッセージ
古河AZULサッカークラブ少年団は幼稚園から６年生がプレーし

ています。他の学校に通っている人達とサッカーができてとても楽
しく、コーチ達も練習を盛り上げたりと、とても楽しく活動してい
ます。今年はコロナウイルスの影響で公式戦や試合数が少なくなっ
てしまいました。とても残念ですが１試合、１試合を大切にしてプ
レーをしていきたいと思います。

①瀬端　一彰
②AZUL専用グランド
③月から日曜日（学年別・スクール両方含む）
④幼児から小学６年生
⑤瀬端　（090-3045-4087）

サッカー 古河七小サッカースポーツ少年団
活動指針
サッカーを楽しむことはもちろんですが、全日本少年サッカー

大会、他の公式試合で成績を残すことを目標にして、楽しい中にも
厳しい本格的な練習を行います。

代表児童・生徒メッセージ
七小サッカー少年団は、全学年が仲が良く、暑い日も寒い日も

みんな楽しく練習に励んでいます。練習は大変な時もあるけれど、
毎年全学年で行うイベントはとても楽しみです。
今は、コロナで大会が減ってしまいとても残念ですが、コロナ

が収まったら試合に勝てるようにみんなで練習を頑張ります。
七小サッカー少年団では、練習の大切さ・最後まであきらめな

いこと・常に感謝の気持ちを忘れないことを教わりました。
いつも支えてくれているコーチ、父兄、OBの皆さんありがとう

ございます！これからもよろしくお願いします！

①藤澤　俊文
②古河七小
③水・木・土・日曜日
④小学１年生から６年生
⑤藤澤　（090-2768-3161）

サッカー 古河なでしこFCサッカースポーツ少年団
活動指針
基本技術を身につけ、いつまでも楽しいサッカーを目指し、自

主的に行動できるような子どもたちを目指します。

代表児童・生徒メッセージ
古河なでしこFCには、年長組の時に入団しました。
古河なでしこFCはみんな仲が良く、いつも楽しく活動をしてい

ます。違う学校に通っている子とも仲良くできて、友達が増えまし
た。練習や試合で大変なこともあるけれど、チームメイトが一緒な
のでのりこえられます。うれしいことや楽しいことは、チームメイ
トが一緒なので喜びが２倍、３倍にふくれあがります。
今はコロナの影響で握手やハイタッチやハグなどできないので、

コロナが収まったらまたみんなとコミュニケーションをとりたいで
す。

①河内　誠二
②駒羽根小
③月・水・木曜日
④年長から小学６年生の女子
⑤河内　（090-4245-2814）
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～古河市スポーツ少年団加盟団体紹介～

①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

サッカー エスペランサ総和FC
活動指針
サッカーの楽しさ、素晴らしさを子供たちに伝えるとともに、

サッカーを通して自主性や協調性を育み、人間性豊かでサッカーが
大好きな少年・少女を育てていきたいと考えて活動しています。

代表児童・生徒メッセージ
エスペランサ総和FCには、小学２年生の時に入団しました。エ

スペランサには、ミスをしても「ドンマイ」と声を掛けてくれる仲
間が居ます。皆でフォローし合い、励まし合って練習や試合をやっ
ています。
仲間との絆を忘れず、これから先も困難に立ち向かい、一生懸

命サッカーを頑張っていきたいです。そして、サッカーを通してた
くさんの人と出会い、選手としても一人の人間としても成長してい
きたいです。

①大久保　哲男
②上辺見小・西牛谷小・中央小等
③火から金曜日（練習）、土・日曜日（試合等）
④小学１年生から６年生
⑤渡邉　（090-1812-7757）

サッカー 古河中央サッカースポーツ少年団
活動指針
競技活動だけでなく、子どもたちが考えて行動できるような環

境作り、声かけをしています。笑顔でサッカーを楽しもう！！

代表児童・生徒メッセージ
古河中央サッカースポーツ少年団の紹介をします。
★違う小学校の友達が増えます！！
★夏に福島遠征があり、冬にはクリスマス会があります。
★コーチが面白いです。
　�入団したばかりの時は緊張や不安がありましたが、試合や練習を
積み重ねていくうちに、仲間と活動する喜びを感じることが出来
るようになります。

　是非、僕達とサッカーをやりましょう！！！
君の入団を楽しみに待っています！！！！

①梅原　則征
②中央小
③月（第２・第４）・火・木曜日
④幼児から小学６年生
⑤梅原　（080-3155-8526）

サッカー 総和南サッカースポーツ少年団
活動指針
サッカーを通して、挨拶やマナーなどを心掛けています。

代表児童・生徒メッセージ
総和南サッカースポーツ少年団には、小学４年生の時に入団し

ました。コーチは優しく丁寧にサッカーをおしえてくれます。
また、色々なチームと試合をして、色々な所に友達が出来ました。

①枝　武則
②下辺見小
③土・日曜日
④幼児から小学６年生
⑤山﨑
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～古河市スポーツ少年団加盟団体紹介～

サッカー ＫⅡサッカークラブスポーツ少年団
活動指針
サッカーを楽しむコースと上達したい人向けの選手コースに分

けて２つのコースで活動しています。

代表児童・生徒メッセージ
いつも楽しくサッカーをやっています。
一緒にサッカーをやりましょう。

①宇都木　達也
②駒込小・諸川小
③月・火・木・金曜日
④小学1年生から6年生
⑤宇都木

サッカー イーレクス古河FC
活動指針
サッカーを通して子どもたちが「健全な心身の獲得」「スポーツ

を楽しむ心を獲得」し、一人ひとりが「夢」「創造」「努力」を学び
ながら発達育成していける環境を目指す。

代表児童・生徒メッセージ
イーレクス古河FCに入団したことで、楽しく練習ができて、違

う小学校や違うチームの友達も沢山できました。また、試合で相手
選手をドリブルで交わしてシュートを決めた時や大会で優勝して仲
間と喜び合った時の嬉しさは一生の宝物です。他にも遠征や合宿な
ど沢山の思い出ができました。2020年はコロナで試合や遠征や合
宿ができずに悲しい思いも沢山しましたが、仲間とまたサッカーが
できたことが一番の喜びでした。僕はサッカーを続けて、いつか日
本代表でプレーしたいと思っています。イーレクス古河FCに入団
したおかげでとても大きな夢が持てました。本当に感謝しています。

①佐藤　芳久
②下大野小
③水・金・土・日曜日
④小学１年生から６年生
⑤佐藤　（090-8800-3879）

サッカー 三和Ｓクリアンサススポーツ少年団
活動指針
火曜日は名崎小、木曜日は八俣小で18時30分～20時30分まで練

習をしています。週末は仁連小等で試合が多いです。一度、グラウ
ンドにお越し下さい。

代表児童・生徒メッセージ
僕は、５歳のころに入団しました。チームに入ったころは、体

力がなく足も遅くてボールを追いかけるのが精いっぱいでした。で
も、友達もたくさん出来て体力もつき、練習に行くのが楽しみにな
りました。一番嬉しかった事は、４年生の時に茨城県学年別少年
サッカー大会で３位になれたことと、優秀選手賞をもらったことで
す。今、サッカーが再開出来てうれしく思います。今後、中学生に
なったらクラブチームでさらに上を目指してサッカーを頑張りたい
です。

①鯉渕　清晃
②名崎小・八俣小・仁連小
③火・木・土・日曜日
④年長から小学６年生
⑤鯉渕　（090-5431-1719）
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～古河市スポーツ少年団加盟団体紹介～

①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

野 球 古河プレーボール野球スポーツ少年団
活動指針
仲間や家族を思いやる心・逃げずに向かっていく闘争心・人に

頼らない自立心を芽生えさせ、チーム全員で明るく楽しくプレーす
ることを大切にしています。

代表児童・生徒メッセージ
古河プレーボールには小学１年生の時に入団しました。入った

ばかりの時には年上のお兄さん達が野球のことを優しく教えてくれ
て、どんどん野球を好きになりました。そして今は、たくさんの仲
間ができました。コロナでみんなで集まって野球ができなかった時
には、さみしくて、くやしかったです。でも、またみんなで野球が
できて、とてもうれしくて、楽しくて最高です。これからもコロナ
に負けず練習をがんばって、試合に勝ちたいです。たくさんの人を
笑顔にできるような人になりたいです。

①相馬　優
②古河五小・古河六小
③土・日曜日
④３才から小学６年生
⑤染谷　（090-7636-1027）

野 球 古河リトルライオンズ野球スポーツ少年団
活動指針
大人になっても野球！をモットーに生涯スポーツとして野球を

楽しむ選手の育成を目標としております。

代表児童・生徒メッセージ
僕は１年生の時に入団しました。最初は、キャッチボールもちゃ

んとできませんでした。毎週練習をして、キャッチボールやバッ
ティングなど、少しずつできることが増えていくのがとても嬉しく
野球が大好きになりました。また、６年生が優しく教えてくれ、友
達もたくさんできました。リトルライオンズは学年を越えてみんな
仲が良く、楽しく活動しています。練習は厳しい時もあるけれど、
その分試合で勝てた時は嬉しいです。リトルライオンズはバッティ
ングのチームです。大会でホームランを打つためにこれからも練習
をがんばります。

①飯村　直樹
②古河三小
③土・日曜日
④小学１年生から
⑤飯村　（090-4457-7967）

野 球 古河市　リトル古河野球スポーツ少年団
活動指針
挨拶・礼儀・整理整頓を身に付け、野球を通じ仲間への思いや

りの心を育み、技術の向上を目指しています。その結果、昨年出場
したライオンズ杯、旭ケ丘大会で優勝できました。

代表児童・生徒メッセージ
リトル古河は、みんな仲が良いです。入ってから友達がたくさ

んできました。運動が苦手でも、みんなと楽しく練習しているうち
に野球が上手になります。野球の良いところは、ヒットを打ったり、
守備でアウトにしたり、三振を取るととてもいい気持ちになるとこ
ろです。試合でエラーをしても、メンバーみんなで助け合います。
今はコロナで大声で応援することができないけれど、コロナが収
まったら、みんなで応援して県大会を目指して頑張りたいです。

①板橋　美幸
②古河二小
③水・土・日曜日
④幼稚園年長から
⑤板橋　（090-7714-3183）
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野 球 女沼タイガース少年野球スポーツ少年団
活動指針
挨拶や返事等の『礼儀』、仲間への『思いやり』、何事にも『あ

きらめない心』を育みながら、子どもたちと一緒に喜び、一緒に悲
しむ。そんなチームを目指しております。

代表児童・生徒メッセージ
2020年はコロナの影響で練習時間が短くなったり大会が中止に

なったりしましたが少ない時間の中、監督・コーチがていねいに練
習方法を教えてくれたり、あきらめない心を教えてくれました。
時々つらい練習もありましたが、それが身になり県大会に出場する
ことができました。結果は１回戦敗退でしたが、野球がもっともっ
と好きになりました。
僕はこの貴重な経験をさせてくれた監督やコーチ、両親に感謝

しています。そしていつか恩返しができるように野球を続けていこ
うと思います。

①蓮田　英昭
②下辺見小・中央小・自由広場
③土・日曜日
④年長から小学６年生
⑤蓮田　（080-5417-5156）

野 球 古河セブンバスターズスポーツ少年団
活動指針
競技活動を通して、挨拶、礼儀、感謝の心、仲間と共に目標を

成し遂げるための努力を大切にしています。

代表児童・生徒メッセージ
古河セブンバスターズには、小学１年の時に入団しました。セ

ブンバスターズの団員は、いろいろな小学校から集まっています
が、チームワークが良く、いつも楽しく活動しています。コロナの
影響で、大きな声を出して応援することはできませんが、みんな心
を１つにして野球に取り組んでいます。キャプテンとしての今後の
目標は、チームを牽引して県大会に出場することです。これからも
セブンバスターズの仲間と一緒に頑張っていきたいです。

①鈴木　侑
②古河七小・古河四小
③土・日曜日
④小学１年生から
⑤鈴木

野 球 上辺見ファイターズ野球スポーツ少年団
活動指針
将来や可能性を重んじ、練習の量より質にこだわり、自身が目

標を設定し達成することで自信を持ち、心身ともに健やかな育成を
目標に活動しています。

代表児童・生徒メッセージ
上辺見ファイターズには、小学１年生の時に入団しました。夢

だったマクドナルド・トーナメントの全国大会は、コロナでなく
なってしまいましたが、代わりに県大会をやってもらうことができ
ました。その県大会に出場することができて、これまで練習してき
た成果を県大会で出せました。３回戦で負けてしまいましたが、
もっと勝ちたかったです。少年野球も残りわずかなので、楽しく終
われるようにこれからも練習をがんばりたいです。たくさんのみん
なが入団してくれれば、もっともっと勝つことができると思います。

①板橋　勲
②上辺見小
③土・日曜日
④小学１年生から
⑤棚井（090-3008-9183）
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野 球 ダックス野球スポーツ少年団
活動指針
野球を通して子どもたちの「からだ」と「こころ」を育てるた

め、一人ひとりの目標の達成をみんなで協力し合いながら指導者と
子どもと父兄が三位一体となって活動しています。

代表児童・生徒メッセージ
僕は６年間ずっと野球をしています。一人っ子の僕にとって、

このチームは兄弟みたいなもので仲間と野球ができることが楽しく
て、毎週土日が来るのが待ち遠しいです。今は制限があるけれど試
合もできるようになり、さらに野球が好きになりました。チームの
みんなも仲間と一緒にグラウンドで大好きな野球ができることに感
謝していると思います。練習はキツイ時もあるけど野球をすること
がとても楽しいです。僕はもうすぐ卒団してしまいますが、これか
らもダックスがずっと続いて、いつか監督として戻ってきたいと
思っています。

①小松﨑　弘司
②北利根南公園・北公園
③水・木・土・日曜日
④幼年から小学６年生
⑤白神　（090-4202-8169）

野 球 総和イーグルス野球スポーツ少年団
活動指針
「明るく・楽しく・元気よく！やるときはやる！」が合言葉、野
球の楽しさや、野球を通じて挨拶やチームワークの大切さを学びま
す。低学年や女の子も大歓迎です。

代表児童・生徒メッセージ
僕は、総和イーグルスに小学３年生の秋から入団しました。総

和イーグルスは「明るく・楽しく・元気よく！やるときはやる」を
合言葉に活動しています。練習の時は思ったようにできなくて、悔
しいこともたくさんありますが、仲間たちが励ましてくれて、笑顔
で前に進むことができます。そんな絆を感じることが出来るチーム
です。今はコロナウイルスの影響で、大きな声で応援したりできな
いけれど、コロナウイルスがおさまったら、もっともっと元気を出
して一戦一戦大好きな野球をがんばっていきたいです。

①星野　大樹
②駒羽根小
③土・日曜日
④小学１年生から
⑤野本

野 球 古河スター・ファイターズスポーツ少年団
活動指針
「今、気持ち強く前へ！」をスローガンに子ども達の健全な育成
教育を目標に活動している野球チームです。詳しくは「古河スター
ファイターズ」で検索

代表児童・生徒メッセージ
古河スターファイターズへは小学４年生の２学期に入団しまし

た。みんな違う小学校に通っていますが、いつも仲良くそして楽し
く練習をしています。試合の時はチームメイトが励ましてくれた
り、お父さんお母さんが応援してくれます。練習が辛いこともあり、
くじけそうな時もあるけれど「今、気持ち強く前へ！」という言葉
が僕たちを励ましてくれます。今はコロナという見えない敵と戦っ
ていて大変ですが、コロナに負けることなくチーム一丸となり頑
張っていきたいです。早く普通に野球がしたいです。

①畑　信夫
②上大野小
③木・土・日曜日
④小学１年生から
⑤青木
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野 球 古河エンゼルス
活動指針
野球を通して挨拶がきちんとでき、感謝の気持ちを持てるなど、

体の成長と共に心の成長も育み、子ども・指導者・保護者が三位一
体となって目標に向けて頑張ります。

代表児童・生徒メッセージ
古河エンゼルスで兄が野球をやっていたので、幼稚園生の時か

ら早く野球がやりたくて、１年生になってすぐに入団しました。古
河エンゼルスは、みんな仲が良くて、違う学校の友達もたくさんで
きました。練習ではうまくいかなかったり、大変なこともあるけれ
ど、みんなで頑張って試合に勝った時はとてもうれしいです。コロ
ナで野球ができなかった時を乗り越えて、みんなで野球ができるよ
うになって、目標の県大会も出場できてとてもうれしかったです。
これからも目標に向かって頑張ります。

①吉田　秀夫
②旧古河産業技術専門学校
③土・日曜日
④年長から
⑤山口　（090-3689-2046）

野 球 名崎ヤンキーススポーツ少年団
活動指針
相手を思いやる優しさ、チームメイトを助け合い、仲良く活動

していく気持ちを大切にしています。

代表児童・生徒メッセージ
名崎ヤンキースには、四年生の春に入団しました。その頃のキャ

プテンが、入ったばかりだった自分に優しく接してくれました。今
の名崎ヤンキースは、諸川小・八俣小・仁連小・下辺見小・中央
小・名崎小・山川小のみんなで、楽しく活動しています。みんなで
団結して強いチームに勝てたときは、とてもうれしいです。今は、
コロナで三位以内に入っても、メダルをかけてもらえないので、悲
しかったです。なので、打倒コロナという思いを込めて練習して、
コロナが収まったらハイタッチや握手をしたいです。

①中澤　明夫
②尾崎ファミリー公園
③土・日曜日
④小学１年生から
⑤中澤　（090-3346-7753）

野 球 諸川ファイターズ
活動指針
野球を通して体力の向上、社会性・協調性の育成を目指し、一

人一人の個性を大切に活動することを目指しています。

代表児童・生徒メッセージ
諸川ファイターズには小学５年生の時に入団しました。基本的

に土曜、日曜に活動しています。みんな仲が良く、友達が増えまし
た。練習ではみんなで声を出し、励まし合いながら野球をしていま
す。試合で、みんなで点やアウトを取る大変さを仲間と分かち合い、
喜びを一緒に味わえることがとても楽しいです。野球を始めて一番
良かった事は、前より挨拶と返事が大きな声で元気にできるように
なった事です！

①樫村　雄一郎
②諸川コミュニティパーク
③土・日曜日
④小学１年生から
⑤樫村　（070-3832-0205）
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バレーボール 古河ますらおスポーツ少年団
活動指針
バレーボールを楽しむことを通して、バレーボールの技能や体

力を高めると共に、選手一人一人がより良く成長することを目指し
ています。

代表児童・生徒メッセージ
古河ますらおには、小学５年生で入団しました。古河ますらおは、

全国準優勝２回をはじめ、市内チームの中でも全国最多出場を誇る
チームです。元々男子チームでしたが、今は男子４名、女子10名
で男女一緒に楽しく活動しています。学年も２年生から６年生まで
いるので、個性あふれる仲間たちといつも楽しく練習しています。
練習は大変なこともありますが、みんなで励ましあいながら日々頑
張っています。今はコロナで思うような練習ができないことがあり
ますが、コロナに負けず、元気いっぱい活動していきたいです。

①白石　光浩
②古河四小
③火・木曜日、土・日曜日のどちらか
④小学１年生から６年生
⑤宮部

バレーボール 古河レインボー
活動指針
バレーボールを通じて、挨拶や礼儀などが身につきます。
その他にも楽しいイベントを用意しています。
是非一緒にバレーボールをしてみませんか。

代表児童・生徒メッセージ
私は１年生の時に古河レインボーに入団しました。古河レイン

ボーは男女混合のチームですが、みんなとても仲が良く、毎回とて
も楽しく活動しています。はやくコロナが終息して今までみたいに
試合や大会に参加したいです。

①新田　良子
②古河七小
③月・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤近藤

バレーボール 古河ビューティースポーツ少年団
活動指針
スポーツを通して、やり抜く力や礼儀、助け合う気持ちを育て

たいと考えています。

代表児童・生徒メッセージ
現在小学４年生３人で楽しく活動しています。毎日の練習でサー

ブやパス、レシーブが上達し練習試合にも参加しています。人数が
足りないので色々なチームと一緒に試合に参加し、たくさん友達も
できました。今はチームの仲間を増やそうと色々な学校に案内を
配ったり、友達に声をかけたりして頑張っています。小学６年生に
なる頃には、自分たちのチームで大きな大会に出るのが今の私たち
の夢です。入団した時期や技術の差など関係なく、みんなで楽しく
協力し合って練習していますので、ぜひ見学に来てみてください。

①草間　清
②古河一小
③木・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤草間
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バレーボール 上辺見JVCスポーツ少年団
活動指針
バレーボールを通じて、努力する心、我慢する心、協力する心

を学び、人として成長する事を目指しています。

代表児童・生徒メッセージ
上辺見JVCに入団して、私はバレーボールが大好きになりました。
バレーボールを通して、仲間の大切さ、あきらめない気持ち、

支えてくれる人への感謝の気持ちを学びました。みなさんも一緒
に、バレーボールをやりませんか。

①砂川　弘
②上辺見小
③水・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤なし

バレーボール ユナイトJVC
活動指針
バレーボールを通じて人への思いやりや感謝する心を養い、子

ども達が自ら状況を考えて行動できるよう主体性を大切にしていま
す。

代表児童・生徒メッセージ
私は、１年生の時にユナイトJVCに入団しました。
ユナイトはみんな仲良しです。男子、女子関係なく楽しく練習

をしています。
バレーボールをやっていて一番うれしいことは、みんなで力を

合わせてボールをつなぎ、試合に勝った時です。その時は練習をが
んばってきて良かったなあと思います。
これからも練習をがんばって、もっと上手になりたいです。

①鬼ケ原　慎平
②古河二小
③火・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤大和田

バレーボール 古河中央
活動指針
自ら進んで『あいさつ』ができ、目標を決めて最後まで諦めな

い事や、体力作りなどをします。

代表児童・生徒メッセージ
私は４年生から古河中央でバレーボールを続けています。
現在１年生から６年生で、８つの小学校から集まって活動して

います。学年は違っても仲が良いです。
練習や大会で自分が失敗した時は辛かったりしますが、上手く

出来た時はとても嬉しいです。
監督やコーチの話を聞きしっかりと練習をして、県大会ベスト

４の目標に向け頑張っています。
今はコロナで出来ませんが、合宿やBBQなど楽しい行事もあり

チーム力が深まります。

①坂尾　俊則
②中央小
③火・木・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤佐々木　（080-3159-4450）
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バレーボール 駒込バレーボールスポーツ少年団
活動指針
まずはバレーを、スポーツを好きである事が大切だと思い、保

護者達も一緒にボールに触れながら活動しています。まだ試合経験
はありませんが、基本的な練習を主にしています。

代表児童・生徒メッセージ
駒込バレーボールスポーツ少年団では毎週月曜日、土曜日に練

習を楽しんでいます。みんな仲良しで、保護者も一緒に活動してい
ます。練習に出られない日もあるけれど、参加した日は練習を楽し
みたいと思います。

①石塚　尚美
②駒込小
③月・土曜日
④小学１年生から６年生
⑤石塚　（090-6120-6109）

バレーボール きずなVSC
活動指針
みんなで元気に楽しくバレーボールをやっています！
活動日・練習時間について臨機応変に対応します。ご相談くだ

さい。

代表児童・生徒メッセージ
私は、小学三年生の時に、きずなVSCに入団しました。
きずなVSCは、３つの小学校の生徒がいますがみんな仲良く楽

しくバレーボールをしています。
コロナで大会が中止となり、一度は目標がなくなりましたが、

少しずつ大会が開催されることになり、練習や試合を一生懸命頑張
りました。その結果、県大会でベスト６に入ることができました。
仲間を信じて最後まで頑張って本当に良かったです。これからも心
を一つにして頑張っていきたいと思います。

①鈴木　章二
②仁連小
③火・木・土曜日
④小学１年生から
⑤山口　（090-5559-9862）

バレーボール 大和田VSCスポーツ少年団
活動指針
明るく元気で思いやりを持ち、普段の行動やプレーを自分で考

えてできるよう指導を心掛けています。

代表児童・生徒メッセージ
大和田VSCには、小学３年生の時に入団しました。
大和田VSCは、過去２回全国大会にいっていて、すてきな先輩

たちがたまに遊びに来てくれます。
私たちもすてきな先輩みたいになれるように、一生懸命楽しく

活動しています。
今はコロナで大会が少なくなり残念ですが、手洗いうがいをしっ

かり行い頑張りたいと思います。

①塚原　春江
②大和田小・諸川小
③火・水・木・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤塚原　（090-9001-9340）
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バスケットボール 釈迦MBC
活動指針
楽しく！仲良く！をモットーに活動しています。仲間と一緒に、

最後まで諦めずに、一生懸命頑張る気持ちを大切にしています。

代表児童・生徒メッセージ
私は１年生の時に入団しました。最初はお母さんがいないと泣

いてしまったり、うまくいかず辞めたくなった時もありましたが、
一緒に頑張る仲間や、応援してくれるお母さん達、一生懸命に教え
てくれる監督がいてくれたので、６年まで続けてこられました。し
かし、2020年はコロナの大流行で、皆とバスケットボールが出来
ない悔しさを沢山感じました。久しぶりに皆とバスケットボールが
できた時は、本当に嬉しかったです！この気持ちを忘れず、仲間と
バスケットボールができる事に感謝して、思いっきり楽しんで頑張
りたいと思います。

①須藤　潔
②釈迦小
③火・木・土・日曜日
④小学１年生から
⑤間瀬

バスケットボール 古河MBCスポーツ少年団
活動指針
バスケットボールだけでなく、挨拶を始め、マナーを意識する

ことを心がけ、子供らしさを大切に、人として尊敬される人になっ
てほしいと思っています。

代表児童・生徒メッセージ
古河MBCには、小学２年生の時に入団しました。古河MBCは、

みんな仲が良く、雰囲気の良いチームです。
2020年は男子も入団してくれて、人数も多くなり賑やかになり

ました。みんな学校は違いますが、仲良く活動しています。
2020年はコロナの流行で我慢することが多くなりましたが、み

んなあきらめずに練習を頑張ってきました。その結果、秋季大会で
県西７位となり、県大会出場を決めることができました。これから
もチームみんなで頑張ります！

①針谷　裕規
②古河三小・古河六小
③火・木・金・土曜日
④小学１年生から
⑤なし

バスケットボール 下大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
活動指針
技術の向上だけでなく、「礼儀」「協力」「感謝」を中心に子供、

保護者、指導者が一丸となってみんな仲良く楽しく活動しています。

代表児童・生徒メッセージ
・�私は、１年生の時に入団しました。今の目標は「県大会出場」で
す。感謝の気持ちを忘れずに、これからも仲間と楽しく活動した
いです。

・�私は、バスケットボールが大好きです。違う学校の子と仲良くな
れて友達も増えました。挨拶や、協力し合うことも学ぶことがで
きました。一試合でも多く勝てるようにみんなと練習を頑張って
います。

・�私は、バスケットボールを始めて、体力がついてうれしかったで
す。これからも続けていきたいと思います。

①梁河　玲子
②下大野小
③火・水・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤中村　（090-6958-8020）
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①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

バスケットボール 諸川ミニバスケットボールスポーツ少年団
活動指針
「集中・正確・粘り」をモットーに日々活動しています。

代表児童・生徒メッセージ
諸川ミニバスケットボールスポーツ少年団は、みんな元気で楽

しいチームです！学校も学年も違う10人が、仲良く頑張って練習
しています。みんなで協力し、試合に勝てた時は本当に嬉しいで
す！
今はコロナで、練習試合や大会が今までのようには出来ません

が、コロナが落ち着いたらまた、色々なチームとたくさん対戦した
いと思います。

①高倉　伸一
②諸川小
③月・水・金・土・日曜日
④小学１年生から
⑤古谷　（080-4859-0522）

バスケットボール 総和B-BOYSミニバスケットボールスポーツ少年団
活動指針
団体行動の中で自立性や協調性、規律を学び、異学年との交流

の中で楽しくバスケットボールをすることを方針としています。

代表児童・生徒メッセージ
僕は、小学３年生の時に入団しました。最初は何もわからなかっ

たけれど、先輩達から優しく、時には厳しく教えてもらいました。
６年生になり、同じ立場になって大変なこともありますが、嬉しい
ことはみんなで喜び、苦しい時はお互いに声を掛け合うことができ
るようになりました。2020年はコロナであまり活動できなくて残
念でしたが、バスケットボールが出来るのはあたりまえではないと
感謝の気持ちをもつことができました。日々を大切に、全部の試合
で良い結果を出せるように練習も全力で頑張りたいと思います。

①藤井　美三
②駒羽根小
③火・木・土・日曜日
④小学校１年生から６年生男子
⑤竹内

バスケットボール 下辺見MBCスポーツ少年団
活動指針
選手をはじめ指導者、保護者の仲が良く、一つの大きなファミ

リーのようなチームで、仲間を信じる心を大切にしています。

代表児童・生徒メッセージ
下辺見MBCは、試合に勝てるよう練習に励んでいます。2020年

は、コロナウイルスで練習が出来ない時もありましたが、今は、一
生懸命頑張っています。後残りわずかですが、悔いのないよう頑張
りたいです。
県大会の出場に向けて、力を合わせて頑張ります。①角田　大　

②下辺見小
③水・木・土・日曜日
④年中から小学６年生女子
⑤永塚
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剣 道 出城剣道スポーツ少年団
活動指針
礼儀作法が身に付き、人として成長できるよう努力しています。

一人一人が暑さ寒さに負けず裸足で頑張ってます。男女とも初心
者、経験者問わず参加しています。

代表児童・生徒メッセージ
剣道を始めたきっかけは、テレビで剣道をしている姿を見てかっ

こよかったことと、友達に勧められたからです。最初は基礎練習を
積み上げ、半年後に袴と防具をつけて稽古が始まると闘争心がわき
ました。面打ちで一本が決まると、とても気持ちがいいです。コロ
ナの影響で試合はありませんが、稽古が出来るだけでも仲間とたの
しく剣道ができてうれしいです。

①毛受　淳
②古河一小
③月・土曜日
④小学１年生から
⑤平井　（090-5437-8422）

剣 道 中田剣道スポーツ少年団
活動指針
剣道だけでなく、遊び運動、レクリーション等を通じて運動嫌

いにならない、心と身体の育成を目指しています。

代表児童・生徒メッセージ
稽古や試合はもちろん、バーベキューやスキーなどの季節ごと

のいろんなイベントもやっています。
先生もやさしいし、わかりやすく教えてくれるので入団していっ

しょに剣道をやりましょう。
運動が苦手な人も楽しくなります。①中根　保夫

②古河四小・古河七小
③水・土・日曜日
④５歳から
⑤峰　（090-1776-3599）

剣 道 三和剣友会スポーツ少年団
活動指針
稽古は、基本技を中心に行い、剣道を通してこころ豊かな人間

性を持ち、基本的な礼儀を身に付け元気に挨拶のできる子に育てて
いく。

代表児童・生徒メッセージ
三和剣友会は小・中学生で稽古をしています。私は小学生から

三和剣友会に入会し、剣道を始めました。今は剣友会と部活で剣道
が少しでも強くなれるように頑張っています。2020年はコロナの
影響で試合が出来ない期間が続いていますが、試合ができるように
なったときは１回戦、２回戦と勝ち進められるように目標を持って
頑張っています。

①江連　和彦
②三和中
③月・金曜日
④小中学生・高校生・一般
⑤鈴木　（080-5387-6888）
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①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

空 手 彰考館スポーツ少年団
活動指針
稽古を通じて武道本来の礼節を学ぶと共に、競技に勝つために

必要な「体つくり」と「向上心育成」を目指しています。

代表児童・生徒メッセージ
私は小学１年生の時に入団しました。稽古は厳しい時もありま

すが、みんなで声を掛け合い元気よく楽しく稽古に励んでいます。
2020年はほとんどの大会が中止になってしまいました。早くコ

ロナが収束し大会に出場し稽古の成果を試したいです。
卒業した先輩たちのように全国大会でも活躍できるように日々

の稽古に励んで行こうと思います。
①粟野　和也
②彰考館道場
③月・水・金曜日
④年中から中学生
⑤粟野　（090-4072-5026）

空 手 国際剛柔公道会茨城空手道スポーツ少年団
活動指針
我々は心身を鍛え、礼節を重んじ謙虚で寛容な心を育て、青少

年の健全育成に寄与する事を目的に活動しています。

代表児童・生徒メッセージ
６才から今の道場に入団しました。最初は組手の試合がこわかっ

たけど、たくさん練習をしたらいろいろな大会で優勝できるように
なりました。県大会出場が決まったときは、同じ道場のお友達がみ
んなで喜んでくれたのでとても嬉しかったです。
今はコロナで大好きな組手の練習ができず、大会もできなくて

くやしいです。コロナが収まったら、また県大会に出場して優勝し
たいです。

①大森　安廣
②古河警察署武道場
③火・木曜日
④幼児から一般
⑤鈴木　（090-8804-7546）

剣 道 青雲塾剣誠会スポーツ少年団
活動指針
剣道を通して心と体を鍛え、相手を思いやり、大きな声であい

さつができる子どもたちの育成を目指しています。

代表児童・生徒メッセージ
初めのころは、慣れない道着袴で防具をつけて思うように体が

動かず、目に汗も入り泣いたこともあります。でも、試合で面で１
本取った時や賞状やメダルを貰った時、そんな事は忘れてしまい、
もっと強くなり次は優勝したいと思うようになりました。私は剣道
を通じて、辛いことがあっても逃げない気持ちや仲間と一緒に頑張
りぬく大切さを学びました。今は試合が中止となり我慢の時です
が、再開されたら、大きな声で試合に望みたいと思います。

①遠藤　幸男
②青雲塾道場
③月・水・金曜日
④幼児から
⑤久保谷　（090-9304-9821）
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空 手 日本空手協会三和支部青雲塾誠空会スポーツ少年団
活動指針
空手を通して礼儀や武道の心を学び、人との触れ合いを大切に

しています。

代表児童・生徒メッセージ
日本空手協会三和支部青雲塾誠空会は創立46年の歴史を誇る空

手道場であり、過去には全国大会組手の部で準優勝と、輝かしい成
績をおさめています。我々門下生も先輩達が築いてくれた成績を上
回るため常日頃、各大会の全国大会出場に向けて、師範や指導員に
一生懸命指導をしていただき、コロナウイルスに負けず日々鍛錬を
行いながら、一生懸命稽古に励んで頑張っています。

①大山　眞弘
②名崎こども園・諸川道場
③火・木・土曜日
④３歳から大人
⑤大山　（0280-76-6654）

空 手 総和空手道スポーツ少年団
活動指針
武道における礼儀を教え、挨拶を心がけさせ、諦めない精神と

体力の向上に努め、先輩から後輩への指導で上下関係を身につけさ
せ伝える事で仲間の大切さを指導しています。

代表児童・生徒メッセージ
私は小学１年生の時に入団しました。総和空手道の良い所は、

生徒全員が挨拶出来る所と、後輩よりも先輩の方が早く行動する事
です。また、先輩と後輩の仲が凄く良いです。
コロナの影響で2020年の主要な大会はほとんどなく稽古も出来

ない時期もあって厳しい状況ですが、対策しながら来年の全国大会
出場を目指して練習に取り組んで行きたいです。

①江田　浩二
②とねミドリ館
③月から金曜日予約制
④年中から小中学生・高校生・一般
⑤江田　（090-2622-9521）

柔 道 総和柔道スポーツ少年団
活動指針
当団は、柔道を通し礼儀作法、ケガに強い体、自主性の強化を

目標としています。また、月に一度体操専門の先生と元全日本強化
選手に指導を依頼し、学びの環境作りを重視しています。

代表児童・生徒メッセージ
親に連れられて何となく始めた柔道ですが、体験練習の初日か

ら体の大きい先輩を投げさせてもらえて、とても感動したのを覚え
ています。
柔道の練習はあいさつから始まり、あいさつの大切さなど、自

然と礼儀が身に付きます。
身体が鍛えられ転倒してもケガをしにくくなりました。
月に一度の体幹トレーニングは、ゲームをしながら行うので、

とても楽しいです。

①飯田　一幸
②総和中・総和南中・飯田道場
③火・木・土曜日
④年長から小学生、中学生
⑤飯田　（090-4674-7660）

－　 －18



～古河市スポーツ少年団加盟団体紹介～

①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

少林寺拳法 少林寺拳法茨城総和スポーツ少年団
活動指針
誰でも、いつでも、楽しめる少林寺拳法を通じて、豊かな人間

性を涵養し、体も心も養う「体と心の健康づくり」を実践していま
す。

代表児童・生徒メッセージ
練習は技を学ぶだけでなく、掃除や瞑想、講話を聞くなどの心

の修行も行っています。
接触を控えるために、スポーツチャンバラの刀を使って、突き・

けりの練習をしたり、オンライン道場を開いて、つながりを大切に
しています。
昨年の国体では６級の部で第一位になりました。早く普通の練

習にもどり、苦手な技を練習して、上手くなりたいです。

①野口　雅司
②古河はなもも体育館
③水・土曜日
④小学１年生から
⑤野口　（090-8506-7558）

柔 道 力善三和道場スポーツ少年団
活動指針
講道館柔道の礼法と基本と技法を丁寧に指導いたします。競技

力向上を目指す子も発達障がいをお持ちの子も広く受け入れていま
す。

代表児童・生徒メッセージ
・�低学年のころは、柔道があまり好きではなく泣いてばかりでした。
小学生のころは全然強くなれませんでした。それでも、中学生に
なっても頑張って続けているうちに勝てるようになりました。中
二の新人戦では、オール１本勝ちで県大会で優勝することができ
ました。高校でも頑張って、インターハイで優勝を目指します。

・�柔道をはじめてから、からだが大きくなりました。もっと大きく
なりたいです。はやく２メートルになりたいです。

①須長　賢一
②三和中柔道場　他
③火・水曜日
④幼児から大人
⑤杉村　（090-3688-3544）

柔 道 力善柔道クラブスポーツ少年団
活動指針
講道館柔道の礼法と基本と技法を丁寧に指導いたします。競技

力向上を目指す子も発達障がいをお持ちの子も広く受け入れていま
す。

代表児童・生徒メッセージ
・�力善には４歳の時に入門しました。ケガで練習ができない時も毎
日練習に行って後輩の面倒を見ました。自分が練習できなくても
そのようなことが大切だと力善で学びました。来年からは特待生
で静岡の高校へ進学する予定です。高校へ行っても力善で学んだ
ことを忘れずにインターハイを目指して頑張ります。

・�お父さんとお母さんが子どものころから力善だったのでボクも力
善に入門しました。柔道は大好きです。もっと強くなりたいです。

・�パパとママが力善の先生なので、小さい頃から道場に行っていま
した。大好きな友達が沢山いるので、これからも頑張ります。

①杉村　圭介
②古河はなもも体育館柔道場　他
③月・木・土曜日
④幼児から大人
⑤杉村　（090-3688-3544）
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相 撲 古河市相撲スポーツ少年団
活動指針
相撲を通じて地域の活性化、健全な青少年の育成、また勝ち負

けよりも礼儀作法や相手を思いやる心、感謝の気持ちを大切に稽古
に精進しています。

代表児童・生徒メッセージ
ぼくは小学校１年生の時から相撲を始めました。最初はみんな

こわいのかなと思ってとても緊張しましたが、実際にやってみると
何をすればいいかを教えてくれたり、声をかけてくれたりしてくれ
たので楽しく相撲をすることができました。
今はコロナの影響でいろんな大会が中止になってしまったけれ

ど、またみんなで試合に出られるように稽古をしていきたいです。
これからも楽しむ気持ちを忘れないで相撲をしていきたいです。

①八代　武次
②古河体育館相撲場（冬：柔道場）
③木・日曜日
④小・中学生（男女）
⑤益子　（090-7256-2038）

少林寺拳法 茨城三和少林寺拳法スポーツ少年団
活動指針
少林寺拳法の技術を通して、自分を大切にし、他人の事も真剣

に考えられる人間になってもらえるよう指導しています。

代表児童・生徒メッセージ
私は少林寺拳法に小学３年生の年に出会い、突いたり蹴ったり

倒したりしているのを見て、かっこいいと思い興味がわいたので始
めました。最初は不安でいっぱいでしたが仲間が温かく接してくれ
先生も優しくわかりやすく丁寧に教えてくれました。馴染みやすく
てすぐに友達もできました。初めの頃の大会では、緊張で練習のよ
うにいかないこともありましたが、今はリラックスし演武をして成
果を出せています。これも練習や大会で沢山の経験ができたからだ
と思います。今は練習が限られる中で、より良い演武が出来るよう
に頑張ります。

①関根　弘
②健康ふれあいスポーツセンター
③火・木曜日
④幼児年長から
⑤関根　（080-1081-5734）

卓 球 SPCジュニア卓球スポーツ少年団
活動指針
卓球を通じて明るく元気な挨拶ができる子供、楽しく頑張る気

持ちを育てます。

代表児童・生徒メッセージ
ぼくは、小学４年生から入団し卓球を始めました。始めたばか

りのころは、ボールをうまく打つことができませんでした。それで
も、他の学校の子と友達になり、一緒に楽しく一生懸命練習を続け
ました。少しずつ試合にも勝てるようになり、今では回転をかけて
打ったり、スピードのあるボールを打つことができるようになりま
した。目標は全国大会代表になることです。これからも、目標達成
のために頑張っていきたいと思います。

①上竹　節
②総和北中
③金・土曜日
④幼児から高校生
⑤上竹　（090-4925-1819）
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①代表者　②活動場所　③活動日　④対象　⑤事務担当　　　　　　　　

ソフトテニス 古河北利根ジュニアソフトテニスクラブ
活動指針
生涯にわたってスポーツに親しむ、心身ともに健康な子供の育

成を目指します。

代表児童・生徒メッセージ
私は、小学５年生の時に入りました。
ちがう学校に通っているお友達とも仲良くなれて、楽しく活動

しています。練習では、コーチに注意されたり大変な時もあるけれ
ど、みんな頑張って活動しています。今は、コロナで得点をとって
もハイタッチができなくて、ソーシャルディスタンスを守らないと
いけないけれど、コロナが収まったらみんなとハイタッチがたくさ
んできるように、これからも練習をがんばって努力していきたいで
す。

①直井　忠明
②北利根北公園テニスコート
③土曜日
④小学生
⑤直井　（090-5211-9134）

ソフトテニス 古河STCスポーツ少年団
活動指針
競技を通じて、礼儀と忍耐力・健全な心身の育成を図る事を目

的とし活動しています。大会出場や交流会を通じて、家族で楽しめ
る団を目指しています。

代表児童・生徒メッセージ
笑いがある元気なチームです。自分と違う学校のお友達もたく

さんできました。
練習はコーチが皆でできるゲームを取り入れてくれるのですご

く楽しみです。
試合では負けたり、考えたプレーができないとくやしいですが、

そんな時に団の仲間から応援や声をかけてもらうと元気になります。
コロナで大会も減ってしまい悲しかったけど、思いきりできる

日まで練習を頑張ります！

①矢嶋　和夫　
②古河テニス場
③土・日曜日
④小学生
⑤矢嶋　（080-5500-1793）

ソフトテニス 古河ジュニアソフトテニスクラブスポーツ少年団
活動指針
スポーツを通じて挨拶や礼儀、ルールを守ること、勝つ喜びや

思いやりを身につけ、心身ともに健康な成長を目指します。

代表児童・生徒メッセージ
クラブには小学一年生の時に入団しました。
その時はほかの人やコーチなどいろいろな人がとてもていねい

に時間を使って教えてくれたのを覚えています。ほかにも大会に参
加したり、部員全員で試合をしたりいろいろな事がありました。
2020年はコロナの影響で大会などが少なくなってしまいまし

た。コロナが収まったらまた大会にでたいです。
①中川　重弘
②改善センター・中央運動公園
③火・日曜日
④小・中学生
⑤中川　（090-5563-1371）
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陸 上 古河アスリートクラブ
活動指針
陸上競技を通してチャレンジしようとする一歩を全力で応援し

ます。

代表児童・生徒メッセージ
クラブに入ってよかったことは、体力がすごくついたことと、

走る楽しさを知ることができたことです。みんな優しくて、助け合
いができるので一緒に練習していて楽しいです。クラブは週に一回
だけど毎日行きたいぐらい楽しくてしかたないです。
コロナで休みの日が続いたけれど、今はたくさん練習ができる

ようになったのでうれしいです。キャプテンとしての目標は、県で
一番走るのが速くて楽しいクラブにしたいです。

①舘野　和幸
②中央運動公園　陸上競技場
③土曜日
④小学生から
⑤塚原

サンボ 古河市サンボスポーツ少年団パベーダ古河
活動指針
ロシアの国技サンボの国内唯一のスポーツ少年団です。サンボ

とはレスリングと柔道をミックスさせたような競技で、プーチン大
統領はサンボの達人として知られています。

代表児童・生徒メッセージ
保育園のころにパベーダに入りました。みなさんのおかげでキッ

ズサンボで日本一になりました。大人になったら朝倉未
み く る

来さんみた
いになりたいです。RIZINで活躍したいです。

①竹原　一弘
②古河はなもも体育館柔道場
③土曜日
④幼児から大人
⑤杉村　（090-3688-3544）

古河市スポーツ少年団加盟団体紹介ページに掲載されている各少年団の紹介記事は、令和２年10月時点のものです。
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　古河市体育協会では、毎年市のスポーツ振興に顕著な功績のあった選手・指導者・スポーツ推進功労者・体育功労者につ
いて表彰しています。例年は市民運動会会場で表彰式を行っていますが、今年度は運動会が中止の為、当広報誌で表彰者を
紹介いたします。県大会優勝や、関東大会３位以上の個人または団体等が該当します。

古河市体育協会表彰者一覧

受賞された皆様おめでとうございます！！

所属 氏名 大会・種目 成績

古河市水泳協会
（古河あかやま
スイミング　 
スクール）　

岩上　芽生 2019年度
茨城県ジュニア選手権水泳競技大会 10才以下　女子50ｍ平泳ぎ 優勝

小野　舞夏

2020年
新年フェスティバル水泳競技大会

17～18歳　女子200ｍ背泳ぎ 優勝

白石　翔 17～18歳　男子200ｍバタフライ 優勝

舘野　凜 13～14歳　女子50ｍバタフライ 優勝

伏木　和輝 11～12歳　男子50ｍ背泳ぎ 優勝

川面　壮汰

2019年度第14回
茨城県学童選手権水泳競技大会

5年生　男子100ｍ自由形 優勝

長谷川　悠愛 2年生　女子50ｍ背泳ぎ 優勝

菊池　煌之介 2年生　男子50ｍ自由形 優勝

舘野　珠菜 2年生　女子50ｍバタフライ 優勝

中澤　侑星 2年生　男子50ｍ平泳ぎ 優勝

鈴木　唯華 1年生　女子50ｍ平泳ぎ 優勝

桜井　陸央 第42回
全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会茨城県予選会

11才　男子50ｍバタフライ 優勝

加藤　世成 9才以下　男子50ｍ平泳ぎ 優勝

古河市水泳協会
（イーグル　　
イトマン 　
スイミング

　�スクール古河）

大島　耀介
2019年度茨城県スプリント選手権

男子11～12歳　200ｍ個人メドレー 優勝

福地　柊吾 男子10歳以下　100ｍ個人メドレー 優勝

稲葉　涼馬 2020年
新年フェスティバル水泳競技大会　 男子17～18歳　50ｍバタフライ 優勝

山中　悠飛 茨城県　第14回県学童選手権 3年生男子　50ｍバタフライ 優勝

比留間　海月 第42回
全国JOCジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会茨城県予選会

チャンピオンシップ　男子200ｍ平泳ぎ 優勝

須藤　凛大 男子15～16歳　1500ｍ自由形 優勝

鈴木　捺衣

茨城県　2020SwimMeet

女子200m個人メドレー 優勝

篠崎　龍汰 男子200m個人メドレー 優勝

伊藤　蓮 男子100ｍ自由形 優勝

落合　颯唯

第43回
全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会茨城県予選会

男子15～16歳　200ｍバタフライ 優勝

猪瀬　匠望 男子14歳　50ｍバタフライ 優勝

小林　広翔 男子14歳　400ｍ自由形 優勝

橋本　陸也 男子13歳　50ｍ背泳ぎ 優勝

青山　侑蒼
第43回全国JOC夏季・高等学校・
中学校・47都道府県通信水泳競技

大会茨城県大会
女子11～12歳　50ｍバタフライ 優勝
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　古河市では、教育振興のスポーツ部門に寄与した人を表彰しています。例年は市が行う市民運動会等の行事の会場で表彰
式を行っていましたが、今年度は運動会等の行事が中止の為、当広報誌で表彰者を紹介いたします。全国大会出場者等が該
当します。

古河市スポーツ功労者一覧

所属 氏名 大会・種目 成績※

�
ラッツォス古河FC

井上　明雄（監督）

�
JFA第20回全日本O-60サッカー大会

（中止）
出場権獲得

村西　弘人
篠塚　澄男
小川　清二
儀仁　博行
横山　直樹
河内　誠二
内村　英男
田村　伊史
橋本　稔

七五三掛　料一
小林　徹
守谷　孝
小林　昌一
関根　広利
秋山　正美
高橋　成次
成田　順一
河口　祐一
野口　五郎
篠塚　雅孝
上野　賢治
斉藤　高弘
萩庭　弘幸
近　俊雄
羽鳥　浩之

�
特定非営利活動法人�

FＣ古河

岩﨑　勇二（監督）

�
第26回全国クラブチームサッカー選手権大会 準優勝

高橋　雅寿
大澤　理央
本多　啓悟
岩瀬　貴昭
青木　洸介
須田　啓太
古橋　広樹
中山　元稀
根本　凪人
野口　翼　
佐藤　浩彬
宇都木　智也
深山　大斗
國西　達也
椿本　啓祐
五十畑　雄大
鈴木　貴大
深山　敦也

茨城県 三浦　晴香 第74回国民体育大会 サッカー女子 準優勝
日本体育大学 第28回全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝

※成績に「出場権獲得」と表記されている大会はコロナウイルス等の影響により中止となった大会
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古河市スポーツ功労者一覧
所属 氏名 大会・部門 成績※
茨城県 成田　恵理 第74回国民体育大会 サッカー女子　　 準優勝

神奈川大学 第28回全日本大学女子サッカー選手権大会 ２回戦敗退

古河あかやま�
スイミング�
スクール

中澤　英明（監督）

第42回全国JOCジュニア�
オリンピックカップ�
春季水泳競技大会�
【団体種目】
（中止）

岡西　詩生
13～14歳�男子400ｍ�
メドレーリレー 出場権獲得玉井　大聖

大野　心聖
和田　綾太
青山　宗馬

10歳以下�男子200ｍ�
メドレーリレー 出場権獲得岡西　藤

染谷　羽琉
田中　香蔵
猿山　翔太

ＣＳ�男子400ｍ�
フリーリレー 出場権獲得山越　青空

小林　春樹
恩田　康佑
内田　小春

10歳以下�女子200ｍ�
フリーリレー 出場権獲得

武田　結蘭
諏訪　心都
齋藤　海遥
小椋　凪紗
中澤　心暖

11歳～12歳�女子200ｍ�
フリーリレー 出場権獲得杉山　智咲

武田　蒼依
田中　柚寿
諏訪　心都

10歳以下�女子200ｍ�
メドレーリレー 出場権獲得

内田　小春
小椋　凪紗
武田　結蘭
齋藤　海遥
武田　蒼依

11歳～12歳�女子200ｍ�
メドレーリレー 出場権獲得谷地田　姫子

杉山　智咲
中澤　心暖
鎌田　花恋

13歳～14歳�女子400ｍ�
メドレーリレー 出場権獲得柳田　花音

伏木　美湊
松村　瞳

古河あかやま�
スイミング�
スクール

玉井　大聖

第42回全国JOCジュニア�
オリンピックカップ�
春季水泳競技大会�
【個人種目】
（中止）

�14歳�男子100ｍ平泳ぎ 出場権獲得
14歳�男子200ｍ平泳ぎ 出場権獲得

大野　心聖 13歳男子100ｍバタフライ 出場権獲得
中田　有友 15～16歳男子100ｍバタフライ 出場権獲得
青山　宗馬 9歳以下男子50ｍ背泳ぎ 出場権獲得
諏訪　心都 10歳女子50ｍ背泳ぎ 出場権獲得

中澤　桃菜 11歳女子50ｍ背泳ぎ 出場権獲得
11歳女子100ｍ背泳ぎ 出場権獲得

中澤　心暖

12歳女子50ｍ自由形 出場権獲得
12歳女子100ｍ自由形 出場権獲得
12歳女子50ｍ平泳ぎ 出場権獲得
12歳女子100ｍ平泳ぎ 出場権獲得
�12歳女子200ｍ平泳ぎ 出場権獲得

12歳女子200ｍ個人メドレー 出場権獲得

※成績に「出場権獲得」と表記されている大会はコロナウイルス等の影響により中止となった大会
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古河市スポーツ功労者一覧

受賞された皆様おめでとうございます！！

所属 氏名 大会・部門 成績※

古河あかやま�
スイミング�
スクール

小椋　凪紗

�
第42回全国JOCジュニア�
オリンピックカップ�
春季水泳競技大会�
【個人種目】�
（中止）

９歳以下女子50ｍバタフライ 出場権獲得

武田　蒼依
12歳女子50ｍ背泳ぎ 出場権獲得
12歳女子50ｍ自由形 出場権獲得

杉山　智咲
12歳女子50ｍバタフライ 出場権獲得
12歳女子100ｍバタフライ 出場権獲得

谷地田　姫子
12歳女子50ｍ平泳ぎ 出場権獲得
12歳女子100ｍ平泳ぎ 出場権獲得

イーグルイトマン�
スイミングスクール

古河
忍田　尊 第74回国民体育大会

水泳　少年B男子100ｍ平泳ぎ 決勝７位

水泳　少年B男子100ｍ背泳ぎ 予選15位

ＪＡＣ土浦 小川　祥子 第19回
全国障害者スポーツ大会（中止）

水泳　女子25ｍバタフライ 出場権獲得
水泳　女子25ｍ平泳ぎ 出場権獲得

古河市卓球連盟

三田　賢一　（監督）

第38回全日本クラブ�
卓球選手権大会

男子一般の部　１部�
（団体戦） ベスト16

髙橋　英二
新井　達也
神長　一充
張　慧超
北村　宏貴
鈴木　眞尋

古河グラウンド・
ゴルフ協会

高橋　静子
第74回国民体育大会

グラウンド・ゴルフ競技 入賞無し
齊藤　トシ子 グラウンド・ゴルフ競技 入賞無し
吉田　美津恵 第32回全国グラウンド・ゴルフ交歓福岡県大会 入賞無し
小林　久美子 第14回全国グラウンド・ゴルフレディス交歓長崎県大会（中止） 出場権獲得

茨城三和少林寺拳法
スポーツ少年団

舩　直也

2019年　少林寺拳法全国大会�
inあいち

高校生男子の部�
（組演武） 予選敗退

齊藤　翔真
真船　大虎 小学生の部B�

（組演武） 優秀賞
小倉　聡一郎

古河STC
スポーツ少年団

一ツ木　彩衣
第19回全国小学校生�

ソフトテニス大会（中止）

シングルス６年生女子
出場権獲得中原　夕芽

ダブルス低学年女子
伊敷　いろは

�
古河市ソフト�
テニス連盟

田内　大貴
�

第47回全日本社会人ソフト�
テニス選手権

ダブルス一般男子 ２回戦敗退
渡邉　道晴

ダブルス男子35歳 １回戦敗退
木﨑　雅久
伊藤　由香 ダブルス一般女子 １回戦敗退

古河市立
下大野小学校

久保　響生 第19回全国小学生ソフトテニ
ス大会（中止） ダブルス男子５年生の部 出場権獲得

太田　心 第38回JSBA全日本スノー
ボード選手権大会（中止） �ＳＪ（ストレートジャンプ） 出場権獲得

古河市空手道連盟 宇都木　未歩 第47回
全日本空手道選手権大会 女子団体組手 ２回戦敗退

埼玉栄高等学校 遠藤　尊 第42回全国高等学校
柔道選手権大会（中止） 男子個人73kg級 出場権獲得

帯広畜産大学 田神　優香 第55回全日本学生馬術女子選手権大会 ５位
東京農業大学 田神　真優 第55回全日本学生馬術女子選手権大会 １回戦敗退
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■広報委員会
□委員長　假屋　憲宏
□委　員　森　雅巳・増田　敏浩・鳥本　明雄・長島　豊・鷲尾　政市・関根　弘・枝　武則
■古河市体育協会事務局
住所：〒306-0204　茨城県古河市下大野2528番地
TEL：0280-92-0555　FAX：0280-92-8383　MAIL：taikai@city.ibaraki-koga.lg.jp

今回の広報誌の表紙中央に写っているのは、舘野 哲也（たての てつや）選手です。舘
野選手は、茨城県古河市出身の陸上競技選手で、専門の障害走400mハードルでは、49
秒49の自己ベストを持っています。2012年ロンドンオリンピックの日本代表となりま
した。
写真は、古河市で令和元年11月に実施された「トップアスリートによるジュニア陸上教
室」で、子ども達と一緒に舘野選手が笑顔で走っているところを収めた１枚です。

古河市体育協会HP

今回の表紙

古河市スポーツ少年団組織図
本 部 長

八　代　敏　夫

加盟団体
　【事務局】古河はなもも体育館内（中央運動公園総合体育館）

副本部長
枝　　武　則 梁　河　玲　子峰　　淳　一

本部委員
白　神　康　男
畑　　　信　夫
毛　受　　　淳
野　口　雅　司
益　子　翔　太
舘　野　和　幸

松　嵜　裕　子
草　間　　　清
粟　野　和　也
上　竹　　　節
竹　原　一　弘

中　村　　　清
渡　邉　敏　樹
菅　原　清　隆
杉　村　圭　介
中　川　重　弘
貝　塚　高　志

 古河市体育協会は令和３年４月から古河市スポーツ協会へ
　上部団体である公益財団法人茨城県体育協会が公益財団法人茨城県スポーツ協会へ名
称変更することに伴い、当協会名称も令和３年４月１日から古河市スポーツ協会へ変更
します。教育的な意味合いの強い　「体育」という言葉から、レクリエーション等も含
む身体活動全般について広範囲に意味する「スポーツ」という言葉への変更で、より親
しみのある組織となれるよう活動していきます。


