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体 協 だ よ り 
〜 スポーツの⼒で南アルプス市を元気に︕ 〜 

 

 

南アルプス市体育協会では、本協会の⽬的であります、「市⺠の健康増進及び体⼒向上、⽣涯スポ

ーツ⽂化の建設」が達成できるよう、現在２７の加盟競技団体、６地区体育協会、スポーツ推進委

員会、スポーツ少年団本部と連携しながら、「スポーツの⼒で南アルプス市を元気に︕」をスローガンと

し、各種の体育事業の実施、公共スポーツ施設の管理運営を⾏っております。 
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第 12 回 市駅伝⼤会のスタート 平成 26 年 11 ⽉  ⽇世 南アルプススタジアム（櫛形総合公園陸上競技場） 



会⻑あいさつ  
 「体協だより」を発刊するにあたりまして、ごあいさつを申し上げます。 
 市体育協会は、平成 15 年の南アルプス市誕⽣と共にその歴史を重ねて参りました。また、平成 18 年には財団
法⼈として、平成 24 年には公益財団法⼈に移⾏し、新たなスタートを切りました。公益法⼈としての役割を⼗分
認識し、多数の市⺠の⽅の健康増進及び体⼒向上に寄与するとともに、櫛形総合公園や若草スポーツ公園をは
じめとする、市体育施設の指定管理者として、より充実したサービスの提供や効率的な管理運営を引き続き努め
てまいりたいと考えております。 

現在スポーツを取り巻く環境は、経済状況の低迷や少⼦⾼齢化が進む中、予算⾯、⼈材⾯でも⼤変厳しい
状況にありますが、スポーツ活動が市⺠に広く浸透し「南アルプス市⺠の健全な⼼⾝の発達、明るく活⼒に満ちた
市⺠⽣活の形成」を実現するため、６地区体育協会、２７競技団体、スポーツ推進委員会、スポーツ少年団の
皆様の加盟のもと、関係機関と連携しながら年齢や性別、地域を問わず多くの⽅が⾃分らしくスポーツと関わること
ができる環境づくりに鋭意努⼒し、取り組んで参ります。 
 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催は⻘少年に夢と希望を与え、将来この経験を通じて多くの本
市出⾝者が世界にはばたき、⼤輪の花を咲かせてくれることを期待しています。 
 市⺠の皆様をはじめ、関係機関・団体におかれましては、今後ともより⼀層のご指導とご⽀援を賜りますようお願
い申し上げます。 
 

市⻑あいさつ                                              
南アルプス市体育協会は、平成１５年４⽉の南アルプス市誕⽣とともに設⽴されました。それ以降、公益法⼈と
しての役割を担いながら、６地区の体育協会、各競技団体、スポーツ少年団本部、スポーツ推進委員会の運営
や各種⼤会、スポーツ教室の開催など市内における、⽣涯スポーツの健全な普及発展と、スポーツ⽂化の向上の
ために、ご尽⼒をいただいております。また、指定管理者として櫛形総合公園や若草スポーツ公園などの市営体育
施設を、市⺠が利⽤しやすいよう、適切かつ効率的な管理運営を⾏っていただいております。 
これらの事業は、⻘少年の健全育成と平均寿命が男性 80.5 歳、⼥性 86.8 歳という⼤変な⾼齢化社会におい
て、住み慣れた地域で⾃分らしく元気に暮らすことが出来る健康寿命の延⻑に⼤きく寄与していることと、深く感
謝しております。 
このたび、「体協だより」の発刊にあたり、市体育協会の益々の発展を祈念いたしまして、市⻑のあいさつとさせてい
ただきます。 

 
 

○第 12 回市⺠体育祭りは多くの市⺠がスポーツに触れ合い、⽣涯スポーツの振興と
スポーツ精神の⾼揚を図り、市⺠が健康で明るい⽣活を送ることができるよう、本市ス
ポーツの祭典として、毎年 5 ⽉末より実施しています。総合開会式には本年度も市⻑
をはじめ、来賓の⽅々にご臨席を賜り、ご祝辞をいただきました。また、本市社会体育、
スポーツ振興において功績が顕著である⽅々を平成 26 年度南アルプス市体育功労
者、優秀な成績を収めた団体、個⼈を優秀選⼿として表彰いたしました。 
 
 
 

 
○平成２６年度南アルプス市体育功労者表彰受賞者（敬称略） 

名執 守 (⽩根地区体育協会) 
近藤 ます⼦ （南アルプス市バレーボール協会） 
佐久間 洋⼦ （南アルプス市ソフトテニス協会） 
宮⽥ 佐恵⼦ （南アルプス市バスケットボール協会） 
浅野 伸⼆ （南アルプス市ゲートボール協会） 
古屋 洋 （南アルプス市グラウンド・ゴルフ協会） 
築野 ⼀彦 （南アルプス市ソフトボール協会） 
根上 ⼤ （南アルプス市剣道連盟） 

↑ 市⺠体育祭り総合開会式（H27.5.30 アヤメホール） 

 

南アルプス市体育協会 会⻑ 

松 ⽥ 幸 雄 

南アルプス市⻑ 

⾦ 丸 ⼀ 元 



体育協会の主な事業⼀覧 

 
 
平成２７年１０⽉ 

少年サッカー⼤会  

市町村対抗壮年男⼦ソフトボール⼤会

（選⼿派遣） 

１１⽉ 

市駅伝⼤会    

グラウンド・ゴルフ⼤会 

３世代交流グラウンド・ゴルフ⼤会 

１２⽉ 

県⼀周駅伝⼤会（選⼿派遣） 

平成２８年１⽉ 

第３期スポーツ教室 

２⽉ 

チビリンピック⼤会   

４⽉ 

桃源郷マラソン⼤会 

５⽉ 

市⺠体育祭り  

第１期スポーツ教室 

市町村対抗野球⼤会（選⼿派遣） 

⼭梨県スポレク祭（各種⽬選⼿派遣） 

６⽉ 

市町村対抗⼀般男⼦ソフトボール⼤会

（選⼿派遣） 

７⽉ 

スポーツ少年団交流会  

スイミングフェスティバル 

ソフトバレーファミリー⼤会 

８⽉ 

夏季⼦どもスポーツ教室 

９⽉ 

第２期スポーツ教室 

⼭梨県体育祭り（各種⽬選⼿派遣） 

その他  

地区体育協会、加盟競技団体の育成、⽀援 

市体育施設の管理運営（櫛形総合公園等） 

  

↑ チビリンピック<⼩学⽣駅伝⼤会> 

H26.11.22 櫛形総合公園 芝⽣広場 

↑ ソフトバレーファミリーフェスタ 
↑  桃源郷マラソン⼤会のスタート 

↑ 少年サッカー⼤会 

↑ スポーツ教室の様⼦（櫛形健康センター） ↑ スポーツ少年団指導者講習会の様⼦ 

↑ スイミングフェスティバルでの⽔中⽟⼊れ ↑ ⽇独スポ少交流会のドイツ柔道チーム 

Ｈ27.7.11 櫛形総合体育館 

H26.10.26 ⽇世 南アルプｽｽﾀｼﾞｱﾑ 

↑ ３世代交流グラウンド・ゴルフ⼤会 

↑ ⼭梨県⼀周駅伝 タスキをつなぐ南ア A チーム

H27.2.21 ⽇世 南アルプススタジアム 

H27.４.１2 桃園地内 

H27.7.25 コミュニティープール 

H27.８.８ 甲⻄中武道場 

H26.12.7 春仙美術館前 

Ｈ27.3.1 櫛形健康センター 通年 各種⽬が実施されています 



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 輝 く ア ス リ ー ト 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

本年度 第７０回国⺠体育⼤会陸上競技４００メートルハードルで優勝した、本市出⾝の野澤啓佑さんをインタービューとともに紹介します 

野澤啓佑（のざわけいすけ） 平成３年６⽉７⽇⽣まれ 甲⻄地区出⾝ 

経歴 甲⻄中学校－巨摩⾼校－早稲⽥⼤学－ミズノ 

Ｑ)競技を始めたきっかけは︖ 
私が競技を始めたきっかけは中学⽣の時です。体を動かすことが好きだったので運動部に⼊ろうと決めていまし
た。そこで⼊ったのが陸上部でした。陸上を知っていたわけではないですが、⾛るのが好きだったので友達と⼀緒
に⼊りました。 
Ｑ)中学時代の思い出をおしえてください 
夏はトラックで短距離を⾛り、冬は駅伝を⾛っていました。ともに関東⼤会に出場できたことが思い出です。 
Ｑ)⾼校時代の思い出をおしえてください 
⾼校の 2 年の時に初めて全国⼤会に出場しました。そこで⾃⼰ベストを出して 2 位になったことです。この時の
レースの記憶はありませんが、あの緊張感は忘れられません。また、⾼校 3 年の時も駅伝を⾛ったことは⾃分で
も驚きです。 
Ｑ)櫛形総合公園陸上競技場での思い出をおしえてください 
櫛形の競技場を使⽤させて頂いてからもう 12 年経ちます。現在は県外の⽅で練習しているため帰省した
時に使⽤させて頂いています。慣れ親しんだ競技場で練習すると、原点にもどった気分で思い出すことがたく
さんあります。⽇本⼀の富⼠⼭を⾒ながら⾛れる競技場は多くありませんので本当にこの地で⽣まれてよか
ったと思います。 
Ｑ)国体での優勝を振り返って・・ 
今回、⼭梨県の代表として国体で優勝することができました。⼭梨に 1 点でも多く貢献できたこと⾮常に嬉
しく思います。まず、この優勝ができたのは県の関係者の⽅や⼭梨陸協などの協⼒、⽀えがあったからこそ成
し遂げられました。本当に応援してくださった⽅やサポートして頂いた⽅に感謝し、お礼を申し上げたいと思い
ます。 
Ｑ)今後の⽬標をおしえてください 
今後の⽬標として、来年はリオデジャネイロオリンピックがあります。これまでいくつかのチャンスを逃しているの
で、この少ないチャンスをものにできるように頑張りたいと思います。 
Ｑ）市内の⼦供たちに向けて⼀⾔お願いします 
現在、こうして競技を続けていますが前から思い描いていたかというとそうではありませんでした。陸上が好き
で中学から⾼校と続けてきたことで今があります。好きなことを続けるということはとても⼤切なことだと今でも
思います。何か⾃分が興味のあることやりたいことがあれば、何でもチャレンジすることで将来⾃分の描く夢も
変わってくると思います。 

施設紹介  

⽇世 南アルプススタジアム 
（櫛形総合公園陸上競技場） 
陸上競技はもちろん、桃源郷マラソン⼤会
や、サッカーなどで利⽤されています。 

（公財）南アルプス市体育協会役員名簿 

 

会  ⻑   松⽥幸雄 
副会⻑   ⼩松重仁 佐野⼀彦 桜本和英 塚原仁志 嶋⽥政彦 
専務理事 野呂瀬 毅明  
理 事    志村豊明 森本秀夫 ⼤久保雅之 柴⽥忠洋 

 東條⼀邦 塩澤博⾏ ⼩野義邦 ⼩倉太 深沢昭仁 
 横⼩路淳⼀ ⼩林繁 上⽥昭 ⼟橋茂夫 野⽥正俊 
 横⼩路允⼦ ⼩池康郎 築野⼀彦 向⼭敏宏 
 塚原浩⼆ 浅利澄⼦ 

監 事    ⼩池正夫 森本直美 
 

（公財）南アルプス市体育協会評議員名簿 
 

清⽔初美 清⽔利治 森本薫 河野弘 相川共德 古屋芳雄 

内藤隆司 樋川純⼀ 河村⽇出雄 ⼩笠原良仁 ⿑藤勝⺒ 

古郡信 ⾦丸健 今村幸治 辻⾼廣 川⼝淳 市川幸雄 

望⽉孝美 志村憲男 佐野富⼀ 野呂瀬修 古井亨 ⽯川哲夫 

⾦丸ミツ⼦ 常盤悦⼦ ⻫藤国武 ⻘沼博⽂ 望⽉⼀夫 

三椚武 相⾺知恵⼦ 深澤勉 名⽥屋誠治 深沢完治 

依⽥睦彦 ⼾澤久 
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