
第16回　前橋市民生涯スポーツ大会
　平成29年１月22日（日）に、第16回前橋市民生涯スポーツ大会がヤマト市民

体育館前橋で開催されました。競技種目はスポレックとディスコンです。すでに

皆さんの中には競技経験があり、ご存じの方もいると思いますが、簡単に説明し

たいと思います。

　スポレックは、バドミントンコートを使い、スポンジのボールをラケットで打

ち合うテニスに似た競技です。ディスコンは、定められた長方形のコートを使い、

先攻がポイントを投げ、その後、ディスク（赤・青）をポイント近くに投げ合い、

得点を競う競技です。

　同大会にはスポレック競技59チーム、ディスコン競技32チームの多くの方が

参加し、それぞれ熱戦を繰り広げていました。中でもスポレック競技のコートでは、

どのチームも息の合ったペアで、サーブやレシーブ、相手への揺さぶりなど審判

をしていても見入ってしまうほどで、皆さん真剣に、そして楽しんでいる様子が

伺えました。また、ディスコン競技を見学に行くと、楽しみながらもチームとし

ての心理作戦が勝敗を分けているように感じました。

　全体的な感想として、多くの方々が、軽スポーツを通して、ますます健康でい

られること、そして、今後も自らが競技に参加できるように体力づくりに励んで

いきたいと思います。

桃井地区　スポーツ推進委員　吉尾丈仁　

第16回前橋市民生涯スポーツ大会結果
□日時　平成29年１月22日（日）
　　　　午前８時30分／開会式　午前９時／競技開始

□会場　ヤマト市民体育館前橋
□種目　スポレック（ダブルス）
　　　　ディスコン（１チーム３〜６名）

□参加チーム数　　◦スポレック　　59チーム
　　　　　　　　　◦ディスコン　　32チーム

各コート優勝チーム
スポレック １コート　おやこどん

２コート　ダブルしもだ
３コート　ど根性
４コート　フレームショット
５コート　あいのやMAX
６コート　城南スポレックの会C
７コート　城南スポレックの会D
８コート　城南スポレックの会E
９コート　あいのやまのちゃんこ
10コート　小池組

各コート優勝チーム
スポレック 11コート　清里スポレックA

12コート　岩神町
ディスコン １コート　高花台一丁目A

２コート　高花台一丁目B
３コート　高花台一丁目C
４コート　高花台一丁目D
５コート　高花台一丁目E
６コート　高花台一丁目F
７コート　千代田町一丁目B
８コート　下川体育委員

第53回 群馬県スポーツ推進委員研究大会
　平成28年10月10日（月）、渋川市民会館において群馬県スポーツ推進

委員研究大会が開催されました。県内市町村から359名が参加しました。

開会式に続いて、20年表彰５名、10年表彰９名、特別表彰１名の表彰式

が行われました。前橋市からは、齋藤副会長が、20年表彰されました。

　続いて渋川医療センターリハビリセンター科　理学療法士　大澤雅史先

生による「下肢の障害と予防について」の講演が開催されました。自分の

足に合ったシューズのインナーソールの重要性の話等大変役に立ちました。

　午後は実技でウォーキングを行うため、伊香保町に移動しました。伊

香保温泉石段街を含む約３キロのコースで、石段の段数を数えながら楽

しくウォーキングを行いました。

　　　南橘地区　スポーツ推進委員　黒田　侑　

スポーツ推進委員
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　この度、渋川市で行われた第53回群馬県スポーツ推進委
員研究大会においてスポーツ推進委員20年表彰を頂き誠に
感謝しております。
　20年間という長い間続けられたのは、諸先輩方並びに同
僚方のご指導の下、また地区の皆様が支援してくれた、お
かげと思っております。
　私がスポーツ推進委員になったのは前任者が任期途中で
退任したため急遽依頼があり２、３期ぐらいならと軽い気

持ちで引き受けましたが、あっと
いう間の20年間でありました。
　これからも自身の健康管理にも
気を付けて、地域の皆様が少しで
も心身共に健康でいられるよう老
若男女誰でも楽しく出来る生涯ス
ポーツを推進し普及していきたい
と思います。
上川淵地区　スポーツ推進委員　

　齋藤德治

　平成28年２月13日〜14日、渋谷区にあります国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された全国スポーツ推進
委員リーダー養成講習会が行われました。この講習会には、群馬県では前年度から県内５ブロックから１名ずつ参加しており、
昨年も全国80名参加のうち群馬県からは５名参加しました。
　講習会の内容は、２日間にわたり、９つの講義と３つの机上演習でした。

　講習会の中で特に印象に残った内容を幾つか
お話ししますが、一つ目は、平成23年にスポー
ツ基本法が制定されスポーツ振興は大きな転換
期を迎えたことです。我々は従前体育指導委員
と呼ばれておりましたがスポーツ推進委員と名
称変更され、従来の技術指導中心から、行政と
協力しながらスポーツ推進の連絡調整役を大き
く担うことになりました。そして、地域の課題
に深く関わって地域活性に貢献していくことも
期待されていることを再認識しました。

　二つ目は、スポーツは文化であること、そして我々にはスポーツ権があることを改めて知らされました。それがよく分か
るのはスポーツ基本法の前文であり、次の通りです。「スポーツは、世界共通の人類の文化である。スポーツは、心身の健
全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他
の精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身
体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を
営む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を
営むことは、全ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、各々
の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親
しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画することのでき
る機会が確保されなければならない。」
　三つ目は、演習のグループワーキングや、初日の夜に開催された懇親会に
おいて、全国から集まった各地域で活躍されている仲間からその熱意と意欲
的な活動に大きな刺激を受け、我々スポーツ推進委員はその使命をしっかり
全うしていかなければいけないと叱咤、激励されたことです。
　そして、このような有益な講習会を受講した５名は、翌年度の各ブロック研修会において伝達講習会を行うことになって
おり、私も平成28年８月27日、しんとうアリーナで開催されました中部ブロック研修会においてお話させて頂きました。
　これからも、前橋市スポーツ推進委員は、スポーツを通じて地域の活性に協力していきたいと思っていますので、我々の
活動にご協力頂きますとともに、我々を大いに活用してください。　　　　　　　　　　　　　　　研修部長　伊藤昌司

20年表彰を受賞して

平成27年度全国スポーツ推進委員リーダー養成講習会に参加して

国立オリンピック記念青少年総合センター

演習発表風景



１．概要
　1968年に高校生であったジョエル・シルバーが考案し、アメリカ合衆国のコロンビア高校で最初のゲームが行われた７

人制のチームスポーツです。

　2012年度から中学校学習指導要領（保健体育）にゴール型種目（バスケットボール、サッカー等と同様）として採用され、

普及も進んでいます。

　また、2024年夏季オリンピック競技大会への種目入りを目指しています。

２．競技方法（要約）
（１）プレイングフィールド
　100m�×�37mの長方形（バスケットのラインを利用しても良い。）とする。

ブリックマークは、

フライングディスク

が、フィールド外へ

出た時に、軸足を置

く位置として選択で

きる。

（２）フライングディスク
　公式大会では、日本フライングディスク協会公認ディスク（直径27㎝、重さ175ｇ）を使用するが、ローカルでは、ドッ

ヂビーのディスクを使用することがある。

（３）得点等
　①得点数で競われ、17点を先取したチームの勝利となる。

　②前半後半のハーフ制で行われ、どちらかのチームが９点先取した時点でハーフタイムとなる。

　③大会ごとに選手の人数・年齢、使用可能なスペースの都合等に合わせ、特別ルールを設けてもよい。

（４）ゲームの進行
　①�スローオフ（ディスクを投げる行為）されるまで、オフェンスチームはゴールライン上に片足をおいて待機し、ディフェ

ンスチームはエンドゾーン内にいなくてはならない。

　②�ディフェンスチームのスローオフをもって開始とする。

　③�オフェンスチームの選手がディスクに触れる、又はディスクが地面に落ちるまでは、ディフェンスチームの選手はディ

スクに触ってはならない。

　④�オフェンスチームは、ディスクを持った選手が歩くことなく相手陣地のエンドゾーンを目指し、ゴールを決めた場合（相

手エンドゾーン内でディスクをキャッチする）に１点となる。

　⑤�オフェンスプレーヤーがディスクを落とす、インターセプトされる、又はフィールドの外にディスクが出てしまった場合、

ターンオーバー（攻守交代）となり、攻撃権が相手に移る。

　⑥決勝点（17点）もしくはハーフタイムにはいる点（９点）以外の得点時には、

　　・速やかに次の攻守の準備を開始する。

　　・得点したチームがディフェンススタートとなり、スローオフをする。

　⑦ディスクを持ったら10秒以内にパスしなければならない。

　⑧ディスクを持っているプレーヤーに対して、２人以上でディフェンスしてはならない。

　⑨ディフェンスの走路妨害となる動きをしてはならない。

（詳細は、一般社団法人日本フライングディスク協会発行「アルティメット公式ガイド」等をご覧ください。）

清里地区　スポーツ推進委員　笠井好之

「アルティメット」の紹介
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私たちの地区では、こんなスポーツ活動で楽しんでいます。あなたも参加してみませんか。

①団体名　②種目　③代表　④会員平均年齢・男女人数　⑤活動状況　⑥会費等　⑦受入条件・特記事項

ちょっとのぞいてみたい、参加してみたいと思う方は、
お気軽に右記のスポーツ推進委員会事務局へ
電話でお問い合わせ下さい。

●連 絡 先
前橋市スポーツ課 スポーツ振興係

電話 ０２７(８９８)６９９０ 直通

仲間になって一緒に楽しみませんか

桃
井
地
区

①桃井FC
②�フットサル、その他（バドミン
トンなど）

③上田　龍司
④45歳、男10人、女５人
⑤桃井小学校体育館
　火曜日、午後７時〜９時
⑥年1,000円
⑦�色々な競技を取り入れ、楽しく行っ
ています。お気軽にどうですか。

中
央
地
区

①表町一丁目老連　Ｇ・G・Ａ
②グラウンドゴルフ
③中易　脩
④70歳、男４人、女14人
⑤�桃井小学校校庭・南町二丁目河
川敷グラウンド

　�日・火・金曜日
　午前９時〜12時
⑥年2,000円
⑦�年齢を問わず会員募集中です。
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①中川スポレッククラブ
②スポレック
③岡田　尚之
④40歳、男８人、女８人
⑤中川小学校体育館
　日曜日　午後６時〜８時
⑥年1,000円
⑦�スポレックに興味がある人はぜ
ひ遊びにいらしてください。楽し
いですよ。

① ラジオ体操サークル
②ラジオ体操（健康体操）
③田部井　寛
④73歳、男11人、女19人
⑤�南町公園　毎日（体操の後、散
歩を実施：希望者）　午前６時30
分〜６時45分頃

⑥無料
⑦�運動したい方、全員OKです。
南町二丁目以外の町外の方も
全員受入れOKです。

①生涯スポーツを楽しむ会
②�生涯スポーツ（主にグラウンド
ゴルフ）

③茂木　勝彦
④70歳、男13人、女６人
⑤主に城四広場
　土曜日　午前９時〜10時30分
⑥なし
⑦�どなたでも。生涯スポーツで笑
顔・親睦・健康のため。

①前橋バウンドテニスクラブ
②バウンドテニス
③小澤　隆
④45歳、男７人、女10人
⑤敷島小学校体育館
　金曜日（午後７時〜９時）
　土曜日（午後１時〜６時）
⑥年2,400円
⑦�できれば敷島地区。生涯スポーツとして、
子どもから大人まで楽しんでいます。

①芳賀バドミントンクラブ
②バドミントン
③降旗　誠一
④45歳、男10人、女７人
⑤芳賀中学校体育館
　月曜日　午後７時〜９時
⑥１回300円
⑦�市内在住・在勤。初心者から経
験者まで歓迎します。

①桂クラブ
②バレーボール（９人制）
③金山　治美
④47歳、女12人
⑤桂萱中学校体育館　毎週火曜日
　前橋市特別支援学校体育館　毎週金曜日
　午後７時30分〜９時
⑥月1,000円
⑦�どなたでも。経験不問！バレー
ボール好きな方大募集！

①文京町二丁目ゴルフ愛好会
②ゴルフ
③山田　健司
④73歳、男31人、女２人�
⑤県内のゴルフ場
　�年４回（５、７、９、11月）の
ゴルフコンペを開催

⑥参加費2,500円（プレー代は除く）
⑦�文京町二丁目在住の方。最高齢
者は91歳です。会員の健康と親
睦が目的です。

①GGF若四
②グラウンドゴルフ
③新井　利幸
④75歳、男12人、女12人
⑤�若宮町４丁目第１公園、若宮小
学校校庭

　火・木・土
　第２・４土曜日（若宮小学校校庭）
　午前８時45分〜12時
⑥月300円
⑦�なし。

①フラ カレン
②フラダンス
③田子由紀子
④55歳、女８人
⑤�関根町公民館
　火曜日
　午後２時〜４時
⑥月5,000円
⑦�アロハの心を学び、笑顔で楽し
く感謝の心で踊っています。

①岩神町四丁目グラウンドゴルフクラブ
②グラウンドゴルフ
③丸山　道夫
④75歳、男５人、女13人
⑤利根川河川敷グラウンドゴルフ場
　火・金曜日（午前９時30分〜11時）
　木・日曜日（午後１時〜２時30分）
⑥年4,000円
⑦�岩神町四丁目在住の方。健康づく
りと親睦が目的です。


