
歩こう会申込用紙
住所：〒

氏名：

電話：　　　　-　　　　　-

参加コース
※どちらかに○をつけて下さい。

※こちらを切り取り、市民体育館内ポスト又は
　ハガキに貼り付け郵送して下さい。

※ゼッケン番号をハガキでお知らせしますので、
　共同住宅の方は棟、号室まで書いて下さい。

16ｋｍ 11ｋｍ

（発　行）

東大和市体育協会
東大和市桜が丘2–167–13
東大和市ロンドみんなの体育館内

TEL. 566–3531

No.45
平成29年（2017年） 2月４日発行

ひがしやまと

集合場所　中央公民館前広場
集合時間　午前９時00分
定　　員　500名（申し込み順）
参 加 費　300円（参加費は当日徴収します）
参 加 賞　�ポカリスエット（500ml）1本、歩こう会ロゴ入り

タオル1本、乳飲料（250ml）1本
賞　　品　ゴール後に抽選で景品が当たります！
申 込 み　�右記「歩こう会申込用紙」に住所、氏名、参加コース、

電話番号を記入のうえ、市民体育館ポストへ又はハ
ガキに貼り付けて市民体育館宛へ郵送して下さい。

　　　　　☆当日受付も可能です
ハガキの宛先　 〒207-0022　東大和市桜ヶ丘２-167-13　

東大和市ロンドみんなの体育館内 
「第36回歩こう会」係へ

申込期間　２月１日（水）～２月25日（土）
☆お問い合わせは市民体育館へ。（TEL.042-566-3538）
※詳細は、ホームページまたはチラシをご確認下さい。
※�チラシ、体協だよりは市民体育館、市役所他市内公共施設（市
役所、図書館、公民館、集会所　各市民センター）、体協加
盟団体にあります。

第36回

平成29年3月5日開催 小雨決行
雨天の場合は３月19日に順延

ホームページ
http://hytaikyo.info/

コースは２種類
多摩湖周回コース

16km
中堤防コース

11km

多摩湖歩こう会
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体育協会はスポーツを通して市民の
体力維持、増進を図るととともに真の
スポーツの楽しさ、喜び、感動等を体
感してもらい共に仲間づくりや地域の
連帯感等を醸成したいと日々努めてお
ります。また行政と連携し「ふれあい
市民運動会」「ロードレース大会」「多

摩湖駅伝大会」等に協力してスポーツ振興、発展のため
に努力しています。

年間に１回の体協だよりですが体協傘下の団体が今年
度行った事業内容や市民大会等の記録等掲載しています。
（スキー連盟の事業、歩こう会、多摩湖駅伝大会はこれ
から実施）

東京都は2020年の東京オリンピック・パラリンピック大
会の機運を高めると同時に都民のスポーツ実施率70％を

目指して様々な行事やスポーツ環境の充実に努めています。
東大和市民のスポーツ実施率は、35.6％で現在の東京

都民の平均53.9％より低い状態です。
体協では傘下の各団体と手を携えてスポーツ実施率を

高めたいと市民の方々が気軽に参加できるよう内容を改
善し皆様方をお待ちしています。また年々参加が増えて
いるジュニア育成やシニアスポーツ（60歳以上の参加）
等の行事にも工夫を凝らして開催しています。

どうぞ皆さん！「見るスポーツからやるスポーツへ」
仲間と一緒にいい汗を流しスポーツの楽しさを味わい、
仲間をつくり親睦を深めて心と身体の健康づくりに励み
ましょう。

最後になりましたが体育協会を支えてくださる東大和
市、賛助会員の皆様方へ心より感謝を申し上げ挨拶とい
たします。

東大和市体育協会の皆様におかれま
しては、平素より市民スポーツの振興
にご尽力いただくとともに、ふれあい
市民運動会や多摩湖駅伝大会など、市
が実施するスポーツ行事へのご理解と
ご協力を賜り、誠にありがとうござい
ます。

昨年12月に行われました第51回東大和市ロードレース
大会では、前年度を上回る選手の皆様が参加され、大変
盛況でありましたが、今後、この大会を多摩湖駅伝大会
同様、多摩地域を代表する競技会に成長させていくため
にも、引き続き貴協会の皆様のご協力をよろしくお願い
いたします。

さて、2020年の東京オリンピック・パラリンピック大

会開催に向け、市では平成27年度より東京都の補助金を活
用して、普及啓発事業や障害者スポーツ振興事業に取り組
み、市民体育館のトイレバリアフリー化などを実施して
まいりました。来年度以降も引き続き、関連事業を充実し、
更なる気運醸成を図ってまいりたいと考えております。

また、平成30年度には当市を幹事市とする第３ブロッ
クで第51回市町村総合体育大会が開催されます。この大
会は、多摩地域30市町村を代表する選手の皆様が、地域
の誇りを胸に日頃の成果を競う一大イベントであります。
市といたしましても貴協会と一丸となり、取り組んでま
いりたいと考えております。

結びに、東大和市体育協会の益々のご発展、並びに会
員の皆様のご健勝、ご活躍を祈念いたしまして、ご挨拶
とさせていただきます。

いい汗流して、スポーツを楽しもう

連携を深めて飛躍の年に

東大和市体育協会 会長　芳 賀　文 治

東大和市長　尾 崎　保 夫

　『東大和市生涯学習・生涯スポーツ推進計画』（平成29年～平成38年）の素案が平成28年12月１日市
報にて告知、パブリックコメントで広く市民から意見を募集（締め切り平成29年１月４日）しました。
生涯スポーツの推進方針は

【自然豊かなまち東大和の特色を生かし、いつでも、だれでも、どこでもスポーツを楽しむまちに】です。
　東大和市は狭山丘陵に都立狭山公園・東大和公園、都立南公園、市立上仲原公園、緑道など東大和
市には、現在 100 か所を超える公園、緑地及び、こども広場が整備されています。健康で幸せな時
を過ごすまちとしてよりスポーツを市民全員が楽しんで欲しいと願っています。

スポーツ推進計画

未来を背負って立つ子供達へスポーツ都市への
バトンをつなぎましょう
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東大和市体育協会の皆様方におかれ
ましては、日頃よりスポーツ文化の普
及・啓発をはじめ、市民の体力向上や
健康づくりなど、社会教育全般にわ
たってご協力を頂いております。ここ
に、心から敬意と感謝を申し上げます。

また、市内中学校の部活動の指導に
つきましても、貴重なお時間を裂いていただく中で、こ
れまでの経験を生かした丁寧かつ熱心な指導・助言により、
生徒の技能やスポーツへの取組みの姿勢などにもよい成
果が見られ、充実した部活動が展開されています。あわ
せて感謝を申し上げます。

さて、昨年の夏開催されたリオデジャネイロ、オリン
ピック・パラリンピックでは、日本選手の活躍ぶりや世

界のトップアスリートの技能の高さなどに、日本中が沸
きかえりました。

スポーツは、人類が獲得してきた世界共通の文化であり、
オリンピック・パラリンピックの開催は、国民一人ひと
りのスポーツへの自発的な取組みを広げる絶好のチャン
スでもあります。教育委員会といたしましては、今後も
市民の体力向上や健康づくりに積極的に取組むとともに、
次代を担う子供たちが、一層スポーツに対する関心を高め、
スポーツへの結びつきを強くしていけるよう取組みを進
めてまいります。本年も体育協会の皆様方のご支援とご
協力をどうぞよろしくお願いいたします。

結びに、東大和市体育協会がさらに充実、発展してい
かれることを祈念いたしまして、挨拶といたします。

本年もよろしくお願いいたします 東大和市教育委員会 教育長　真 如　昌 美

平成28年度
東京都スポーツ功労賞受賞
　東京都スポーツ功労賞は、都民のス
ポーツ活動を支援しているスポーツ功
労者の方に対し、長年の功績を称え、表
彰するものです。
　東大和市体育協会総務部会長の貴
島信彦氏は、平成13年から東大和市ソ
フトテニス連盟の会長を務められ、対
外試合に積極的に参加、ソフトテニス
初心者講習会を長年実施し、受講者は
中学生を中心に述べ5,000人にもなり
ます。また、社会教
育委員としてもス
ポーツ推進計画策
定のため尽力され
ています。（本稿や
ま と 市 報12/1号
より転載）

平成28年度
東京都生涯スポーツ表彰受賞

（１） 功労者表彰
　軟式野球協会の
阿光十九男氏は、
平成28年５月８日

（日）第69回都民体
育大会春季大会開会式（東京体育館）に
おいて、平成28年度生涯スポーツ功労
者として表彰されました。阿光氏にお
かれましては、長年に亘り軟式野球協
会会長を務め、現在は協会の顧問とし
て活躍されておられます。また東大和
市体育協会の事業担当理事として体育

協会並びに、競技団体においてスポー
ツの振興に尽力された功績が認められ
たものです。

（２） 優良団体表彰受賞
　バレーボール連盟は、平成28年５月
８日（日）第69回都民体育大会春季大
会開会式（東京体育館）において、平成
28年度生涯スポーツ優良団体として
表彰されました。バレーボール連盟（岡
本皓夫会長）におかれましては、東大和
市体育協会の加盟団体として体育協会
の諸行事に積極的に参加し、協会主催・
主管行事としての市民体育大会バレー
ボール大会をはじめ、大会を通じて選
手及び保護者等の市民と交流を図り、
スポーツ文化として普及・振興に努め
ている。又、近年はシニアスポーツ振興
事業を開催し、シニア世代の体力の向
上及び指導を行い、生活に根ざしたス
ポーツ文化の浸透を図る等の活動でそ
の実績が評価され、これらの活動が広
く地域スポーツの振興に寄与している
ものと認められたものです。

平成28年度東京都市町村体育協会
連合会功労者表彰受賞
　水泳協会の濵田 實氏は、平成28年
７月16日（土）多摩
市で開催された第
49回東京都市町村
総合体育大会開会
式（「パルテノン多
摩大ホール」）にお
いて、平成28年度

東京都市町村体育協会連合会功労者と
して表彰されました。濵田氏におかれ
ましては、長年に亘り東大和市水泳協
会副会長として体育協会並びに、競技
団体においてスポーツの振興に尽力さ
れた功績が認められたものです。

東大和市体育協会表彰
　平成28年５月14日（土）評議員会に
おいて地域スポーツの振興に尽力し、
功績が顕著な個人・団体として次の
方々が表彰されました。（敬称略）
平成28年度表彰者・団体

【体育功労者】
　　団体名 受賞者　
　軟式野球協会 米田　武司
　軟式野球協会 長井　和広
　合気道連盟 出口　雄一
　バレーボール連盟 松嶋　智子
　バドミントン連盟 中村美代子
　テニス連盟 寺沢　正則
　水泳協会 江口　行弘
　スポーツチャンバラ協会 養田　早苗
　ゲートボール協会 小俣　和三
　ラジオ体操連盟 熊谷フキ子
　ボウリング連盟 田尻　悦子

【永年勤続表彰者】
　剣道連盟  竹内　信人
　合気道会 中西　一成
　卓球連盟 岸　　秀子

【感謝状贈呈】 小飯塚謙一
【優良団体】 空手道連盟・弓道連盟
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東大和市体育協会主催の年間最大イベント第27回ス
ポーツレクリエーションフェスティバルを、11月23日（水、
祭）９時から15時30分にて開催しました。

９時に開場し、９時30分から開会式を行いました。芳
賀会長の挨拶に始まり、ご来賓12名のご出席をいただき
代表して尾崎市長、中間副議長、真如教育長にそれぞれ
ご挨拶をいただきました。終了後は恒例により、ラジオ
体操連盟の藤原会長の指導で、参加者全員でラジオ体操
を行い、開会式を終えました。

10時から12時までの時間で、16テーブルに分かれて、
64名によるスリッパ卓球競技を始めました。一般の部
10テーブル、小学生の部２テーブルで各ブロックに分
かれて対戦し、それぞれの１位がトーナメントで順位
を競いました。少し時間をずらして、第１体育室の半面
を使用して、空手道連盟の森田、岩間、武内他の４名の
指導者により、25名の子供たちによる形の演武を披露し

てもらいました。小
さいながらもきびき
びとした見事な演武
でした。観客の皆さ
ん方からも大きな拍
手をもらいました。

空手道連盟のみなさんありがとうございました。
お昼休みの時間はレクリエーション協会の皆さん方計

24名により、レクダンスを踊っていただき、会場の椅子席、
観客席の皆さんに楽しんでいただきました。観客席には
沢山のみなさんに観ていただき、大いに盛り上がりました。

一方、地階ではレクリエーション協会のニュースポー
ツとレク式体力測定とスポーツ吹き矢が行われました。ラ
インクップに始まり、ラダーゲッター、囲碁ボール、モルッ
ク、ボッチャの各競技では開始早々から順番を待つ列が
できており盛況でした。レク式体力測定はタオルしぼり
から始まり、ストロー吸引、10ｍ障害歩行、ファンクショ
ナルリーチ、着座体前屈な
どはじめて経験するものば
かりで、参加者は自分の測
定記録を見て、貰った評価
表の年代別、男女別の平均
値と見比べてうなずいてい

ました。
向かいの部屋では

ゲートボール協会のみなさんが大勢応援に来られ、実物大
に近いコーナーが用意され、本物の競技を再現し参加者に
実技の指導をされていました。

午後はグラウンドゴルフです。66名の事前参加者があり、
当日申込みも４名ありましたが、最終的には57名となり
８ホールで競う競技とし、10グループに分かれて行いま
した。スポーツ推進委員の皆さんの審判により、従事者も
スポーツ推進委員の指導を得て運営に当たりました。ホー
ルインワンも当初予定した数を上回り４人の方が達成し
ました。表彰は１，２，３位と飛び賞、ＢＢ賞の方に賞品
が授与されました。お米、お菓子、クオカードと参加賞に
はとれたての大根が配られました。みなさんご満足いただ
けたようです。

今回の参加者は、スリッパ卓球64名、グラウンドゴル
フ57名、レク協会58名、空手道29名、役員11名、来賓８
名、従事者80名（ゲートボール助勢29名含む）、スポ－ツ
推進委員８名、一般170名、合計523名でした。関係者の
皆さんありがとうございました。

スポーツ レクリエーション フェスティバルを開催！！
平成28年度第27回

第27回スポレク卓球競技成績表
種目 優勝 準優勝 三位 三位

小学生上位の部 武部 一滉 永井 康喜 斎川 快流 張　 至帆
小学生下位の部 信夫 麦巴 鳥羽 美澄 有田 明史 青本 和也
一般上位の部 平澤 慶太 川崎 道彦 太田 　稔 植野 友耀
一般下位の部 守屋 健作 水島 雅夫 山本 恭子 竹田 サキ第27回スポーツレクリエーション

フェスティバル
グラウンドゴルフ入賞者

優　勝　：　清水　和江　スコア＝21
準優勝　：　浅見　玲子　スコア＝22
第３位　：　岸野　重行　スコア＝23

（ブービー賞　高杉　修　スコア＝37）
他に、飛び賞 ６名、　ホールインワン賞 ４名
申込人数：66名　当日申込み：４名　合計70名
当日競技参加者数：57名
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第51回  ロードレース大会
晩秋の12月４日（日）、紅

葉が真っ盛りの東大和南公園
を中心とした警視庁グラウン
ドを周る市道の周回コースで、
東大和市体育協会と東大和市
陸上競技協会の主管による、
第51回東大和市ロードレー
ス大会が、市内をはじめ、近
隣市から申込みされた参加者
724名と過去最高の大会とな
りました。

体育協会傘下の従事者の
皆様、ありがとうございまし
た。

小学校・中学校リレー　結果
順位 小学校男女混合リレー タイム

第１位 第二小学校 ２分２秒57
第２位 第七小学校 ２分３秒31
第３位 第十小学校 ２分４秒52

順位 中学校男子リレー タイム
第１位 第四中学校 51秒26
第２位 第三中学校 53秒65
第３位 第一中学校 54秒00

順位 中学校女子リレー タイム
第１位 第五中学校 58秒65
第２位 第一中学校 59秒77
第３位 第二中学校 １分00秒12

Ｈ28年9月25日（日）

Ｈ28年12月４日（日）

出場者感想
● 今回はムカデ競走に出たり、自由参加競技に沢山出

ました。体験コーナーではグラウンドゴルフでホー
ルインワンが出て本当にラッキーでした。足も心配
しましたが何とか楽しい１日でした。役員方々本当
に前日当日の準備ご苦労様でした。

● 今回第46回ふれあい運動会に私は体育協会の従事
者としてゲートボール協会から３名参加しました。担当はイベント部の体験
コーナー係りでした。車イスに試乗しながらバスケを行うスポーツの体験でし
た。開場すると当初の目標より多く順番待ちが出来るほど盛況でした。体験者
の感想は「おもしろく楽しかった」との声が多かった。交代させるのが大変でし
た。結局188名で締め切りました。メイン会場では開会式、閉会式しか見る事が
出来ませんでした。来年はぜひ参加したいと思います。

宣誓 第51回東大和市ロードレース大会 各種目別優勝者

第46回ふれあい市民運動会
上仲原公園野球場で長雨が上がり、秋晴れの運動会日

和となり前年度大好評の小・中学校リレー、市内全校が参
加となりました。大会新記録が小学校男女混合リレー（２
分２秒57）、中学校男子リレー（51秒26）中学校女子リレー

（58秒65）今年のタイムは昨年より良い成績となりました。
みんなで感動と感激に観客席から大きな拍手！先生と記念
写真、係りから参加賞をいただきました。来年もぜひ参加
して下さい！！【参加者 従事者119名＋プログラム配布
数1,915名＝2,034名】

また来年参加

して下さい♪♪

うまべぇ

部　　門 氏名 学校 記録 距離

小学４年 男　子 大島　航太 東大和二小 ９分53秒

２，500ｍ

女　子 本間　美結 東大和四小 10分21秒

小学５年 男　子 山本　歩陸 稲城四小 ９分22秒
女　子 松本　葉那 南台小 ９分58秒

小学６年 男　子 赤池　万里 北川根小 ９分15秒
女　子 斎藤　萌莉 東大和三小 10分25秒

中学１年 女　子 廣川　祝子 八王子由井中 ９分45秒
中学２・３年 小池　未来 東大和五中 ９分56秒

一般女子 39歳以下 野木　宏美 ９分21秒
40歳以上 三浦　朋子 10分24秒

中学１年 男　子 小野　　透 戸田中 17分46秒

５，000ｍ

中学２・３年 野村　一貴 東大和四中 17分55秒

一般男子

39歳以下 外山　高広 多摩湖ＲＣ 15分58秒
40歳代 上條　充洋 17分05秒
50歳代 川崎　久生 ニチベイ 17分54秒

60歳以上 矢澤　　篤 20分23秒
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柔道会
　東大和市柔道会は、平成29年２月11
日に第50回東大和柔道大会を開催いた

します。
　半世紀の長き活動を支えて頂いた多
くの方々に、感謝するとともに今後とも
青少年の育成並びに、生涯スポーツの
推進に努めてまいります。本年度は、
市内や近隣の大会においても多くの会
員が、入賞し活躍出来ました。
　また、お母さんがお子さんと共に始め
て、楽しまれる事も増えてきました。幼
児から大人まで、楽しく汗を流し、時に
は自分に厳しく練習を重ねています。

☆会員募集中☆
東大和市柔道会代表　高橋まで
TEL.090-9813-1771

剣道連盟
　当剣道連盟は、『剣道の理念』＝「剣
道は剣の理法の修錬による人間形成の
道である。」（㈶全日本剣道連盟昭和
50年３月制定）を目的として、小中学生
から大人まで日々稽古に励んでおります。
　昨年度は、連盟創立50周年の節目
を迎え、記念大会・式典等を行い、盛
会裡に終わりました。今年度は、次の
60・70周年に向け初心に帰り、さらな
る発展を目指して会員一同心新たに活
動しています。
　７月には２日間に及ぶ日本武道館で
開催された平成28年度全日本少年少女
武道（剣道）錬成大会（第２日目・439
チーム参加）で、当連盟の小学生選抜

チームが、第５ブロック・59チームの中
で見事３位（敢闘賞）に入賞しました。
このことは、日頃の充実した稽古の成
果が発揮されたことと思います。
　現在、以下の４項目を「指導目標」に掲
げ、小・中学生を中心に指導員が一体と
なり剣道を通して心と体を鍛えています。
○指導目標
1.  剣道の基本を正しく指導して、技術

の向上をはかる。
2. 健康で、体力のある子どもをつくる。
3. 何事でもやり遂げる子どもをつくる。
4. 世の中の役に立つ子どもをつくる。
○場所・練習日・時間
　第一小学校体育館　毎週木曜日
　第二中学校体育館　毎週水曜日・土曜日
　時間　18時30分～21時00分

★ 昭和42年（1967年）８月から実施の歴
史ある夏期合宿、現在も継続中です。

★会費等
入会金3,000円　会費３か月4,500円
＊会費の兄弟姉妹割引制度あります。
問合せ先　剣道連盟　会長　岸和雄
　　　　　電話　042－561－0408
※ 小学一年生からいつでも入会できま

す。ぜひ一度見学・体験に来てください。

加 盟 団 体 紹 介

団　体　名 代表者名 電話番号
軟式野球協会 小山　　正 563-0050
ソフトテニス連盟 貴島　信彦 511-1857
柔道会 高橋　　昭 562-2556
剣道連盟 岸　　和雄 561-0408
合気道会 吉川　五郎 564-3287
空手道連盟 森田　博之 090-3337-9797
弓道連盟 川鍋　　茂 566-4888
スキー連盟 檜野　勝衛 090-5446-3839
バレーボール連盟 岡本　皓夫 561-4348
卓球連盟 金井　元則 562-6408

団　体　名 代表者名 電話番号
バドミントン連盟 尾﨑　菊治 564-7357
テニス連盟 木下　慶一 090-2539-6120
ソフトボール協会 森山　征男 565-5048
水泳協会 神谷　哲司 564-5242
スポーツチャンバラ協会 中林　未孔 566-6698
ゲートボール協会 平田　征男 564-6237
サッカー協会 北原　　由 560-1164
ラジオ体操連盟 藤原　義人 562-1373
ボウリング連盟 関田　　貢 563-1675
バスケットボール協会 田中　康久 0428-42-3022

平成28年度 東大和市体育協会加盟団体 団体長一覧

軟式野球協会
　野球協会の少年野球連盟に９チーム
が加盟しています。このチームに所属
し、市内中学を卒業後、プロ野球選手
になった方が４名います。皆さんも『夢』
をかなえてみませんか。
江藤智（えとうあきら）氏は、1970年生、
３中卒、内野手、広島東洋カープ～巨
人で20年間活躍、ホームラン王２回通
算364本、2000年の日本一に貢献、
現在巨人軍１軍打撃コーチ。

小野公誠（おのこうせい）氏は、1974
年生、１中卒、捕手、ヤクルトで10年
間活躍、『プロ入り初打席と最終打席が
ホームラン』の記録保持者、２年間ヤ
クルトコーチ。
岩 隈 久 志（いわくまひさし） 氏は、
1981年生、４中卒、投手、アメリカの
シアトルマリナーズで活躍中、日本で
107勝（最多勝２回）アメリカで63勝（今
季は16勝）チームのエース級。
菊 池 涼 介（きくちりょうすけ）氏 は、
1990年生、３中卒、内野手、広島東

洋カープで活躍中、守備、走塁技術が
抜群、今季141試合でエラーは４回のみ、
侍ジャパンの代表選手。

練習に励むホワイトマナーズの選手
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合気道会
　会の名称は「東大和市合気道会」。
東大和市体育協会傘下の団体です。創
立は昭和43年４月と古くH28年９月
18日には第47回市民体育大会の一環
として近在の友好団体を招き第48回
の演武大会を催しました。
　道場は①東大和市民体育館と②東大
和市立清原市民センターを利用してい
ます。稽古は①日曜日16：30～17：
30子供・婦人クラス 17：30～19：
00一般クラス、水曜日14：00～15：
30婦人クラス、金曜日19：30～21：
30一般クラス②日曜日９：45～10：
45子供・婦人クラス 10：45～12：
00一般クラスで道場長：澤田朗７段・

会長：吉川五郎
６段の２人が責
任指導を行って
おります。子供
クラス年２回の
昇級審査、一般・
婦人クラス年３
回の昇級・昇段
審査。また友好
団体主催の演武
大会への参加。
　年間行事は４月野外稽古・総会、５
月全日本演武大会参加・護身術講習会、
６月初心者講習会、７月バーベキュー
大会・合宿・全日本少年少女練成大会、
９月市民体育大会・演武大会、11月
スポーツレクリエーション参加、２月

親子ファミリー教室・指導者講習会、
３月卒業生記念演武大会です。
　会員（男性：59名・女性：35名・
子供クラス54名）一同「怪我なく楽
しく」をモットーに稽古に励んでおり
ます。皆様、ご一緒に合気道をしてみ
ませんか。待っています。

ソフトボール協会
　今年度の加盟は一般男子13チーム、
一般女子１チームで活動しました。協
会主催一般男子の春季大会（５、６月）
12チーム、秋季大会（10、11月）13
チーム、市民体育大会（９月）12チー
ムの参加により開催しました。昭島市
くじら公園グラウンドで行われる市町
村大会にも参加しています。
　一般女子は市町村大会（４、６、
10月）、都民生涯スポーツ大会（９月）

に参加しました。「勝利の
女神」から見放されて久
しいのですが、若い人が
少し入ってくれましたの
で今後の活躍に期待した
いと思います。
　ソフトボールは2020年
東京オリンピックの種目
に追加されたので、来年
度からはもっと盛り上が
る事と思います。親睦、健康の維持、
増進、技術の向上のために新規チーム

の入会をお待ちしています。

テニス連盟
　テニス連盟は、テニスを通じて会員
相互の交流、技術の向上をはかること
を目的に活動を行っています。現在の
加盟団体は東大和テニスクラブ、グラ
ンパサージュ・テニスチーム、ＴＯＡ 
ＤＫＫ、森永乳業、テセック、ＴＵＣ
テニスサービス東大和、ＢＩＧ ＢＯＸ
東大和の７団体です。
　活動内容として、春は連盟主催、秋
は市が主催で、上仲原公園のテニス
コートにて市民大会を開催していま

す。男女シングルス、男
女ダブルス、団体戦、ミッ
クスダブルス等、年間12
回の大会を開催していま
す。夏には山中湖で合宿
を行い各団体の交流を深
めると共に、コーチによ
るレッスンで短期集中で
レベルアップを図ってい
ます。
　興味のある方は東大和
市テニス連盟のホームページの「連盟
紹介」にメール送信フォームがありま

すので、そちらからお問い合わせ下さ
い。

山中湖テニス合宿風景

バスケットボール協会

合気道会 バスケットボール協会 剣道連盟 スポーツチャンバラ協会

ソフトテニス連盟テニス連盟 サッカー連盟 卓球連盟

ホームページのある団体
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空手道連盟
　平成28年度は、空手界悲願のオリンピック種目決定があ
り、空手道を練習するジュニアにとり、大きな目標ができ活
気ある年でした。当連盟の主要なジュニア育成事業は、空手
道の講習会と大会があります。11月13日と12月18日の講習
会は、50名近い参加者があり、特別講師の先生のもと充実
した練習が出来ました。１月９日は尾崎市長をお招きして、
140名近い選手が参加し白熱した空手道大会となりました。
当連盟は、選手の養成と、青少年の健全育成に寄与できるよ
うさらにジュニア育成事業に取り組む所存です。

弓道連盟
　７月と11月に開催されたシニア健康増
進弓道大会は、両日ともに好天にも恵ま
れ、市内の弓友が集う大会となりました。
通常弓道競技では28メートル先の白と
黒の同心円の的を使用し、その的中数
を競いますが、今回の大会では多色同
心円の点数的を使用し、その得点を競
う方式を採用しました。この的は中心近
くに当たるほど点数は高くなりますが、
もちろん的枠を外れれば０点となります。

　一般的に弓道は競技者年齢の高い武
道と認識されています（事実、定年退
職後から始められた方も多くいらっしゃ
います）が、今回は中高年者も交えての
大会となりました。また、全国的にも年々
女性の弓道競技愛好者が増えてきてお
り、その実力も向上してきています。今
回の大会においても参加者や成績上位
者に高年齢者や多くの女性が名を連ね
ました。このことからも、「競技技術に
年齢差や男女差がない」という弓道競
技の特性がよく表れた大会となりました。

ソフトテニス連盟
　ソフトテニス連盟はジュニア育成地
域推進事業に平成19年度から参加し、
今年で10年目。８月７日、11月６日

にはプロのジュニア指
導者による技術講習
会、12月11日 に は １
年間のまとめとして学
年別個人大会を実施し
ました。特に８月の第
一回技術講習会は酷暑
の中、一日中練習を行い、技術習得は
勿論、受講者が精神的にも強くなった
と感じました。また、今年は中学校の
地区大会（６市大会）で個人優勝者を
輩出しました。このジュニア事業や連
盟派遣指導者の部活指導、月一回の連
盟主催初心者講習など連盟活動もジュ

ニア選手の育成に役立たと思います。
　一方60歳以上の会員を中心に６月
12日と10月23日にシニアスポーツ振
興事業「シニア健康ソフトテニス大会」
を実施しました。当日は男女混合ダブ
ルス戦を中心に親睦試合を行い、和気
あいあいで健康な一日を過ごしました。

Jr

ｼﾆｱ

Jr

Jr

ジュニア育成事業・シニアスポーツ振興事業

スキー連盟
　大自然と一体感になれる数少ないス
ポーツの一つ……それが『スキー』です。
常に変化する気象条件の中で心肺機能
を高め、心身の健全な発達に寄与するス
ポーツです。斜面を自由にスピードをコ

ントロールしながら滑ることは大きな爽
快感と達成感が味わうことが可能です。
　ジュニア育成地域推進事業にあたり、
どんなスポーツも最初は初心者です。今
後の世代を担う子供たちの指導は我々
大人達の使命です。大自然と戯れる・・・
こんな楽しいスキーの指導に関し、東大
和市スキー連盟では、誰でも滑る事が
出来るよう、安全面の配慮・スキー技術
の基礎の伝授・スキー技術の向上確認
等、ジュニアに対しマナー・ルールも含め、
きめ細かな指導を進めてまいります。
　シニア振興事業について、過去に滑っ
た経験があり暫く停滞したが、再び爽快

感を味わいたいとか、簡単で疲れない
スキー技術の習得、滑った後のアフター
スキーに期待・・・等々安全に配慮したス
キー技術を身に着けたい方を対象に指
導してまいります。初心者も大歓迎です。
　市民の積極的なご参加をお待ちして
います。

Jr

ｼﾆｱ
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バレーボール連盟
　東大和市バレーボール連盟では、市
内小・中学校の体育館を利用して、家
庭婦人（９人制）・一般男子（６人制）・
ソフトバレーボール（４人制）週１～
２回練習を行っている。
　市民大会、対外試合（都民大会・市
町村大会・都地域連盟・都ママさんバ

レーボール連盟・多摩連盟・都生涯ス
ポーツ大会）に参加をする。
　今年度も、生涯スポーツ大会ソフト
バレーボールブロンズの部で優勝をす
る。
　H28年度、シニア事業健康バレー
ボール大会に80名の参加者が、元気
に交流会を楽しみました。

水泳協会
東大和市シニア健康水泳教室

　水泳協会が主管し、平成28年度シニ
アスポーツ振興事業の一環として「第２
回東大和市シニア健康水泳教室」を開
催しました。
　東大和市ロンドみんなのプール（東
大和市市民プール）の25Ｍプール北側
２レーンを使用し、主に60歳以上の方
を対象に、「安全で、楽しく、のんびり

健康的に泳ぐ事」をテー
マに、初心者の方・少し
しか泳げない方を中心に
水泳を楽しんで頂くのが
目的です。
　参加希望者が22名と
前回を大幅に上回りまし
たが、当初予定していた
８月20日（土）、８月21
日（日）、８月27日（土）、８月28日（日）
の計４回の内、天候不順の為、プール
教室は１回しか実施出来ませんでした。

本当に残念！無念！　来年は４回必ず
実施するぞ！　みなさん是非参加して
下さい！

ｼﾆｱ

卓球連盟
　卓球連盟では、日曜日の午後１時～５
時まで東大和市立第８小学校で日曜学
校開放卓球練習会を行っています。市
内や近郊からたくさんの卓球愛好家が

参加し練習やゲームをしています。
　今年度の事業は、東大和オー
プン選手権大会（６月）、納涼
大会（８月）、市民大会（11月）、
ジュニア育成（６月、12月）、
シニアスポーツ振興事業（12

月）、新春初打ち大会（１
月）を行いました。
　ジュニア育成では全日
本で活躍した渡邉将人先生と早
稲田大学の学生を３人招いてジュ
ニア強化練習会を行ってます。日
本トップクラスの選手と一緒に技
術練習、ゲーム練習を行いました。
　シニアスポーツ振興事業では

生涯スポーツの一環として、80歳を超
えても楽しめるラージボール卓球教室
を開催しました。健康維持のため何か
スポーツを始めたいと思っている方、仕
事をリタイヤされて何か始めようという
方、ラージボールを始めてみませんか。

Jr

ｼﾆｱ

ｼﾆｱ

生涯スポーツ大会参加者

バドミントン連盟
　バドミントン連盟は昭和50年に発
足し、現在４団体と個人加盟の会員で
構成されており、春季大会（５月；ダ
ブルス、６月；団体戦）、市民大会（９
月；ダブルス戦、10月；団体戦、11月；
シングルス戦）、新春ミックス大会（１

月）を開催し、一般市
民、中学生等、多数
の方々の参加を頂き
ながら活発な活動を
進めています。また
都民大会や市町村大
会等の市外の大会に
も積極的に参加を続

けています。
　一方、東京
都からの助成金を受けて、６月
にはシニアバドミントン交流会
を開催、約25名のシニアが元
気に交流試合を楽しみました。
８月には、競技の普及を目的と
して小中学生向けにジュニアバ
ドミントン教室を夏休み期間に

全４回シリーズで開催しています。今
年も多数の中学生たちが厳しい講師の
指導の下、大汗をかきながらバドミン
トンの楽しさに、技術向上にチャレン
ジしました。
文責；担当理事　山地　睦彦、
連絡先　042－562－7397シニアバドミントン交流会参加の皆さん

ジュニアバドミントン教室参加の皆さんｼﾆｱ

Jr
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ゲートボール協会
　当協会は現在会員≒150名・18クラ
ブの活動団体で、創設33年になります。
　年間７回の会員対象大会を開催し、
更にクラブ間での親睦交流試合もあり、
活動は非常に活発です。加えて外部団体
主催大会への派遣や自主参加を積極的
に進めています。『泉くらぶチーム』は都内
の数十チームが参加した予選を勝ち抜い
て昨年10月に開催の『ねんりんピック長
崎大会』に東京代表としてチーム２度目
の出場を果たしました。これらの活動を
通して、会員の健康寿命ＵＰ・親睦増進等
に努力しています。毎年12月には『歳末
助け合いゲートボール大会』を開催して

会員が日々蓄えた１円玉等の硬貨や、各
クラブで募った寄付金を持ち寄り、準備
された募金箱に、暖かい気持ちと共に入
れています。この募金は即日に当協会の
代表が、社会福祉協議会へ納めています。
　活動の課題は『会員の増強』です、
機会ある毎にＰＲに努めています。
　最近の事例では次のような活動があ
ります。
H 27/９　ふれあい市民運動会でゲート

ボール体験コーナーを設けた
H 27/11　中央公民館の「地域デビュー

パーティ」でＰＲコーナーを設けた
H 27/11　当市体育協会主催スポレク

で、体育館床に人工芝のミニコートを
設置し、参加者に実技体験をして貰っ

た。又、競技用ボール利用のビンゴ
ゲームも用意し「ボールを打つ楽しさ」
を体験して貰った。

　ゲートボールは誰でも楽しめるスポー
ツです。初めての方も大歓迎で「初心
者教室」を開いています。是非電話を
して下さい。565-2480 小榑（GB協会
指導部長）

ラジオ体操連盟
　今年で５回目を迎える、シニアのた
めの健康講座と簡単な体操（講師：多
胡肇先生 日時：10月14日（金）、場所：
清原市民センター 参加者61名）平成
28年度シニアスポーツ振興事業を実施。
　毎日NHKのラジオから聞えるラジオ
体操、高齢者の健康維持増進には最適な
運動です。今回も多くの参加者の方から
感想をいただきましたのでお届けします。
感想：日頃やっていない事を今日良く
教えてくれて良かったです。体操してい
る時この体操をやっていて、どういう効
果があるのか、やっていて考えてやる事

が良い！ と言ってい
ましたのでただ漠然
とやるのではなくこ
れからはラジオ体操
をする時は良く考え
てやることにします。
　毎年参加させて
いただき有難うござ
います。楽しみにしております。最高の
先生と間近で接する事が出来ます。１
年に２回位実施して頂けると有難いです。
　体操の実技のお話もいいですが時に
は椅子の座学がとても良いのが、自分
の勉強になりました。ラジオ体操は意
識して行うことが大事。

　先生の話し方もうまく時々笑う事もあ
り、毎年出席していますがこれからも
出席して先生の話も聞きたい。来年も
お願い致します。今日は出席してとても
良かったです。
　来年度も計画していきますのでぜひ
多胡先生の講座に来て下さい。

ボウリング連盟
　平成28年７月27日（水）、会場は東
大和グランドボウルにてシニア健康ボウ
リング大会を実施いたしました。
　東京都のシニアスポーツ振興事業に
参加して２年間の実績が出来ました。
本年度は月例会の高齢者とあすなろ月
例会会員との合流にて、技術向上と会
員相互の親睦を深めていただく企画を
いたしました。

　参加資格を65歳以上、定員35
名、講師には河崎憲子プロにお願
いし、講習会終了後に２ゲームの
大会を行い、上位者を表彰いたし
ました。
シニア健康ボウリング大会結果
優勝：天野 理知雄、準優勝：渡
辺 勲、三位：大内 秀弥
　ボウリング連盟では毎月の月例
会・あすなろ会の参加者を募集しており
ます。気軽に参加して、ボウリングを活

かした健康づくりを一緒にしてみません
か。お待ちしております。

ｼﾆｱ

ｼﾆｱ

ｼﾆｱ

サッカー協会
　今年度もジュニア育成地域推進事業
として、Ｕ－12年代を中心にストライ
カー教室、ゴールキパー教室８回、少
女サッカー教室１回を実施しています。
　また、毎年恒例となっています夏休
み最初のＦＣ東京、Ｊフロンテッジによ
る少年少女サッカー教室も実施。少年
部市民大会、少年、少女の招待サッカー
大会の実施、東京都少年連盟14ブロッ
ク公式戦主管、中学部市民大会、東京

都ユース連盟公式戦主管、一般
部市民リーグ、市民大会（少年
の部、中学の部、一般の部）の
実施など各カテゴリーで活発な
活動をしております。
　また、現在Ｊリーグで３名、な
でしこリーグで１名の東大和市
出身選手が活躍しております。
　その先輩たちを目標にジュニ
ア育成事業対象年代の選手たち
も関東の大学、なでしこリーグ加盟チー
ムのユースチーム等で活躍しており、

2020年東京オリンピックでの活躍も期
待されます。

Jr

2016年度 少女サッカー教室
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◇優勝者・団体一覧　（青文字は大会新）
部門 競技種目 名前 所属

50歳以上男子 50m自由形 加藤　彰久 中央
60歳以上男子 50m自由形 中鉢　浩伸 桜ヶ丘

30歳以上女子 25m平泳ぎ 山田　　碧 南街
40歳以上女子 25m平泳ぎ 神谷佳津子 狭山
50歳以上女子 25m平泳ぎ 佐藤　和美 桜ヶ丘
60歳以上女子 25m平泳ぎ 川崎美也子 桜ヶ丘

29歳以下男子 50m平泳ぎ 石井　侑登 中央
30歳以上男子 50m平泳ぎ 神谷　祥司 向原
40歳以上男子 50m平泳ぎ 木塚　孝夫 蔵敷
50歳以上男子 50m平泳ぎ 加藤　彰久 中央
60歳以上男子 50m平泳ぎ 中鉢　浩伸 桜ヶ丘

29歳以下男子 50m背泳ぎ 福井　勇葵 狭山
50m背泳ぎ 松木　　裕 中央

29歳以下男子 50mバタフライ 福井　勇葵 狭山

小学１～４年男女混合 100mリレー 坂本・上村・吉江・白井
小学６年男女混合 100mリレー 飯島・秋山・渡部・星野

中学生男子 200mリレー 宮森・粕谷・飯島・樫山
高校生女子 200mリレー 一戸・中尾・朝見・牧野（東大和南高校）
高校生男子 200mリレー 会沢・大谷部・吉田・本橋（東大和南高校）

軟式野球 参加者：2,490人

◇少年野球の部
種目 優勝 準優勝 三位

Aの部 八小ライダース 十小上北台ストロングス 四小イーグルス
Bの部 十小上北台ストロングス タイガーシャーク ホワイトマナーズ
Cの部 ホワイトマナーズ タイガーシャーク 芋窪アトラス

◇軟式野球の部
優勝 準優勝 三位

特１部 鷹 ドンゴローズ

１部 H2Oサクセス 六本木ネルズ
仏

東大和市役所

２部 HOT LINE ZEBRA
ネオイカルス
ベンダース

３部 クラッシャー キャリーズ
武装

みるきい

剣道 参加者：227人
種目 優勝 準優勝 三位

小学一・二年生の部 福田　一剣 尾崎　有香 長谷川直朗
小学三年生男子の部 渡邊　成柊 内村　徹志 細矢　和希
小学四年生男子の部 花輪　明政 新井　遥輝 橋本　拓磨

小学三・四年生女子の部 矢野　栞那 津川　美宇 板井　鈴音
小学五・六年生の部 増森　勇輝 原　真央樹 伊藤　壮良
中学一年生男子の部 中村　颯汰 松田　純輝 住瀬　智也
中学二年生男子の部 竹ノ内元栄 谷内　貴哉 安田　　陸

中学一・二年生女子の部 河村　優花 板橋　嬉歩 松尾　瑠奈
高校・一般の部 瀬﨑　明人 吉澤　　昇 金子　　泰

水泳 参加者：639人

男子優勝 １中ブロック 女子優勝 ４中ブロック

◇優勝者・団体一覧　（青文字は大会新）
部門 競技種目 名前 所属

小学生１年女子 25ｍ自由形 築島　仁子 第２小学校
小学生１年男子 25ｍ自由形 三吉　　晴 第１小学校
小学生２年女子 25ｍ自由形 木地谷菜心 第７小学校
小学生２年男子 25ｍ自由形 古谷　徳隆 第８小学校
小学生３年女子 25ｍ自由形 斉藤　那奈 第２小学校
小学生３年男子 25ｍ自由形 福島　伶和 第６小学校
小学生４年女子 25ｍ自由形 三並　絢花 第３小学校
小学生４年男子 25ｍ自由形 白井　裕貴 第６小学校
小学生５年女子 50m自由形 栗原　茉子 第３小学校
小学生５年男子 50m自由形 西川幸史朗 第１小学校
小学生６年女子 50m自由形 鈴川　桃々 慶応幼稚舎
小学生６年男子 50m自由形 星野　皓輝 第７小学校

小学生４年女子 25ｍ平泳ぎ 三並　絢花 第３小学校
小学生４年男子 25ｍ平泳ぎ 白井　裕貴 第６小学校
小学生５年女子 50ｍ平泳ぎ 栗原　茉子 第３小学校
小学生５年男子 50ｍ平泳ぎ 西川幸史朗 第１小学校
小学生６年女子 50ｍ平泳ぎ 鈴川　桃々 慶応幼稚舎
小学生６年男子 50ｍ平泳ぎ 渡部　汰知 第９小学校

小学生５年女子 25ｍ背泳ぎ 福田　愛音 音大附属小
小学生６年女子 25ｍ背泳ぎ 齋藤万佑子 第２小学校
小学生６年男子 25ｍ背泳ぎ 星野　皓輝 第７小学校

中学生女子 100m自由形 小林　舞実 第３中学校
中学生男子 100m自由形 福井　梓恩 第１中学校

中学生女子 100m平泳ぎ 猪股　希香 第１中学校
中学生男子 100m平泳ぎ 松久保太志 第２中学校

中学生女子 50ｍ背泳ぎ 猪股　希香 第１中学校
中学生男子 50ｍ背泳ぎ 樫山　貴一 第４中学校

中学生女子 50ｍバタフライ 石橋　舞衣 第５中学校
中学生男子 50ｍバタフライ 福井　梓恩 第１中学校

高校生女子 100m自由形 中尾実幹子 東大和南高校
高校生男子 100m自由形 天野　颯太 明法高校

高校生女子 100m平泳ぎ 牧野　愛夢 東大和南高校
高校生男子 100m平泳ぎ 小俣　陽崇 東大和高校

高校生女子 50m背泳ぎ 牧野　愛夢 東大和南高校
高校生男子 50m背泳ぎ 本橋　和也 東大和南高校

高校生女子 50ｍバタフライ 牧野　愛夢 東大和南高校
高校生男子 50ｍバタフライ 吉田幸太郎 東大和南高校

30歳以上女子 25m自由形 山田　　碧 南街
40歳以上女子 25m自由形 神谷佳津子 狭山
50歳以上女子 25m自由形 佐藤　和美 桜ヶ丘
60歳以上女子 25m自由形 川崎美也子 桜ヶ丘

29歳以下女子 50m自由形 大長　友美 新堀
29歳以下男子 50m自由形 桑畑　和成 向原
30歳以上男子 50m自由形 久保田剛夫 髙木
40歳以上男子 50m自由形 木塚　孝夫 蔵敷

第47回市民体育大会　競技別上位入賞者・団体一覧
第 47回市民体育大会は、約 14,809 名の市民が参加し、各会場で熱戦が展開されました。
各競技の入賞者・団体は下記のとおりです。
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合気道 参加者：242人
種目 優勝 準優勝 三位

小学生低学年の部（男子） 藤岡佑之助 本田　康成 小出　勇樹
小学生低学年の部（女子） 有田　　想 鳥羽　美澄 矢野　心奈
小学生中学年の部（男子） 椎名　祐充 鳥羽　正樹 長谷川昊亮
小学生中学年の部（女子） 河内　佳乃 比留間郁乃 松島　碧子
小学生高学年の部（男子） 河内　杜和 本城　　光 武部　一滉
小学生高学年の部（女子） 武本　夢花 江澤　明莉 野口　真桜

中学生の部 村上　洸一 石塚　理貴 田中　眞斗
一般男子の部 金井　幸一 永池　陽紀 山村　道弘
一般女子の部 荒幡三津子 田中美奈子 吉田　佑乃
有段者の部 稲葉　　弓 早川　　潤 増田　千枝

柔道 参加者：107人
部門 優勝 準優勝 三位 三位

幼児（年中の部） 小山　聖斗 佐藤　秀昭
幼児（小１年長の部） 児玉　未咲 儀保　結菜 澤田　周子 高杉　真駆

小学二年の部 佐藤　毅明 大岡　拓貴 坂本　咲希
小学三年の部 藤原　陸矢 中込　　瑞 澤田　英士 田中　鳳馬
小学四年の部 児玉　空来 儀保　巧斗 坂本　悠菜 深山　有吾

小学五年男子の部 澤田　康典 平澤　主税 佐藤　由章
小学六年男子の部 中込　由樹 宮地　　輝 出澤　　陽
中学一年男子の部 菊島　昇太 小泉　大樹 池田　悠太 竹ノ内仁謹

一般男子有段者の部 田崎　　学 内野　泰紘 大山　哲平 菊島　昇太

ソフトテニス 参加者：213人

◇団体戦
部門 優勝 準優勝 三位

一般の部 東大和クラブA 森永クラブ レディースクラブA
中学生

男子の部
東大和市立

第五中学校C
中学生

女子の部
東大和市立

第三中学校A
東大和市立

第二中学校A
東大和市立

第五中学校B

◇個人戦
優勝 準優勝 三位

一般男子一部
佐藤　　敦
本多　和典

（森永クラブ）

荒川　智彦
神澤　　亮

（市役所クラブ）

多田　理彦
山本　　弘

（森永クラブ）

一般男子二部
大杉　　健
新井　　武

（東大和クラブ）

金井　武志
貴島　信彦

（東大和クラブ）

竹内　悟郎
野口　　弘

（市役所クラブ）

一般女子の部
奥住　初枝
小野美代子

（レディースクラブ）

町田　栄子
内田　寛美

（レディースクラブ）

清水　静子
山本　昭子

（レディースクラブ）

中学生
男子の部

高杉　結斗
富山　航汰

（東大和市立第五中）

内野　遥介
藤井　稜佑

（東大和市立第五中）

中学生
女子の部

関口　　楓
加藤　彩珠

（東大和市立第三中）

藤平　莉緒
秋谷真菜華

（東大和市立第三中）

佐原　由愛
高橋　咲貴

（東大和市立第三中）
川原ひなた
福田菜穂子

（東大和市立第二中）

ゲートボール 参加者：129人
優勝 準優勝 三位 三位

奈良橋長生会 ブラックスターズ 蔵敷長生会 コスモスA

バレーボール 参加者：374人

部門 優勝 準優勝 三位
家庭婦人の部
（９人制） BEAT やまとクラブ LAUGHTER

ソフトバレーボール
一般男子の部（４人制） Ash たまこ ぷれいるーむ

（キング）
ソフトバレーボール
一般女子の部（４人制） たまこ NSC ハーツ

ソフトバレーボール
一般男女（混合の部）（４人制） ash たまこ A 

チーム1010TM
ST4-B

一般男女混合の部
（9人制） デイジー ドナルド RISE

ソフトボール 参加者：298人

部門 優勝 準優勝 三位
一般男子の部 蔵敷クラブ NTSクラブ 南街小鐵

卓球 参加者：216人
優勝 準優勝 三位

中学男子
シングルス１部

榎本ヒカル
（三中）

水川　快生
（東やまとC）

石丸　友博 （三中）
片平　頼来 （三中）

中学男子
シングルス2部

笹本　透和
（三中）

川原　歩樹
（三中）

風間健太郎 （三中）
仲井　咲汰 （一中）

中学生
男子ダブルス

水川　快生
古山　　輝

（東やまとC）

榎本ヒカル
小玉　真大
（三中）

那須野大智 （三中）
石丸　友博 （三中）
笹川　大雅 （三中）
大津正一郎 （三中）

中学生
女子シングルス

蒲原　未来
（三中）

今野　杏菜
（三中）

高橋　もも （一中）

桜井　　希 （一中）

中学生
女子ダブルス

今野　杏菜
蒲原　未来
（三中）

高橋　もも
桜井　　希
（一中）

丸山　莉湖 （一中）
瀬尾　夏未 （一中）
小林　桃香 （一中）
樋渡　りな （一中）

小学生
シングルス

上運天佳太
（東やまとC）

張　　至帆
（東やまとC） 斎川　快流 （東やまとC）

一般男子
シングルス１部

川崎　道彦
（桜ヶ丘）

伊藤　孝二
（東やまとC）

佐藤　嘉亮 （南高校）
佐久間　亮 （JR東日本）

一般男子
シングルス２部

原田　涼太
（帝京大学）

中江　英祐
（森永乳業）

塩原　晃樹 （SUN球C）
谷　　信博 （SUN球C）

シニア
シングルス

森永　恒史
（桜ヶ丘）

芳賀　文治
（南街） 久保　　貢 （桜ヶ丘）

一般女子
シングルス１部

杉山　桃代
（新堀）

錦戸美佐代
（上北台）

岸　　秀子 （奈良橋）
後藤トモ子 （わかば）

一般女子
シングルス２部

北井　音衣
（南高校）

守屋　美初
（南高校）

桜井　　希 （一中）
小林　桃香 （一中）

混合ダブルス

佐久間　亮
（JR東日本）

菊池久美子

川崎　道彦
（桜ヶ丘）
錦戸美佐代
（上北台）

永野　　卓 （ＴＬＣ）
小松　重子 （わかば）
金井　元則 （連　盟）
村田かつ子 （わかば）
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空手道 参加者：396人
◇団体の部
小学1・2年　団体形の部

優勝 武村塾（田中　心・米内　花梨・渡邉　空羅）
準優勝 愛好会（原島　未来・廣田　望夢・樋口　想太）

小学5・6年　団体形の部
優勝 武村塾A（大泉　勇斗・古川　琉志・小笠原　渉）

準優勝 武村塾B（川越　蒼・関口　紗姫・吉池　和香奈）
三位 愛好会（北條　あかり・大江　泰平・小西　海璃）

小学3・4年　団体組手の部
優勝 武村塾A（渡辺　笑理・米内　獅超・有本　紗矢香）

準優勝 武村塾B（田中　心・米内　花梨・渡邉　空羅）
三位 養正館（大野　航汰・坂本　莉桜・神山　なつ）

小学5・6年　団体組手の部
優勝 武村塾A（大泉　勇斗・古川　琉志・小笠原　渉）

準優勝 武村塾B（鈴木　拓海・西井　久龍・長谷川　心優）

◇組手の部
部門 優勝 準優勝 三位 三位

幼児の部 渡邉　　馨
（誠）

佐藤恵麗奈
（愛）

青木　　桜
（愛）

小学１年の部 川越　　嶺
（武）

山田　湊士
（愛）

齊藤　慶人
（養）

清水　翔馬
（愛）

小学２年の部 田中　　心
（武）

西出　和真
（誠）

土屋　琴音
（誠）

米内　花梨
（武）

小学３・４年
男子の部

髙木　太陽
（誠）

古川　大和
（武）

米内　獅超
（武）

小林　央芽
（武）

小学３・４年
女子の部

渡辺　笑理
（武）

有本紗矢香
（武）

石田　千紘
（武）

末井明香里
（武）

小学５年
男子の部

佐々木夕祐
（武）

髙木　一太
（誠）

水村　綾太
（武）

鈴木　拓海
（武）

小学６年
男子の部

古川　琉志
（武）

大泉　勇斗
（武）

小笠原　渉
（武）

小学５年
女子の部

川越　　蒼
（武）

村上　愛奈
（武）

北條あかり
（愛）

渡邉　音羽
（武）

小学６年
女子の部

勝山　偲希
（武）

与那城　結
（武）

河合こころ
（愛）

有本　凪紗
（武）

中学男子
の部

田中　　隆
（武）

関石　　翼
（武）

髙木孝太郎
（誠）

木下　倫輝
（愛）

中学女子
の部

田中　　旭
（武）

臼井　青空
（愛）

大泉　真緒
（武）

桜井　　希
（愛）

一般男子
の部

岡田竜太郎
（養）

栗原　伸行
（武）

佐藤　純一
（養）

◇帯別形の部
部門 優勝 準優勝 三位

幼児基本の部 青木　　桜（愛） 湯浅　拓己（愛） Christopher 
Alexander（武）

１・２年
白～黄帯の部 前田　煌太（武） 齊藤　慶人（養） 廣田　望夢（愛）

１・２年
緑帯以上の部 田中　　心（武） 米内　花梨（武） 渡邉　空羅（武）

３・４年
白～緑帯の部 佐藤ジョシュア（武） 伊藤　晶倭（武） 大田未来望（武）

３・４年
紫帯の部 末井明香里（武） 水村　海音（武） 小林奈央海（武）

３・４年
茶～黒帯の部 渡辺　笑理（武） 臼井　涼風（愛） 有本紗矢香（武）

５・６年
白～紫帯の部 川越　　蒼（武） 末井　涼楓（武） 長谷川心優（武）

５・６年茶帯の部 水村　綾太（武） 大江　泰平（愛） 勝山　偲希（武）
５・６年黒帯の部 木原野ノ花（愛） 鈴木　拓海（武） 栗田さくら（武）
中学色帯の部 桜井　　希（愛） 木部　朝陽（愛） 鎌内　彩菜（武）
中学黒帯の部 田中　　隆（武） 臼井　青空（愛） 田中　　旭（武）

◇形の部
部門 優勝 準優勝 三位 三位

幼児の部 渡邉　　馨
（誠）

佐藤恵麗奈
（愛）

陶山　銀志
（武）

小学校１年
の部

前田　煌太
（武）

齊藤　慶人
（養）

川越　　嶺
（武）

清水　翔馬
（愛）

小学校２年
の部

田中　　心
（武）

米内　花梨
（武）

西出　和真
（誠）

松村　波音
（誠）

小学校３年
の部

臼井　涼風
（愛）

清水　姫菜
（愛）

水村　海音
（武）

髙木　太陽
（誠）

小学校４年
の部

渡辺　笑理
（武）

石田　千紘
（武）

末井明香里
（武）

米内　獅超
（武）

小学校５年
の部

田島　靖健
（ー）

栗田さくら
（武）

鈴木　拓海
（武）

川越　　蒼
（武）

小学校６年
の部

木原野ノ花
（愛）

大泉　勇斗
（武）

上野　裕生
（武）

与那城　結
（武）

中学男子
の部

田中　　隆
（武）

関石　　翼
（武）

髙木孝太郎
（誠）

中学女子
の部

臼井　青空
（愛）

田中　　旭
（武）

大泉　真緒
（武）

大田恵里奈
（武）

一般の部 佐藤　美波
（愛）

岡田竜太郎
（養）

黒米　哲也
（武）

栗原　伸行
（武）

弓道 参加者：25人
部門 優勝 準優勝 三位

霞的の部（一部） 塚原　航平 小川　卓男 茅野千鶴子
霞的の部（二部） 水野　洋子 荒木　良雄 武田　嘉子

点的の部 清水　由美 川鍋　　茂 立石八重子
部門 金的 銀的 銅的

小的の部 古川　友章 鎌田康太郎 清水　由美

ボウリング 参加者：208人
一般男子の部 優勝 準優勝 三位

Aクラス 増田　幸夫 新津　靖洋 福浦　幸吉
Bクラス 小林　　勉 関田　芳光 羽生田武二
Cクラス 関田　　宏 高橋　宏之 堀江　應之

一般女子の部 優勝 準優勝 三位
Aクラス 山本とし子 富沢　道子 若林　和子
Bクラス 大羽　敬子 関田　直子 坪井　節子
Cクラス 錦織　朝子 宮崎　菊枝 小林　順子

高校生の部 優勝 準優勝 三位
Aクラス 大嶋　百花 中條　太佑 小野寺ザッカリー陽太
Bクラス 中澤　惇弥 岩島　美月 浅井　一稲

優勝 準優勝 三位
中学生の部 吉田　湧翔 徳長　大佑
小学生の部 高橋　亜子 吉田　湧飛

バスケットボール競技 参加者：240人
部　門 優　勝 準　優　勝 三　位

夏季大会
男子一部 西遊記 LOOSE ブルーフレイム
男子二部 GREEN ANTS ストリートファイターズ FABULOUS

女子 インディペンデンス No name ballerz horse deer's
冬季大会
男子一部 西遊記 畳 LOOSE
男子二部 ALEGRE BLOOKLYN T3

女子 K,D No name ballerz インディペンデンス
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バドミントン 参加者：333人

◇ダブルス大会の部
優勝 準優勝 三位

一般男子１部
小榑　　誠
河村　佑哉
（一般）

江畑　尚紀
吉田　　豊

（まっしーず）

鈴木　愛生
岩野　伸也

（まっしーず）

一般男子３部
新田　秀敏
山地　睦彦
（一般）

内田　致之
近江　行雄
（一般）

藤田　光雄
堤　　多丸
（一般）

一般女子２部
若林　麻紀
高坂　和恵

（東大和レディース）

鈴木　夏惠
高橋　里奈
（一般）

谷川さなえ
伊東　　忍

（シャトルレディース）

中学生
男子の部

村上　洸一
川崎　大地

（東大和２中）

佐藤　圭順
島谷　和宏

（東大和４中）

内海堅太郎
比留間翔太

（東大和２中）
野邊　楓太
宮澤　大夢

（東大和２中）

中学２年
女子の部

渡邉　日南
新田　礼美

（東大和４中）

三浦　菜月
高山詩絵里

（東大和４中）

富樫　優那
大木　美和

（東大和２中）

中学１年
女子の部

上神谷優菜
金井　唯歩

（東大和２中）

野邊　柚羽
土屋　咲良

（東大和２中）

前田　夏希
柿崎　友希

（東大和４中）
福田紗依子
原田ひより

（東大和４中）

◇団体戦の部
優勝 準優勝 三位

一般男子の部 若鮎クラブ チーム東大和病院 チーム武蔵村山病院
一般女子の部 東大和レディースB スマッシュ 東大和レディースA

◇シングルス大会の部
優勝 準優勝 三位

中学生
男子の部

村上　洸一
（東大和２中）

川崎　大地
（東大和２中）

佐藤　圭順
（東大和４中）

皆木　　壮
（東大和十小）

中学生
女子の部

三浦　菜月
（東大和４中）

新田　礼美
（東大和４中）

高山詩絵梨
（東大和４中）

渡邉　日南
（東大和４中）

◇トリプルス大会の部
優勝 準優勝 三位

一般女子の部 S M R
（佐野、坪井、比留間）

東大和レディース
（綾野、若林、月元）

スマッシュ
（高橋、中村、古井）

シャトルB
（塩川、福地、伊東）

ラジオ体操 参加者：7,653人

◇夏休み子どもラジオ体操・みんなの体操大会
　（上仲原公園芝生広場）
開催期間：７月21日（木）～８月24日（水）35日間
参 加 者：7，653人（子供３，415人 大人4，238人）
精励賞（期間中25日以上出席の子供）：62人

スキー 参加者：募集中

平成29年2月26日（日）～2月27日（月）
志賀高原焼額山スキー場

テニス 参加者：603人
優勝 準優勝 三位

女子ダブルス・A 宮下　純子
植木　絵美

齊藤美穂子
大野　朋子

岡崎由布子
中里　和砂

女子ダブルス・B 新野みゆき
三井真弓美

山崎　康子
山崎　　直

木須　和代
石川真奈美

男子ダブルス・B 上村　卓也
上村　優介

山本　隆司
藤岡　誠一

福地　　匠
松田　誠二

女子シングルス 植木　絵美 大野　朋子 岡崎由布子
男子シングルス 橋本　憲明 大森　孝幸 奥　　　豊

ミックスダブルス 蓬田　成紀
佐伯　　緑

山本　隆司
植木　絵美

大野　正義
大野　朋子

団体戦 NTC 森永 チームHKY

サッカー 参加者：416人
優勝 準優勝 三位

小学４年生の部 大和北ＦＣ 武蔵大和 
ユナイテッド 東大和２ＦＣ

小学５年生の部 東大和２ＦＣ FC.VIGORE
東大和Jr.1

武蔵大和 
ユナイテッド

小学６年生の部 武蔵大和 
ユナイテッド ２ 大和北ＦＣ 東大和４ＦＣ

中学生の部 第一中学校 第四中学校 第二・五中学校
（連合）

一般の部 ＣＵＴ3104 レアル・コンパ
ニェロ バビロン

多摩湖駅伝大会（3月20日）
東京 2020 に向けて多摩湖の駅伝大会！
“日本女子フルマラソン大会の開催地　多摩湖を走
る若者達を応援に行きましょう！”

●1978年（昭和53年）東京の多摩湖畔で、
　日本初の女子フルマラソン大会
　昭和 53 年（1978）年４月 16 日、多摩湖畔を３周するコ
ースで、第１回女子タートルマラソン
全国大会（社団法人日本タートル協会
主催）が行われました。最高齢 71 歳
を含め 49 人がフルマラソンに挑み、
そのうち 46 人が完走しました。外園
イチ子さんが３時間 10 分 48 秒とい
うタイムで優勝したこの大会は、女性
だけで健脚を競う日本初の女子フル
マラソン大会と言われています。 水の精像
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第69回都民体育大会開会式
　平成28年５月８日（日）第69回都民体
育大会と、第17回障害者スポーツ大会
が東京体育館で開催され、各団体から参
加をいただきました役員を含めて51名
の皆さんと参加をしてきました。
　小学生のプラカードに続き、杉本旗手、
山本団長に続き女子の方、そのあとに男
子と続きます。18人の東大和市選手団は
整然と行進が出来ました。場内は2,500
人を超す参加者・観客者で選手団の入場
ごとに歓声が上がりました。今回も都民
体育大会と、障害者スポーツ大会同時開
催の方式となり、バルセロナオリンピッ

ク大会バドミントン代表の陣内さん、シ
ドニー、アテネパラリンピック車椅子ラ
ンナー銅メダリスト廣道純さんのお二人
による司会で開会式が始まりました。
　式典では、都体協会長の山本博氏の挨
拶から始まり、来賓紹介、来賓祝辞、優
勝杯返還、選手宣誓と続き、表彰式では
当会より、功労者として阿光理事（軟式
野球協会）、優良団体としてバレーボー
ル連盟が受賞いたしました。11時～12
時までは交換プログラム、アトラクショ
ンとなり、シドニー、アテネ、北京のパ
ラリンピックの車いす卓球で出場の障害

者パラリンピアンの岡紀彦さんと選手代
表の交流試合、歌手の西城秀樹さんもゲ
スト出演され、脳梗塞で発症するも懸命
のリハビリで復帰された姿でＹ、Ｍ、Ｃ、
Ａをみせていただき、大いに楽しむこと
ができました。

①  この大会は東京都市町村の間にスポーツを広く振興し、同時に親睦と
交流を深めるのを目的とした大会で30市町村が参加致します。

②  平成30年第51回市町村体育大会を主催するのは第３ブロックで、幹
事市は東大和市です

　⇒ 第３ブロック構成市は【東大和市・立川市・昭島市・国立市・武蔵村山市】
の５市です。

　　 東京都市町村体育協会連合会加盟団体は26市３町１村　多摩地区の人口
は4,166,760人

　平成28年７月16日～８月７日　第49回市町村総合体育大会が行われました。
歴史のある大会です。
　競技種目は14競技22種目、陸上競技・卓球競技・ソフトテニス競技・バレー
ボル競技・バドミントン競技・水泳競技・剣道競技・ソフトボール競技・柔道
競技・空手道競技・弓道競技・軟式野球競技・ゲートボール競技・ダンススポー
ツ競技の14競技と22種目、東大和市では９種目132名が参加しました！
　バドミントン男子が５位、ゲートボール（混成）が８位に入賞しました。

東京都市町村総合体育大会に参加しましょう！

☆�市町村総合体育大会開会式

　第49回東京都市町村総合体育大会開会式が７月16日（土）
「多摩市パルテノン多
摩大ホール」で都下26
市３町１村が参加して、
盛大に行われました。
　今回は第１ブロック
（多摩市、八王子市、
町田市、日野市、稲城市）
の５市が開催市で幹事

市の多摩市での開会式となりました。
　本市からは、東大和市体育協会加盟団体から20名と役員
４人、今回功労賞を受賞される水泳協会の濵田 實氏と社会
教育課村上課長と町田係員の計27人が参加しました。
　10時30分、開式通告の後、30の参加市町村選手団がプラ
カード、体協旗に続き入場、多摩市持田体育協会会長により
開会宣言の後、大会旗が前回開催幹事市清瀬市から引き継が
れました。国歌斉唱、優勝杯返還、主催者挨拶、来賓祝辞と
進み、多摩市選手による選手宣誓があり、最後に功労者表彰
が行われ、当市からは功労者表彰者として濵田 實氏（水泳
協会）が受賞されました。

東大和市体育協会は昭和44年に設立以来市唯一の体
育団体として、加盟団体の振興や市民スポーツの推進の
ための活動を続けてきています。

加盟する20団体の会員は４千名を越えていますが、
最近東大和市が行った調査では、週に１回以上スポーツ
や運動をする人の割合は36％、まったくしていない人
は50％もいて、スポーツや運動を市民に広げて行く体
育協会の役割は一層大きくなってきています。

また、平成30年には多摩地区の体育イベントである市
町村総合体育大会が東大和市を幹事市として行われます。

このような状況の中で当体育協会は、積極的に事業
の幅を広げ、「スポーツや運動を通した健全なまちづく
り」を目指したＮＰＯ法人として、法人化することを考
えています。

法人化をすることによって、当協会への信用も増し、
法人が条件の都や市の委託事業などにも積極的に取り組
めるようになります。

現在、協会内の検討委員会から法人化の案が示され、
平成29年度には法人化できるよう種々の検討や準備が
なされています。

東大和市体育協会の特定非営利活動法人（ＮＰＯ）法人化について  

武蔵村山市 東大和市

立川市
昭島市

国立市
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社会医療法人財団大和会　東大和病院
株式会社　セレモア
東大和市合気道会有志一同
東大和市バレーボール連盟
東大和市ゲートボール協会会員一同
東大和市内郵便局
　大和郵便局
　武蔵大和駅前郵便局
　東大和芋窪郵便局
　東大和上北台郵便局
　東大和南街郵便局
　東大和清水郵便局
　東大和向原郵便局
　東大和新堀郵便局
ロンドスクールマックス上北台
ラジオ体操連盟有志一同
東大和グランドボウル
株式会社　武藤石材店
東大和市卓球連盟
東大和市バスケット協会
東京東大和ライオンズクラブ
BIG　BOX　東大和
東京東大和ロータリークラブ
地域スポーツクラブ　はぴねすまいる東大和
医療法人　尚知会　いちょう通り歯科
株式会社　ラケットショップフジ
株式会社　サンワーク
スイスレストラン　ル　シャレー
貴島　信彦
高橋　昭
株式会社チャット
トップインターナショナル株式会社
東大和市テニス連盟
東大和市剣道連盟有志
東大和空手道連盟　武村塾
有限会社　ダイワ徽章
竹村　美佐子
株式会社尾崎商店　中央店
株式会社トーワテクノ東京工場
富士見湯
海と大地
たかの整骨院
有限会社　イズモ商事　空龍

株式会社　中賀堂
株式会社　一富士
居酒屋　ともちゃん
東大和市ボウリング連盟
スズキスポーツ
生そば　大むら
笹澤　昭三
東大和ソフトテニスクラブ
東大和レディースソフトテニスクラブ
ソフトテニス森永クラブ
東大和市役所ソフトテニスクラブ
山本　弘
馬場　早苗
東大和市サッカー協会会長　北原　由
東大和市サッカー協会　有志一同
東大和テニスクラブ
やまとスキークラブ
濱田　實
工字舎
たけもとクリニック
ミニストップ東大和仲原一丁目店
東大和市弓道連盟
菜香
スウィングス
東大和ヒッキーズ
スコーピオンズ
多摩済ユニオン
アルデンテ
ミドルフレンズ
南街小鐵
蔵敷クラブ
スラッシャーズ
湖南ライオンズ
協和ソフト
NTSクラブ
アウト
平田　征男
阿部整骨院
えごの樹
株式会社　サンホームズ
株式会社　あんしん葬祭
文化高等学院
株式会社　カーテックキヨノ

CASA　BIGBOX東大和
神明湯
スナック忍
有限会社　村上パン粉店
OWLエンジニアリング　井本匤昭
有限会社　理容西川
株式会社　岡田電気
有限会社　ダイワ徽章
中国料理　かりん
H２O
芋窪アトラス
八小ライダース
十小上北台ストロングス
グランパサージュテニスチーム
有限会社　戸口工業
株式会社　アテックスホールディングス
東大和シャトルレディース
岸商事　有限会社
武石整骨院
空手道愛好会　森田博之
養正館空手道　韓政基
男爵
窪田　清
小川　一人
東やまと卓球クラブ
居酒家　一味
柚木行政書士事務所
東亜ディーケーケー　株式会社
テセック
森永テニスクラブ
ラジオ体操連盟　伊藤　奎太郎
ラジオ体操連盟　栗原　勝男
ラジオ体操連盟　関田　敏夫
ラジオ体操連盟　春摘　智
ラジオ体操連盟　藤原　義人
ラジオ体操連盟　藤原　惠子
ラジオ体操連盟　盛田　忠夫
幸右衛門茶舗
東武消毒有限会社 （代表取締役　荻沼忠義）
ヘアーサロン　しみず
年金者組合東大和支部ピンポンクラブ
株式会社 カワイ化粧品
コミュニティカフェ笑し部亭　内田裕子

賛 助 会 員 ご 芳 名 平成28年度の賛助会員制度の趣旨にご賛同をいただいている
皆様です。厚く御礼申し上げます。

　体協だよりNO.45号
には小学生から熟年者
まで多くのスポーツ関
係表彰者をご紹介しま
した。選手の皆様が益々
ご活躍されることとご
期待申し上げます。ま
たお忙しいところご寄
稿いただきました皆様
には心よりお礼申し上
げます。体協だよりは
本号より紙面を新しく
しました。体育協会発
信のニュースを皆様へ
お届けします。

編 集 後 記
●�東京都体育協会中央幹部研修会　《平成29年１月19日㈭　渋谷区フォー

ラムエイト》講演の内容は「スポーツホスピタリティのすすめ」、情報
提供「東京2020大会に向けたボランティア戦略」・［スポーツ人口の女
性層獲得に向けた課題］ 参加者：役員2名

●�東大和市体育協会研修会　《平成29年２月12日㈰　東大和市ロンドみん
なの体育館》㈱ロンドスポーツの協力をいただき、オリンピックなど大
きな大会で結果を出した選手に採用されている体幹を鍛える「すべての
競技に使える体幹トレーニングの実践」の研修会を予定しています。（昨
年度は普通救命講習会を行いました。）参加者：受講者19名、役員3名

●�東京都市町村体育協会連合会幹部研修会　《平成28年３月12日㈰～13
日㈪　山梨県笛吹市石和町》　内容は講演Ⅰ「東京都のスポーツ振興に
ついて」～ラグビーワールドカップ・オリンピック・パラリンピックの
開催を見据えて～　講演Ⅱ「（公財）東京都体育協会のスポーツ振興に
ついて」　事例発表では、「体育協会の現状と課題」のテーマで、清瀬市、
羽村市、日の出町の３市１町から発表。参加者：役員2名

体 協 ト ピ ッ ク ス 今年も東大和市体育協会
へのご支援、ご尽力のほど
宜しくお願い致します。

 東大和市体育協会
　会　　長　芳賀　文治
　副 会 長　山本　弘
　副 会 長　馬場　早苗
　常任理事　杉本　誠一
　常任理事　小暮　順司
　常任理事　貴島　信彦
　常任理事　山家　史夫
　常任理事　藤原　惠子
　役員一同


