
東大和市体育協会は、今年度大き
な変革をいたしました。これまで任
意団体でありましたが、平成29年
７月20日をもって「特定非営利活
動法人東大和市体育協会」という名
称になり、一般社会の法によって認
められた団体となりました。それだ

けに社会的責任を負うことにもなりました。体育協会
はこの重責を果たし、市民の期待に応えられるようス
ポーツ振興・発展を目指して一層努力する積りです。

体育協会傘下の連盟・協会は行政と連携を図って、
市民の皆様方が楽しくスポーツを享受でき、体力維持・
増進に寄与するため年間を通して、市民大会、スポー
ツレクリェーションフェスティバル等様々なスポーツ
行事を企画運営しています。

「思い出は汗の中から湧いてくる。思い出の密度は、
汗を流した量に比例する。」このことは、日頃、私がス
ポーツをおこなっている信条です。

平昌冬季オリンピックが間近に迫りスポーツ気運が
高まってまいりました。どうぞ皆さん！スポーツを為
すことによって仲間と共に汗流し、親睦を深め、真の
スポーツの感動体験をして、密度の濃い思い出を蓄積
してもらいたいと願っています。

「体協だより」をお届けします。今年度各連盟・協
会の大会等の記録や活動の様子を網羅したものです。
（スキー連盟、歩こう会、多摩湖駅伝大会はこれか
ら実施）

最後になりましたが体育協会を支援していただく東
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。ありがとうございました。

思 い 出 は 汗 の 中 か ら
特定非営利活動法人 東大和市体育協会 会長　芳 賀　文 治
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特定非営利法人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いただき、誠
にありがとうございます。

昨年12月に行われました第52回東大和市ロードレース
大会では、市内外から600人を超える選手の皆さんが参加さ
れ、大きな事故もなく、全員完走されました。また、本年３
月に開催される多摩湖駅伝大会でも、多くの選手の皆様
の参加が見込まれております。いずれの大会につきまし
ても、多摩地域を代表する大会に成長させていくため、引
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東京オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催まで、あと２年余りとなりました。市では東京
都の補助金を活用して、普及啓発事業や、障害者スポー
ツ振興事業を実施してまいりましたが、引き続き、関連
事業の実施を通じて、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年度には当市が幹事市となり、第51回東
京都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市町村の代表が競う、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って、準備を進め
てまいりたいと考えております。

結びに、特定非営利法人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。

市町村総合体育大会成功に向けて
東大和市長　尾 崎　保 夫

　東京都市町村総合体育大会は多摩地域（26市３町１村）を
５ブロックに分けて、毎年７月の下旬から８月上旬にかけて
開催されてきています。
　平成30年度は第３ブロック（立川、昭島、国立、武蔵村山、東
大和の５市で構成）が担当地域になり、この中で東大和市が
幹事市となり他の４市の協力の下で開催されます。当市が担
当する競技は、陸上（男・女子）、ソフトテニス（男子）、バレー
ボール（男子）、卓球（男子）、ゲートボール（混成）、軟式野球、
ソフトボール（男・女子）です（開催市と競技一覧表を参照し

てください）。
　東大和市体育協会では、昨年より東大和市教育委員会と一
体となって準備を進めております。
　競技の開始に当たり、多摩地域（26市３町１村）から選手役
員（代表にて）が一同に集まり、７月21日（土）10時からハミ
ングホール大ホ－ルで開会式が行われます。
　競技は７月22日（日）と29（日）に集中して行われます。
　市民の皆さんも是非各会場にお出かけいただき、市を代表
している選手の皆さんを応援してください。

第51回東京都市町村総合体育大会が開催されます（幹事市：東大和市）

平成30年度  第51回東京都市町村総合体育大会　東大和市が担当する競技等

競　技　名 第51回　　（平成30年度　東大和市）
開　催　日 担当市 会　　　　　　　場

前夜祭 ７月19日（水） 連合会 東大和市民会館ハミングホール（小ホール）
総合開会式 ７月21日（土） 東大和市 東大和市民会館ハミングホール（大ホール）

１ 陸上競技 男 ７月22日（日） 東大和市 東京経済大学　武蔵村山グラウンド
女 ７月22日（日） 東大和市 東京経済大学　武蔵村山グラウンド

２ 卓球競技 男 ７月22日（日） 東大和市 東大和市ロンドみんなの体育館（市民体育館）
女 ７月29日（日） 昭島市 昭島市総合スポーツセンター　

３ ソフトテニス競技 男 ７月22日（日） 東大和市 都立東大和南公園テニスコート
女 ７月22日（日） 国立市 流域下水道処理場広場テニスコート

４ バレーボール競技 男 ７月29日（日） 東大和市 東大和市ロンドみんなの体育館（市民体育館）
女 ７月22日（日） 立川市 立川市泉市民体育館

10 軟式野球競技

７月８日（日）＝①
７月15日（日）＝②
７月22日（日）＝③

＜予備日＞
７月29日（日）※雨天順延

立川市 多摩川緑地野球場（①４試合）
昭島市 昭島市大神公園球技場（①４試合）　昭島市民球場（③３試合）

東大和市 東大和市上仲原公園野球場（①４試合、②４試合）
武蔵村山市 武蔵村山市総合運動公園（①４試合、②予備会場）

８月４日（土） 国立市 国立市河川敷公園野球場（②４試合）
12 ゲートボール競技 混成 ７月22日（日） 東大和市 東大和市ロンド桜が丘フィールド（桜が丘市民広場）

14 ソフトボール競技

男

７月16日（祝）＝①
７月21日（土）＝②
７月28日（土）＝③

＜予備日＞
７月29日（日）※雨天順延

立川市 多摩川緑地野球場
昭島市 昭島市多摩川緑地くじら公園（男子＝準決勝・決勝含む）

東大和市 都立東大和南公園野球場
武蔵村山市 武蔵村山市総合運動公園

国立市 国立市河川敷公園野球場

女

７月16日（祝）＝①
７月21日（土）＝②
７月28日（土）＝③

＜予備日＞
７月29日（日）※雨天順延

立川市 多摩川緑地野球場
昭島市 昭島市多摩川緑地くじら公園

東大和市 都立東大和南公園野球場
武蔵村山市 武蔵村山市総合運動公園（女子＝準決勝・決勝含む）

国立市 国立市河川敷公園野球場
総合閉会式 ８月５日（日） 東大和市 東大和市民会館ハミングホール（小ホール）
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東大和市体育協会の皆様方には、日
頃よりスポーツ文化の普及・啓発をは
じめ、市民の健康づくりや体力向上な
ど、幅広くご協力を頂き誠にありがと
うございます。

また、貴重な時間を裂いて頂き、学
校の部活動等へのご指導を頂く中で、

生徒の健全育成にも大変よい成果が表れています。
心から感謝を申し上げます。
さて、2020年（平成32年）開催の東京オリンピック・

パラリンピックまであと３年となりました。都心に目を
向けますと、いたる所でリュックを背負う外国人旅行客
が目立つようになり、東京オリンピック･パラリンピック

が間近になったことを感じさせます。
そのような中、東京都におけるオリンピック・パラリ

ンピックの教育では、2018年（平成30年）から2019年（平
成31年）までを、東京都のオリンピック･パラリンピック
教育第２フェーズとし、参加国･地域への理解・交流等を
深めていくと共に、障害者理解やボランティア活動等の
取組みを一層活発化させていく期間としています。

東大和市教育委員会といたしましても、あらためて、
皆様方とご一緒にオリンピック･パラリンピックの精神を
確認すると共に、東京オリンピック・パラリンピック開
催に向けての機運醸成に努めてまいりたいと考えます。

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

オリンピック･パラリンピックへの機運醸成に向けて
東大和市教育委員会 教育長　真 如　昌 美

１． 平成29年度東京都功労者表彰 
スポーツ振興功労者受賞

　東京都功労者表彰スポーツ振興功労者
は、地域スポーツ指導者として10年以上
の活動歴を有し、競技大会で優れた成果
を挙げ都民に感動を与えた者、もしくは
その指導者、スポーツ・レクリェーション
活動の普及・振興に顕著な功績のあった
方を表彰するものです。
　東大和市体育協会会長芳賀文治氏は、
昭和49年から平成27年まで卓球連盟会
長を42年務め、平成26年からは東大和市
体育協会の会長の要職にあります。長年
の教職経験、教育行政の職務経験と、自身
は卓球選手として都民体育大会、東京都
市町村総合体育大会はもとより、全日本
マスターズ大会・ネンリンピック大会に
出場、成績を挙げ、また国際・日本の審判
活動をされてきました。今回の受賞はこ
れらの功績と活動が認められたものです。

東京都功労者表彰 
スポーツ振興功労者

（特非）東大和市体育協会 
会長　芳賀 文治 氏

２． 平成29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。
　東大和市体育協会軟式野球協会の小山

正氏は、平成22年軟式野球連盟（現在は協
会）会長（現在に至る）をはじめ、東京都市
町村軟式野球協会の理事長として多摩全
域の野球の普及・振興に尽力されていま
す。今回の受賞は、これらの功績が認めら
れたものです。

東京都スポーツ功労賞
軟式野球協会　会長　小山　正 氏

３． 平成29年度東京都生涯スポーツ表彰受賞
（１） 功労者表彰
　卓球連盟の中野高行氏は、平成29年５
月７日（日）第70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29年
度生涯スポーツ功労者として表彰されま
した。中野氏におかれましては、長年に亘
り卓球連盟の理事（現在は会計監査）を務
められ、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。

都民生涯スポーツ功労者表彰
卓球連盟　理事　中野 高行 氏

（２） 優良団体表彰受賞
　弓道連盟は、平成29年５月７日（日）第
70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29年度生涯スポー
ツ優良団体として表彰されました。
　弓道連盟（川鍋　茂会長）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弓道
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。
　近年はシニアスポーツ振興事業の開催も
手掛け、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。

４． 平成29年度東京都市町村体育協会 
連合会功労者表彰受賞

　ラジオ体操連盟会長の藤原義人氏は、平
成29年７月22日（日（土）あきる野市で開
催された第50回東京都市町村総合体育大
会開会式（「あきる野市キララ大ホール」）
において、平成29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。
　藤原氏は、長年に亘り東大和市ラジオ体
操連盟会長として体育協会並びに、連盟に
おいて市民の健康増進の活動に尽力され
た功績が認められたものです。

東京都市町村体育協会連合会体育功労者表彰
ラジオ体操連盟　会長　藤原　義人 氏
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東大和市体育協会は昭和44年11月にスポーツ団体９団
体が結集して「体育の振興・住民の体力向上と加盟団体
相互の連携強化」を目的として発足しました。発足以降

人口の増加とともに加盟
団体も増えて一時25団体
を数えました。創立48年
を迎えた本年は19団体で、
構成員は4000名を越え
ています。

これまで、市唯一の体
育団体として市民体育大

会や市民運動会・多摩湖駅伝大会・東大和市ロードレー
スを市と共催するとともに、スポーツレクリエーション
フェステバルや歩こう会を主催して、市民のスポーツ活
動を推進する役割を果たしてきました。

東大和市では高齢化や少子化が進み、高齢者の孤独化や
医療費の増加、子どものスポーツ離れが懸念され
ます。市民意識調査では週１回以上運動をしてい
る人の割合は36.5％と少なく、なにもスポーツを
していない人は50％以上になっていて、市民のス
ポーツをする機会と環境の整備が必要となってい
ます。また、本年１月に発表された「東大和市ス
ポーツ推進計画」では「いつでも、だれでも、ど
こでもスポーツを楽しむ」ことを目指しています。

このような状況の中で、東大和市体育協会はこれまで
以上に市民のスポーツ活動の振興とスポーツを通じた明
るいまちづくりに寄与するために、主体的計画的なスポー
ツ活動を一層進めていくことを目標にして「特定非営利
活動法人（ＮＰＯ法人）」に生まれ変わる決意をしました。

５月に設立総会を開催し、東京都に法人認証の申請を
しました。約１年間の準備後の申請でしたので、円滑に
審査を通過し、７月７日に認証を受けて７月20日に法人
の登記終了・法人設立となりました。

平成30年７月には東大和市が幹事市となり第51回東京
都市町村総合体育大会が行われます。また平成32年には
東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。

これらのスポーツイベントを契機に、法人組織になっ
た特定非営利活動法人東大和市体育協会は市民のスポー
ツ熱を最大限高揚させるための活動を積極的に展開して
まいります。

うまべぇ

平成29年７月20日東大和市体育協会が東京都より

「特定非営利活動法人」の認証を受けて、
法人としてスタートしました

会　　長　芳賀　文治
副 会 長　馬場　早苗
専務理事　山本　　弘
常務理事　杉本　誠一
理　　事　坪池　正春（事業部会長）
理　　事　貴島　信彦（総務部会長）
理　　事　藤原　惠子（広報部会長）
理　　事　小暮　順司（会計担当）
理　　事　小川　一人

特定非営利活動法人
東大和市体育協会

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
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29年度 東大和市体育協会加盟団体 団体長一覧

特定非営利活動法人東大和市体育協会　役員一同
理　　事　竹内　信人
理　　事　原　　伸夫
理　　事　韓　　政基
理　　事　塚原　敦子
理　　事　山家　史夫
理　　事　猪股　　実
理　　事　伊藤　孝二
理　　事　伊東　　忍
理　　事　栗原　健一

理　　事　河辺　英勝
理　　事　筒井　從介
理　　事　齋藤　一彦
理　　事　三瓶　範子
理　　事　伊東　秀明
監　　事　柚木　行夫
監　　事　関田　守男

よろしく
お願い致します
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晩秋の12月３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、
東大和市ロードレース大会実行委員会、（特非）東大和市
体育協会と東大和市陸上競技協会の主管、東京都の後援に
よる、第52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小学生４
年、５年、６年の男女236名、中
学生１、２、３年の男女259名、
一般男子80名、同女子26名、50
歳以上男子38名計639名、前年比
85名減の参加により、盛大に開
催されました。

第52回  ロードレース大会

Ｈ29年9月25日（日）

Ｈ29年12月３日（日）

第52回東大和市ロードレース大会 各種目別優勝者

第47回ふれあい市民運動会

市民の皆さん方が最も観戦したい、市内
10校の小学生の男女、市内５校の中学生男
女による学校対抗のリレーからスタート。
多くの観客が並び大声援が送られました。
結果、優勝校は小学生男子10小、同女子は８
小、中学生男子は５中、同女子は３中でした。

プログラムはキンボールリレー、自由
参加のパン食い競争、事前申し込み団体の
むかで競争、宝探し、事前申し込み団体綱
引きと続き、午前の部が終了。昼休みは、
市内で活躍するアルフェスタ吹奏楽団によ
る演奏と今回新たに取り入れた視覚障がい
の疑似体験としてアイマスクランが行われ

ました。50人近い参加者があり、協力し
ていただいたボランティアの皆さん方も意
識の高さに驚いておられました。

体験コーナーは、今年も９種目が用意
され、種目の参加者にばらつきはあるもの
の20名～340名と多くの皆さんが体験さ
れました。午後は、おんぶにだっこ、玉入
れ、事前申込種目の防災リレー、キンボー
ルリフティング、大バトンリレーでした。

最後は賞品が当たる抽選会が始まりま
した。この後、閉会式が行われ、芳賀東大
和市体育協会会長から講評がありました。
参加者総数2,206人（従事者182人）

また来年参加

して下さい♪♪

うまべぇ

種　目　名 名　前 都道府県 市区町村 フィニッシュタイム 学校名・チーム名
2.5km小学女子6年の部 松本　葉那 東京都 東村山市 0:09:58 南台小学校
2.5km小学男子6年の部 山本　歩睦 東京都 稲城市 0:09:00 稲城第四小学校
2.5km小学女子5年の部 和田　心春 東京都 東大和市 0:10:00 東大和市立第十小学校
2.5km小学男子5年の部 鬼頭　湊輝 東京都 福生市 0:09:24 福生第七小学校
2.5km小学女子4年の部 斎藤　蓮晶 東京都 東大和市 0:11:14 東大和市立第三小学校
2.5km小学男子4年の部 須藤　　駈 東京都 東大和市 0:09:45 東大和市立第八小学校
2.5km一般女子40歳以上の部 三浦　朋子 東京都 東大和市 0:10:35
2.5km一般女子39歳以下の部 松谷　百花 東京都 青梅市 0:09:11 羽村特別支援学校
2.5km中学女子2・3年の部 似内　　葵 東京都 東大和市 0:10:08 東大和市立第二中学校
2.5km中学女子1年の部 大島ひな子 東京都 東大和市 0:09:40 東大和市立第二中学校
5km一般男子60歳以上の部 矢澤　　篤 埼玉県 狭山市 0:20:29
5km一般男子50歳代の部 吉田　　泰 東京都 東大和市 0:19:07
5km一般男子40歳代の部 青山　大志 東京都 東大和市 0:16:43 東大和多摩湖
5km一般男子39歳以下の部 外山　高広 東京都 東大和市 0:15:49 多摩湖ＲＣ
5km中学男子2・3年の部 小野　　透 埼玉県 戸田市 0:17:23 戸田中学校
5km中学男子1年の部 高橋　隼斗 東京都 東大和市 0:18:51 東大和市立第一中学校

小学校・中学校リレー　結果
順位 小学校男子リレー タイム

第１位 第十小学校 59秒07
第２位 第二小学校 59秒77
第３位 第九小学校 1分1秒65

順位 小学校女子リレー タイム
第１位 第八小学校 1分2秒76
第２位 第九小学校 1分3秒41
第３位 第十小学校 1分3秒66

順位 中学校男子リレー タイム
第１位 第五中学校 51秒77
第２位 第四中学校 53秒81
第３位 第一中学校 54秒73

順位 中学校女子リレー タイム
第１位 第三中学校 58秒64
第２位 第五中学校 58秒77
第３位 第二中学校 １分0秒77
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加 盟 団 体 紹 介

市町村対抗決勝大会で東大和市代表の鷹チームが
21年ぶりに準優勝（福生市営球場）

４月に入会した小学生の稽古風景 会員の普段の練習風景

平成29年９月17日（日）第48回東大和市市民体育大会の一環として近隣の
友好団体を招き、当会として第49回目の演武大会開催時の集合写真

平成29年5月27日（土）第55回全日本演武大会に参加した時の写真

東京都被災地支援交流事業気仙沼市立面瀬
小学校との親善試合（創価高校グラウンド）

H29.11.5ジュニアソフトテニス技術講習会　講習風景平成29年度シニア健康ソフトテニス大会

軟式野球協
会

ソフトテニス
連盟

合気道会

剣道連盟

柔道会

うまべぇうまべぇ
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11月19日（日）　ジュニア育成講習会　特別講師による蹴りの指導

教育長・体協会長をお迎えしての市民大会集合写真

11月19日（日）　ジュニア育成講習会　組手練習

和服に”たすき掛け”の「凛」とした射姿

平成29年度シニア健康バレーボール大会

ジュニアスキー技術講習会の様子 平成29年度ジュニアスキー技術講習会

平成29年度12月16日　ジュニア育成強化練習の様子 平成29年度10月29日　シニアラージボール卓球教室の様子

空手道連盟

弓道連盟

スキー連盟

卓球連盟

バレーボール
連盟
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７月30日市町村総合体育大会水泳競技が福生市営プールで開催
され、東大和市は女子総合で７位の成績を収めました。写真の４
人の女性が個人成績だけで獲得しました。他市はもっと大勢で、
しかもリレー種目も併せた総合成績でしたが、我が東大和市は

「たった４人の個人種目だけで、リレー種目のポイント無しで」７
位を獲得した点が非常に優れています。
次回は更に強力なメンバーを集い、個人種目とリレー種目を併
せて、更に上位を目指します。
同時に、男子メンバーを強化し、男子総合成績を底上げして、男
女合わせた総合成績の入賞を目指します。

女性上部大会『さくらトー
ナメント3位の東大和市
チームのメンバー』

開講式
指導者紹介

東大和市ソフトボール協会秋季大会二部優勝「協和ソフト」の皆さん

山中湖でのテニス連盟夏合宿

平成29年７月30日　教室初日での全員写真

バドミントン
連盟 テニス連盟

ソフトボール
協会

水泳協会

ゲートボール
協会
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合気道会 バスケットボール協会 剣道連盟

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

小学５年生・３位決定戦　武蔵大和ユナイテッド vs 大和北

上仲原公園でのみんなの体操風景平成29年度　優良団体全国表彰の賞状を囲んで
夏休み子供ラジオ体操・みんなの体操大会閉会式

市民大会競技中

小学５年生・決勝戦　東大和２ＦＣ vs 狭山ヶ丘ＦＣ

シニア健康ボウリング大会　集合写真

サッカー協
会

ラジオ体操連
盟

ボウリング連
盟

バスケットボー
ル協会

目指せ！ ２０２０年
　東京オリンピック！
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ジュニア育成事業・シニアスポーツ振興事業
平成 29 年度ジュニア育成地域推進事業実施内容一覧

番
号 団　体　名 事　業　名 時　期 会　場 特別講師名 参　加　者　数 参加者

合計数

1
ソフトテニス連盟

①ソフトテニス技術講習会 8月6日㈰ 都立東大和南公園 前山　豊 他3名 中学生男子3名、同女子25名 28
②ソフトテニス技術講習会 11月5日㈰ 都立東大和南公園 大谷直哉 他3名 中学生男子5名、同女子27名 32

2 ジュニアソフトテニス大会 12月10日㈰ 都立東大和南公園 なし 中学生男子5名、同女子38名 43

3
空手道連盟

①空手道技術講習会 11月19日㈰ 市民体育館 遠山栄一郎、田中剛史 幼年4名、小学生28名、中学生4名、高校生1名 37
②空手道技術講習会 12月17日㈰ 市民体育館 井滝和正、川上剛史 幼年2名、小学生26名、中学生3名、高校生1名 32

4 ジュニア空手道大会 1月8日（祭・
月） 市民体育館 井滝和正、遠山栄一郎、

川上剛史
未就学児童14名、小学生91名、中学生男子10名、
同女子7名、高校生4名 126

5 バレーボール連盟
①バレーボール教室 12月17日㈰ 市立第五中学校 井上人哉 中学生男子0名、同女子29名 29
②バレーボール教室 1月13日㈰ 市民体育館 武田祐二 中学生男子0名、同女子31名 31
③バレーボール教室 1月28日㈰ 市立第五中学校 中学生男子　名、同女子　名

6 バドミントン連盟

①ジュニアバドミントン教室 7月30日㈰ 市民体育館 北田スミ子 小学生8名、中学生男子10名、同女子34名 52
②ジュニアバドミントン教室 8月6日㈰ 市民体育館 北田スミ子 小学生10名、中学生男子24名、同女子43名 77
③ジュニアバドミントン教室 8月20日㈰ 市民体育館 なし 小学生9名、中学生男子24名、同女子40名 73
④ジュニアバドミントン教室 8月27日㈰ 市民体育館 なし 小学生9名、中学生男子24名、同女子41名 74

7

卓球連盟

卓球教室 7月9日（日） 市民体育館 松谷浩史 他2名 小学生17名、中学生男子10名 27

8
①強化練習 11月26日㈰ 市民体育館 なし 小学生男子11名、小学生女子1名、中学生男子31名 43

②強化練習 12月16日㈰ 市民体育館 山本勝也　他2名 小学生男子13名、小学生女子6名、
中学生男子34名、高校生1名 54

9 スキー連盟 スキー技術講習会 2月10日㈯～12日（月・祝）（舞子リゾート予定） 25名募集中 25

10 連絡協議会 会議と講演会 ①Ｈ29/6/10（中央公民館）　② 9/9（中央公民館）
③Ｈ 30/2/25（講演会 渋倉 崇行 氏、市役所会議棟） 委員14 人

11 指導者連絡会 会議 ①Ｈ29/6/10、②Ｈ30/1/27（中央公民館） 委員16 人

平成 29 年度シニアスポーツ振興事業実施内容一覧表
番
号 団　体　名 事　業　名 実　施　期　間 会　　　場 対象者と参加人数 役員・補助役員（敬称略）

１ ソフトテニス連盟 シニア健康
ソフトテニス大会

①Ｈ29.６.11㈰ 11時～17時 都立東大和南公園
テニスコート２面

60歳以上26名 審判員・役員５名
②Ｈ29.10.26㈭ 11時～17時 60歳以上22名
男女混合で６～７名のチームに別れてのブロック総当たりのリーグ戦を行い、互いに健闘し、親睦を深めた。

２ バレーボール連盟 シニア健康
バレーボール大会

Ｈ29.11.19㈰
９時30分～16時30分

東大和市ロンドみ
んなの体育館

60歳未満８名、60歳以上77
名の市民男女、合計85名

審判員・役員15名

ストレッチ・シナプソロジ―で怪我防止の健康体操。７チームに別れて９人制バレーボール交流試合を実施。

３ 卓球連盟
シニア
ラージボール
卓球教室

①Ｈ29.10.８㈰ 13時～16時
②Ｈ29.10.22㈰ 13時～16時
③Ｈ29.10.29㈰ 13時～16時

東大和市立第８小
学校体育館

60歳以上の市民男女、25名 指導者・講師１名、審判
員・役員７名

連盟役員の指導で、４台の卓球台でレベル毎に似分けて基礎練習とゲームを楽しんでもらった。

４ バドミントン連盟
シニア
バドミントン
交流大会

Ｈ29.７.１㈯
12時00分～16時00分

東大和市ロンドみ
んなの体育館

60歳未満３名、60歳以上25
名の市民男女、計28名

審判員・役員５名

年齢ごとのダブルス戦の交流試合を行い、ゲーム形式で参加賞を準備して親睦を深めた。

５ 水泳協会 シニア健康
水泳教室

①Ｈ29.8.11㈮、②Ｈ29.8.12㈯、
③Ｈ29.8.13㈰、④Ｈ29.8.19㈯、
⑤Ｈ29.8.20㈰  毎回16時00
分～17時30分

東大和市ロンドみ
んなのプール、25
Ｍプール２レーン

60歳未満０名、60歳以上延べ
60名の市民男女

指導者・講師２名、審判
員・役員１名、補助指導
者・補助役員８名

安全第一に参加者の泳力に合わせて指導し。初心者も15Ｍ～25Ｍを泳げるようになり、初級・中級者から２名
が市民水泳大会に出場しメダルを獲得出来た。

6 ゲートボール協会 シニア健康
ゲートボール大会

Ｈ29.６.14㈬
８時00分～16時00分

東大和市ロンド桜
が丘フィールド

60歳以上113名の市民男女 審判員・役員 13名、補助
指導者・補助役員５名

18チームに別れて各チーム３試合を行い、上位３チームを表彰した。また、90歳以上の参加者５名には記念品
を贈呈した。

7 ラジオ体操会連盟
シニアのための
健康講座と
ラジオ体操

Ｈ29.10.13㈮
10時00分～12時00分

東大和市ロンドみ
んなの体育館

60歳未満１名、60歳以上81
名の市民男女、計82名

著名指導者・特別講師１
名、審判員・役員13名、補
助指導者・補助役員３名

著名指導者多胡肇氏を講師に招き、骨・筋肉・関節の運動機能、有酸素運動・筋力トレーニング・ストレッチの講義
と実技指導を行った。

8 ボウリング連盟 シニア健康
ボウリング大会

Ｈ29.7.26㈬ 
13時00分～16時00分

東大和グランド
ボール

60歳以上35名の市民男女 著名指導者・特別講師２
名、審判員・役員３名、補
助指導者・補助役員12名

著名指導者小島プロ・川口プロによる講義・指導の下、２ゲームの競技を実施。レベルに合わせてＡ・Ｂクラス別
に競技の上表彰した。

9 スキー連盟 シニアスキー技術
講習会

Ｈ30.1.27（土）～1.29（月・祝）
の２泊３日間

菅平高原スノーリ
ゾート

60歳未満５名、60歳以上15
名の市民男女、計20名

初心者にも経験者にもスキーの技術・体力の向上に努めていきます。

参加人数496人

参加人数783人
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◇優勝者・団体一覧
部　門 競技種目 名　前 所　属

30歳以上女子 25m平泳ぎ 斉藤　由希 上北台
40歳以上女子 25m平泳ぎ 池口美奈子 桜が丘
50歳以上女子 25m平泳ぎ 神谷佳津子 狭山
60歳以上女子 25m平泳ぎ 安部　幸子 向原

29歳以下女子 50m平泳ぎ 秋田くるみ 上北台
30歳以上男子 50m平泳ぎ 伊藤　契敏 奈良橋
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 都筑　孝志 清水

29歳以下女子 50m背泳ぎ 天野　静楓 桜が丘
29歳以下男子 50m背泳ぎ 松本　　裕 中央

29歳以下女子 50mバタフライ 秋田くるみ 上北台
29歳以下男子 50mバタフライ 家村　　睦 南街

小学１～４年男女混合 １００mリレー 木村・三吉・西川・井上
小学５年男女混合 １００mリレー 本間・山本・田中・井上
小学６年男女混合 １００mリレー 栗原・宮森・原・西川

中学生男子 200mリレー 石原･木下・岩堀・山口

　軟式野球 参加者：2,129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 芋窪アトラス ブラックキャッツ
Bの部 ホワイトマナーズ タイガーシャーク 芋窪アトラス
Cの部 十小上北台ストロングス 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 上北台ストロングス ムサシ

１部 アルデンテ リベラル
居酒屋一味　A

一中OB

２部 ベンダーズ ZEBRA
K

東大和Furious

３部 ヘボンズ タートルズ
テセック

インパルス

　剣　道 参加者：241人
種　　目 優　勝 準優勝 三　位

小学一・二年生男子の部 栗原　那知 村田　有総 細川　隼司
小学一・二年生女子の部 内村　寧玖 清田　愛子 小林　紗季
小学三・四年生男子の部 福田　一剣 細矢　和希 佐藤　知紘
小学三・四年生女子の部 矢野　栞那 尾崎　有香 金杉　聖蘭
小学五年生の部 新井　遥輝 尾崎　龍成 津川　美宇
小学六年生の部 中川　英也 長濵　聡美 金澤　虹汰
中学生男子の部 松田　純輝 中村　颯汰 伊藤　壮良
中学生女子の部 河村　優花 板橋　嬉歩 渡邊ひよの
高校・一般の部 津川　卓也 嘉規　邦伸 大𣘺　慧介

　水　泳 参加者：486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
部　門 競技種目 名　前 所　属

小学生１年女子 25ｍ自由形 杢谷　　然 第10小学校
小学生１年男子 25ｍ自由形 竹内　太良 第２小学校
小学生２年女子 25ｍ自由形 宮森　咲智 第８小学校
小学生２年男子 25ｍ自由形 三吉　　晴 第１小学校
小学生３年女子 25ｍ自由形 西川史穂美 第１小学校
小学生３年男子 25ｍ自由形 半田　庵哩 第10小学校
小学生４年女子 25ｍ自由形 加藤　朱莉 第６小学校
小学生４年男子 25ｍ自由形 福島　伶和 第６小学校
小学生５年女子 50m自由形 本間　美結 第４小学校
小学生５年男子 50m自由形 宮森　大翔 第８小学校
小学生６年女子 50m自由形 栗原　茉子 第３小学校
小学生６年男子 50m自由形 西川幸史朗 第１小学校

小学生４年女子 25ｍ平泳ぎ 小倉　千明 第４小学校
小学生４年男子 25ｍ平泳ぎ 佐々木琉斗 第２小学校
小学生５年女子 50ｍ平泳ぎ 井上　まの 第8小学校
小学生５年男子 50ｍ平泳ぎ 宮森　大翔 第８小学校
小学生６年女子 50ｍ平泳ぎ 栗原　茉子 第３小学校
小学生６年男子 50ｍ平泳ぎ 原　維吹樹 第９小学校

小学生５年女子 25ｍ背泳ぎ 田中　美陽 第８小学校
小学生５年男子 25ｍ背泳ぎ 上村　優輝 第1小学校
小学生６年女子 25ｍ背泳ぎ 福田　愛音 音大附属小

中学生女子 100m自由形 長嶋　　天 第４中学校
中学生男子 100m自由形 宮森　航希 立川国際

中学生男子 100m平泳ぎ 柿崎　貫汰 第２中学校

中学生女子 50ｍ背泳ぎ 長嶋　　天 第４中学校
中学生男子 50ｍ背泳ぎ 柿崎　貫汰 第２中学校

中学生女子 50ｍバタフライ 斉藤万祐子 第２中学校
中学生男子 50ｍバタフライ 樫山　貴一 第４中学校

30歳以上女子 25m自由形 斉藤　由希 上北台
40歳以上女子 25m自由形 河本　未希 蔵敷
50歳以上女子 25m自由形 神谷佳津子 狭山
60歳以上女子 25m自由形 小林キヨ子 立野

29歳以下女子 50m自由形 秋田くるみ 上北台
30歳以上男子 50m自由形 伊藤　契敏 奈良橋
40歳以上男子 50m自由形 家村　　睦 南街
50歳以上男子 50m自由形 松久保雅和 桜が丘
60歳以上男子 50m自由形 都筑　孝志 清水

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13,573名の市民が参加し、各会場で熱戦が展開されました。
各団体の競技種目の入賞者は下記のとおりです。
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　合　気　道 参加者：311人
種　目 優　勝 準優勝 三　位

子供クラス低学年の部（男子） 宇田川留充 野中　　樹 小出　和裕
子供クラス低学年の部（女子） 山本　侑季 佐藤　由桜 小林　潤季
子供クラス中学年の部（男子） 工藤　智博 山本　崇寛 稲玉　信之
子供クラス中学年の部（女子） 鳥羽　美澄 田中　もも 川合　文乃

子供クラス高学年の部（男子）
鳥羽　正樹 橋口　空翔 青木　和也
椎名　祐充 星　　成将 熊本　大雅

子供クラス高学年の部（女子）
美濃谷玲彩 石塚　陽奈 須崎　美羽

和田彩香莉 榎本　遥花
中学生の部 増田　大志 須崎　音愛 村上　洸一

一般男子の部 稲葉　優斗 吉田　尚之 原嶋　峻教
一般女子の部 小出紗昌子 渡邉　円海 川合　敦子
有段者の部 足立　雅世 羽地　飛龍 斎藤　嘉泰

　柔　道 参加者：112人
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

小学一年の部 田中　琉晴 佐藤　秀昭 小山　聖人 澤田　周子
小学二年の部 高杉　真駆 宮崎　一嘉 河村さくら 大岡　楓和
小学三年の部 佐藤　毅明 岡部　　皇 大岡　拓貴 坂本　咲希
小学四年の部 藤原　陸矢 中込　　瑞 澤田　英志 荻巣　　潤
小学五年の部 児玉　空来 儀保　巧斗 山田海理奈 松本　碧生
小学六年の部 武井　颯良 佐藤　由章

中学女子 加藤　胡桃 中込　柚樹 小林　　麗 高本　千代
一般者 三代　達也 田崎　　学 伊藤　晴康 内野　泰鑛

　ソフトテニス 参加者：118人

◇団体戦
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般一部 市役所クラブA 森永クラブ 東大和クラブA
一般二部 レディースA レディースB 東大和クラブB

中学生の部 東大和市立 
第三中学校A

東大和市立 
第五中学校A

東大和市立 
第二中学校A
東大和市立 

第三中学校Ｂ

◇個人戦
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般男子一部
多田　理彦
岸　　智彦

（森永クラブ･市
役所クラブ）

山本　　弘
和泉　成俊

（森永クラブ・三
中教員）

本石　哲夫
貴島　信彦

（東大和クラブ）

一般女子の部
奥住　初枝
家村むつみ

（レディースクラブ）

清水　静子
内田　寛美

（レディースクラブ）

小嶋寿美子
高野紀美子

（レディースクラブ）
小泉みつ江
町田　栄子

（レディースクラブ）

中学生
男子の部

坂村　　健
平瀬戸　陸

（東大和市立第五中）

庄司　和弥
吉田　悠輝

（東大和市立第五中）

中学生
女子の部

鈴木　　葵
高橋　彩夏

（東大和市立第三中）

徳家　優月
植田　　唯

（東大和市立第三中）

馬場　美明
定兼　楓空

（東大和市立第二中）
石田　優月
黄川田未菜

（東大和市立第三中）

　ゲートボール 参加者：126人
優　勝 準優勝 三　位 三　位

蔵敷長生会 清水クラブ 奈良橋長生会 上北クラブ

　バレーボール 参加者：420人

部　門 優　勝 準優勝 三　位
家庭婦人の部
（９人制） やまとクラブ ビート しみずクラブ

ソフトバレーボール
一般男子の部（４人制） たまこA ぷれいるーむ

（キング） チーム1010

ソフトバレーボール
一般女子の部（４人制） たまこB たまこ A ぷれいるーむ

（クイーン）
ソフトバレーボール
一般男女（混合の部）（４人制） たまこK たまこ T たまこＭ

一般男女混合の部
（9人制） しみずクラブ M・M･V・C Liberty

　ソフトボール 参加者：245人

部　門 優　勝 準優勝 三　位
一般男子の部 アウト 協和ソフト 南街小鐵

　卓　球 参加者：207人
種　目 優　勝 準優勝 三　位

中学男子
シングルス１部

改井　伸明
（三中）

松岡　晴輝
（三中）

笹川　大雅（三中）
南　　弘将（三中）

中学男子
シングルス2部

掛屋　慶太
（東やまとC)

斎川　快流
（東やまとC)

大澤　　怜(一中）
山下　詩也（一中）

中学生
男子ダブルス

改井　伸明
笹川　大雅
（三中）

斎川　守護
（東やまとC)

平澤　慶太
（東やまとC)

大津正一郎（三中）
阿部　良伸（三中）
南　　弘将（三中）
松岡　晴輝（三中）

中学生
女子シングルス

丸山　莉湖
（一中）

大泉　妃莉
（一中）

原　ゆきの（東やまとC)

野口　舞那（一中）

中学生
女子ダブルス

原　ゆきの
（東やまとC)

原　あいか
（東やまとC)

大泉　妃莉
（一中）

小林　桃香
（一中）

荒井　優名（一中）
本田　桃香（一中）
野口　舞那（一中）
鈴木日菜多（一中）

小学生
シングルス

張　　至帆
（東やまとC)

掛屋　慶太
（東やまとC)

斎川　快流（東やまとC)
上運天佳太（東やまとC)

一般男子
シングルス１部

久保田　清
（連盟）

児玉　尚久
（南街）

伊藤　孝二（連盟）
松倉　聡明（平山台）

一般男子
シングルス２部

松井　秀斗
（南高校）

藤井　秀雄
（SUN球C)

中江　英祐（森永乳業）
鈴木　延冶（初雁卓球C)

シニアシング
ルス1部

森永　恒史
（連盟）

金井　元則
（連盟）

芳賀　文治（連盟）
小暮　茂雄（わかば）

シニアシング
ルス2部

久保　　貢
（連盟）

太田　　稔
（わかば）

小松　重子（わかば）
佐藤　豊作（立野）

一般女子
ダブルス１部

阪場みゆき
（Team東大和）

関口育代
（Team東大和）

杉山　桃代
菊地久美子

岸　　秀子（五月会）
伊藤　愛子（五月会）
寿時トヨ子（わかば）
後藤トモ子（わかば）

一般女子
ダブルス２部

内山みや子
（五月会）
太田由美子
（あざみ）

中谷　綾子
（わかば）
村田かつ子
（わかば）

混合ダブルス
永野　　卓
（新堀）

中谷　綾子
（わかば）

久保田　清
（連盟）

斉藤みね子
（わかば）

小暮　茂雄（わかば）
杉山　桃代

氏井　啓子（BOOKERS)
太田由美子（あざみ）
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　空　手　道 参加者：402人
◇団体の部
小学3・4年　団体形の部

優　勝 誠之会 （川原 大和、 難波 修穂、 大野 千里）
準優勝 武心会A （神道 航瑠、 酒井芽依杏、 莪山 大智）
三　位 武村塾 （大津 輝八、 小林 世汰、 野田 翔太）

小学5・6年　団体形の部
優　勝 武村塾 （水村 綾太、 栗田さくら、 佐々木夕祐）
準優勝 愛好会 （乙幡 大翔、 大江 泰平、 小西 海璃）
三　位 誠之会 （横濵 来幸、 日向 漣、 大野 天馬）

中学生　団体形の部
優　勝 武村塾 （大泉 真緒、 田中 旭、 与那城 結）
準優勝 誠之会 （田口 翔悟、 八島 瑞希、 横濱 陸）

小学3・4年　団体組手の部
優　勝 武村塾 （水村 海音、 小林 世汰、 大津 輝八）
準優勝 誠之会 （川原 大和、 松原 優樹、 難波 修穂）
三　位 武心会A （神道 航瑠、 酒井 芽依杏、 莪山 大智）
三　位 武心会B （小山田翔空、 比留間咲良、 佐藤琥慈郎）

小学5・6年　団体組手の部
優　勝 武村塾A （渡辺 笑理、 佐々木 夕祐、 倉田 大寿）
準優勝 誠之会 （横濵 来幸、 日向 漣、 中島 一翔）
三　位 愛好会 （乙幡 大翔、 大江 泰平、 小西 海璃）
三　位 武村塾B （栗田 さくら、 水村 綾汰、 米内 獅超）

◇組手の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼児の部 瀬野　瑞生 川越　　光 小板橋楓雅 日向　　迅
小学１年の部 莪山　蒼翔 陶山　銀志 青木　　桜 佐藤恵麗奈
小学２年の部 八島　泉珠 川越　　嶺 島田　悠海 齊藤　慶人

小学３年
男子の部 佐藤琥慈郎 莪山　大智 渡邉　空羅 小山田翔空

小学４年
男子の部 松原　優樹 川原　大和 石堂　　潤 小林　世汰

小学３・４年
女子の部 米内　花梨 森田　　楓 比留間咲良 酒井芽依杏

小学５年
男子の部 中島　一翔 米内　獅超 日向　　漣 小山田優輝

小学６年
男子の部 佐々木夕祐 倉田　大寿 吉田　　遼 水村　綾太

小学５・６年
女子の部 横濵　来幸 渡辺　笑理 川越　　蒼 村上　愛奈

中学男子の部 関石　　翼 横濵　　陸 秋山　峻哉 大泉　勇斗
中学女子の部 田中　　旭 大江　千尋 与那城　結 大泉　真緒

高校・一般
男子の部 神道　琉世 柳　　晴喜 佐藤　純一 比留間悠太

◇帯別形の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

幼児基本の部 小板橋楓雅 小林　暖喜 川越　　光
１・２年

白黄橙帯の部 前田　煌太 陶山　銀志 比留間　慶

１・２年
緑帯以上の部 莪山　蒼翔 川越　　嶺 島田　悠海

３・４年
白～紫帯の部 野田　翔太 難波　修穂 長谷川太優

３・４年
茶･黒帯の部 米内　花梨 水村　海音 森田　　楓

５・６年
白～紫帯の部 仲西　大雅 関口　紗姫 小山田優輝

５・６年茶帯の部 長谷川心優 川越　　蒼 末井　涼楓
５・６年黒帯の部 田島　靖健 鈴木　拓海 栗田さくら
中学黒帯の部 木原野ノ花 田中　　旭 大泉　真緒

◇形の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼児の部 小板橋楓雅 川越　　光 小山田愛心 瀬野　瑞生
小学１年の部 莪山　蒼翔 湯浅　拓己 小栁　匠真 陶山　銀志
小学２年の部 八島　泉珠 川越　　嶺 前田　煌太 齊藤　慶人
小学３年の部 米内　花梨 酒井芽依杏 稲葉　佑貴 山崎　珠月
小学４年の部 松原　優樹 川原　大和 森田　　楓 神道　航瑠
小学５年の部 日向　　漣 有本紗矢香 末井明香里 石田　千紘
小学６年の部 鈴木　拓海 倉田　大寿 栗田さくら 田島　靖健
中学男子の部 八島　瑞希 大泉　勇斗 上野　裕生 秋山　竣哉
中学女子の部 田中　　旭 木原野ノ花 鎌内　彩菜 大泉　真緒
高校・一般男

子の部 佐藤　正崇 神道　琉世 佐藤　純一

高校・一般女
子の部 望月佳代子 森田　明美 藤井　里紗

　弓　道 参加者：24人
部　門 優　勝 準優勝 三　位

霞的の部（一部） 田畑　優実 塚原　航平 塚原　敦子
霞的の部（二部） 藤本　智宏 武田　嘉子 清水　由美
色的の部（一部） 塚原　航平 塚原　敦子 田畑　優実
色的の部（二部） 藤本　智宏 武田　嘉子 内田　順子

部　門 金的 銀的 銅的
小的の部 川鍋　　茂 清水　由美 古川　友章

　ボウリング 参加者：211人
一般男子の部 優　勝 準優勝 三　位

Aクラス 小泉　光信 水村　隆市 若林　亮治
Bクラス 天野理知雄 関田　　勇 小林　孝一
Cクラス 武田　利久 綿織　　進 小池　悠太

一般女子の部 優　勝 準優勝 三　位
Aクラス 山本とし子 橋本　愛子 五十嵐美代子
Bクラス 久保　広美 坪井　節子 増田ユリ子
Cクラス 錦織　朝子 三上　陽子 能登久美子

高校生の部 優　勝 準優勝 三　位
Aクラス 久保　　南 斉藤　彩乃 吉田　湧翔
Bクラス 渡邊　怜華 乙幡　　輝 柴田　　望

優　勝 準優勝 三　位
中学生の部 江口　雅俊
小学生の部 高橋　亜子 木脇　慧人 和田　流吾

　バスケットボール 参加者：220人
部　門 優　勝 準　優　勝 三　位

夏季大会
男子一部 西遊記 HDC No name ballerZ
男子二部 green ants scandalous T3

女子 Horse Deer‘s インディペンデンス HEINZ

入賞おめでとう！

うまべぇ
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　バドミントン 参加者：297人

◇ダブルス大会の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般男子
２部

河本　健（大和会）
阿部　渉（大和会）

大畠　朋也（一般）
中山　裕太（一般）

小町　陽介（一般）
小平　祐理（一般）
峰岸　昭汰（一般）
越石漣太郎（一般）

一般男子
３部

内田　致之（一般）
近江　行雄（一般）

藤田　光雄（一般）
堤　　多丸（一般）

新田　秀敏（一般）
川村　俊勝（一般）

一般女子
２部

金原　　舞（大和会）
宮奈マリ子（大和会）

高坂　和恵（東大和レディース）
月元ふさ子（東大和レディース）

望月　光江（東大和レディース）
佐藤由美子（東大和レディース）

中学２年
男子の部

島谷　知宏（４中）
和田　真洸（４中）

石田　　歩（４中）
奥谷　虹太（２中）

内海堅太郎（２中）
比留間翔太（２中）
垣見　大輝（４中）
齋藤　優那（４中）

中学２年
女子の部

上神谷優菜（２中）
金井　唯歩（２中）

柿﨑　友季（４中）
福田紗依子（４中）

寶明りあの（２中）
土屋　咲良（２中）
原田ひより（４中）
嶋田穂乃香（４中）

中学１年
男子の部

黒石　　環（２中）
伊都　翔太（２中）

有賀　功輝（４中）
堀口　　岳（４中）

寶明　翔真（２中）
大塚　　漣（２中）

中学１年
女子の部

津島　春花（２中）
杉山　絢音（２中）

内山　真祈（２中）
中川　優衣（２中）

大久保帆香（４中）
鈴木　空良（４中）
明山　杏花（４中）
鈴木麻那美（４中）

◇シングルス大会の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般男子
の部

吉田　遙音
（東大和南高校）

小松　隼人
（東大和南高校）

上條　匠哉
（東大和南高校）

中学２年
男子の部 内海堅太郎（２中） 島谷　知宏（４中）

皆木　　壮（十小）
石田　　歩（２中）

中学２年
女子の部 上神谷優菜（２中） 原田ひより（４中）

福田紗依子（４中）
金井　唯歩（２中）

中学１年
男子の部 黒石　　環（２中） 森　　郁弥（４中）

伊都　翔太（２中）
大塚　　漣（２中）

中学１年
女子の部 津島　春花（２中） 明山　涼花（４中）

堀口　　蘭（４中）
明山　杏花（４中）

◇トリプルス大会の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般
女子の部

トンチンカン
（望月光江、佐藤由美子、

伊東忍）

東大和レディース
（高坂和恵、川原佳子、

月元ふさ子）

3B
（早坂笛美、関口美雪、

関下真由美）

　ラジオ体操 参加者：7,166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（金）～８月24日（木）35日間
参 加 者：7,166人（子供3,058人　大人4,108人）
精励賞（期間中25日以上出席の子供）：62人

　スキー（志賀高原焼額山スキー場） 参加者：20人

◇スラローム20旗門　（２回トライアル）
部　門 優　勝 準優勝 三　位

男子一部 赤間　信且 小澤　真樹 宮村　明利
男子二部 諸星　勇樹 佐藤　　瑛 藤岡　　淳
女子一部 堀江野梨子 桜井　幸子 佐久　正子
女子二部 岡部　真美 青木　恵子

　テニス 参加者：429人
種　目 優　勝 準優勝 三　位

男子ダブルスA
奥　　昌樹

（般）
大森　孝幸

（B）
有本　宣英

（般）
奥　　　豊

(般）
對馬健太郎

（B）
細野　　皓

（森）

女子ダブルス・A
折居智恵美
（クラブ）

齊藤美恵子
（クラブ）

植木　絵美
（森）

宮下　純子
（クラブ）

大野　朋子
（クラブ）

中里　和砂
（クラブ）

女子ダブルス・B
木須　和代
（クラブ）

加藤　京子
（般）

井上　明香
（般）

前村美佐子
（般）

今田　純子
（般）

岡田　幸子
（般）

男子ダブルス・B
藤岡　誠一

（森）
加藤　芳幸

（般）
徳長　大祐

（学）
山本　隆司

（森）
齊藤　雄太

（般）
坂本　和音

（学）

女子シングルス 堀越　智恵
（B）

岡崎由布子
（クラブ）

野田　伸枝
（クラブ）

男子シングルス 野邉地隼人
（B）

高木　規之
（般）

奥　　　豊
（Ｇ）

団体戦 オグリキャップ NTC 森永

　サッカー 参加者：409人
部　門 優　勝 準優勝 三　位

小学４年生の部 大和北ＦＣ 東大和２ＦＣ 武蔵大和 
ユナイテッド

小学５年生の部 狭山ヶ丘ＦＣ 東大和２ＦＣ 武蔵大和 
ユナイテッド

小学６年生の部 東大和２ＦＣ FC.VIGORE
東大和Jr.

武蔵大和 
ユナイテッド

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 ＦＣ．ナッツ レアル・コンパ
ニェロ ザリガニ

多摩湖駅伝に参加しよう！
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9時30分から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、押本議長、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、ラジオ体操会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。

スリッパ卓球競技（12テーブル 33名）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、各ブロックの１位がトーナメントで順位を競いました。

第 28 回スポレク スリッパ卓球競技成績表
種　目 優　勝 準優勝 三　位 三　位

小学生上位の部 斎川 快流 張　 至帆 青本 和也 小嶋明日希
一般上位の部 武部 一滉 荒幡 伸一 太田 　稔 渋谷 国光

ラインクッブはレク協会の飯坂会長の説明で始まり、開
会式に参加をされた来賓の皆さんをはじめ、役員、従事者
の皆さん方により、東大和市が発祥の競技ラインクッブを
体験していただきました。

地階では昨年に続いてレクリェ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。レク式体力測定で、参加者が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、着座体前屈など係員の指導でチャレンジしました。

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。81名の参加者となり8
ホールで競う競技とし、12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、従事者も運営に
当たりました。屋外と異なり体育館内はボールがよく転がり、
経験者と初めての方との差が出たようです。ホールインワ
ンも当初予定した数を上回り8人の方が達成されました。表
彰は1，2，3位と飛び賞の方に賞品が授与されました。参加
賞にはとれたての野菜（ネギ、赤かぶ、人参）が配られました。

今回の参加者は、スリッパ卓球33名、グラウンドゴル
フ81名、レク協会49名、役員10名、来賓13名、従事者
66名（ゲートボール助勢25名含む）、スポ－ツ推進委員8名、
一般70名、合計330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29年度第28回

第 28 回 スポレク  グラウンドゴルフ入賞者
優　勝：稲葉 俊子　準優勝：新津 弘子　第３位：諸井 和子

特定非営利活動法人 東大和市体育協会
〒 207-0022　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　☎042-566-3538

第37回 歩こう会
H30年3月4日㈰開催               小雨決行

詳細は裏面をご参照ください

多摩湖を歩こう
！いっしょに

お申込み期間　２月7日（水）～２月24日（土）まで

うまべぇ

参 加 賞　OS-1、歩こう会ロゴ入りタオル、乳飲料（予定）
参加資格　市内在住、在勤、在学で完歩する体力のある方
　　　　　ただし、小学生のみの参加は当日保護者と同伴とする
コ ー ス　11km  Aコース（左に行きます）　Ｂコース（右に行きます）
集合時間　午前９時までに受付を済ませてください（受付開始８時30分）
集合場所　中央公民館前広場
出発時間　９時30分（終了時間13:00まで）
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。つり銭のないようにお願いします）
賞　　品　ゴール後に抽選で景品が当たります

車イス、ベビーカー、
ご家族揃って安心して
ご参加いただけます。

参加賞もたくさん 
でるべぇ♪

Women's  Marathon  発祥地　東大和市

歩く前にラジオ体操

（雨天の場合は３月18日㈰又は25日㈰に順延します。）
※雨天の場合ホームページで発表します。午前 6時現在で決定します。

時間：８時30分～13時

第37回 歩こう会
H30年3月4日㈰開催！

お申込み期間　２月7日（水）～２月24日（土）まで

お申し込みは２月４日の新聞折り込みチラ
シ、公共施設にあるチラシをご参照下さい。

（雨天の場合は３月18日㈰又は25日㈰に順延します。）
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株式会社セレモア
社会医療法人財団大和会　東大和病院
市内郵便局（８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
株式会社ロンド・スポーツ
株式会社武藤石材店
東大和グランドボウル
東京東大和ライオンズクラブ
東京東大和ロータリークラブ
株式会社チャット
尚和会　いちょう通り歯科
宮鍋製茶株式会社
株式会社サンワーク
株式会社ラケットショップフジ
トップインターナショナル　株式会社
株式会社一冨士
株式会社尾崎商店
株式会社中賀堂
株式会社トーワテクノ　東京工場
株式会社中央ジャパンツーリスト　東京営業所
OWLエンジニアリング　株式会社
えごの樹
株式会社アテックスホールディングス
株式会社岡田電気
株式会社サーブエンジニア　西東京支店
株式会社あんしん葬祭
株式会社カーテックキヨノ
株式会社サンホームズ
株式会社テセック
工字舎
岸商事有限会社
スイスレストラン　ルシャーレ
東亜ディーケーケー株式会社
認定こども園 こども学園　代表 井口正彦
文化高等学院
森永乳業株式会社
有限会社ダイワ徽章

有限会社戸口工業
有限会社村上パン粉店
柚木行政書士事務所
阿部整骨院
海と大地
居酒や　ともちゃん
CASA東大和
小泉接骨院
コミュニティレストラン　笑し部亭
彩香
神明湯
スナック忍
たかの整骨院
高橋農園
武石整骨院
たけもとクリニック
多摩湖クリニック
男爵
中国料理　かりん
南街小鉄（菊池鉄雄）
富士見湯健康セントー
ヘアーサロン　しみず
ミニストップ東大和仲原１丁目店
薬局　アンドレ
有限会社イズモ商事　空龍
有限会社　理容　西川
生そば　大むら
伊藤　奎太郎
小川　一人
河村　正則
貴島　邦彦
貴島　晴子
貴島　ゆふ
窪田　清之
栗原　勝男
笹澤　昭三
高橋　昭
竹村　美佐子
田所　良基
土方　澄子
坪池　正春
馬場　早苗
濱田　實
平田　征男

藤原　惠子
藤原　義人
松山　良子
望月　明
矢ノ澤　誠
山本　弘
アウト（和田芳隆）
アルデンテ（神山誠）
NTSクラブ（河辺英勝）
空手道愛好会　森田　博之
空手道研究会　武村塾　井滝　和正
協和ソフト（小林豊）
グランパサージュテニスチーム
湖南ライオンズ（高橋勇）
スウィングス（野上ミチ子）
スコーピオンズ（水野重安）
スリーS （春原幸一）
蔵敷クラブ（井手尾満）
ソフトテニス森永クラブ
地域スポーツクラブはぴねすまいる東大和
TUCテニスサービス
東大和市ゲートボール協会
東大和市合気道会
東大和市剣道連盟有志
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
東大和市柔道会
東大和市卓球連盟
東大和市テニス連盟
東大和市バスケットボール協会
東大和市バレーボール連盟
東大和市ボウリング連盟役員一同
東大和市ラジオ体操連盟有志一同
東大和市役所ソフトテニスクラブ
東大和ソフトテニスクラブ
東やまと卓球クラブ
東大和テニスクラブ
東大和レディースソフトテニスクラブ
ブラックキャッツ
ホワイトマナーズ
ミドルフレンズ（森山征男）
やまとスキークラブ
養成館空手道　韓　政基
四小イーグルス

賛 助 会 員 ご 芳 名 平成29年度の賛助会員制度の趣旨にご賛同をいただきました
皆様です。厚く御礼申し上げます。

　今年度2月9日に開幕する平昌
オリンピック！日本選手の活躍が
楽しみです。
　2020年オリンピック・パラリ
ンピック東京大会のボランティア
募集が、いよいよ2018年夏から
始まります。
　記録が残る体協だより、市民体
育大会の上位入賞者の紹介など市
民の皆様の活躍を応援しています。
　大人たちも各スポーツ競技で
コーチの試験にチャレンジ。
　日本一子育てしやすい街を目指
している東大和市です。
　アスリートが誕生する街づくり
へ一歩前進しましょう。頑張るス
ポーツ、参加できる多くの機会が
あります。
　本年も宜しくお願いします。

編 集 後 記
●�東京都体育協会中央幹部研修会　《平成30年１月23日㈫　渋谷区のＩＶＹ ＨＡＬＬ（アイビー

ホール）》　講演の内容は「スポーツ団体のコンプライアンス」講師は大橋卓生氏（弁護士/虎ノ
門協同法律事務所）、情報提供として「東京都スポーツ推進総合計画の進捗状況」川瀬航司氏（東
京都オリ・パラ準備局スポーツ計画担当部長）、特別講演として［2020年オリンピック・パラリ
ンピック東京大会がもたらすもの］―スポーツを通じた人材育成と健康街づくりー講師は橋本聖
子氏（参議院議員/リオデジャネイロ五輪日本選手団団長）でした。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㈰　９時～12時　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、「すべての競技に使える体幹トレーニングの実践」として
保育室でのトレーニング理論を学び、トレーニング体験をしてもらいました。参加者：加盟団体
より19名、役員３名計22名
●�東京都市町村体育協会連合会幹部研修会　《平成29年３月12日㈰～13日㈪　山梨県笛吹市石和

町》　内容は講演Ⅰ「誰もがスポーツに親しめる社会」～「2020年に向けた実行プラン」～講師
は東京都スポーツ推進部部長小室明子氏、講演Ⅱ「地域スポーツを取り巻く情勢と今後の取り組
みの視点」講師は（公財）都体協専務理事板垣一典氏、事例発表では、「体育協会の現状と課題」（１
市20分）のテーマで、（一社）稲城市、（特非）瑞穂町、（特非）狛江市の３市から発表がありました。
当参加者：役員2名

体 協 ト ピ ッ ク ス


