
東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の開会式を挙行するメーンス
タジアムも完成し、オリンピックの機運
も一層高まってきました。出場選手選考
の大会等も選手の激闘が展開されている
この頃です。

東大和市体育協会傘下の連盟・協会は
今年度も市民の老若男女の皆様方が健康で活力ある充実し
た日々を過ごして欲しいと様々な大会、講習会等を開催、ま
た、行政と一体となり市民大会やロードレース大会等（ふ
れあい運動会は台風のため中止、これから多摩湖駅伝大会）
を開催し多くの市民の参加を得て盛会裏に終了しました。
「体協だより」はそれらの大会の記録や日頃の活動の様子

を市民の皆様方へお届けする機関誌です。よくご覧いただ

き今後のスポーツへの参加の参考にしていただきたい。
東大和市では健康で幸せな街づくり「健幸都市」を目指

し現在様々な準備をしている段階だそうです。
今年３月、東大和市から「健康都市の実現に向けた東大和市

健康寿命延伸取組方針」が発表されました。要約すると自らでき
る健康（健幸）維持の３大要素は、運動習慣の定着、バランスのと
れた食生活、孤立を防ぐ社会参加が重要であると捉えられます。

体育協会は、東大和市の目指す「健幸都市」づくりに諸
手を挙げて協力していきたい。

市民の皆様方が各団体の事業に参加し、仲間との出会い、
触れ合い、支え合いを大切にして運動習慣の継続で、健幸
な日々を送られることを心より願っています。

結びに、体協を支援、協力をしていただく行政、賛助会員、
関係機関の皆様方へ感謝を申し上げ挨拶といたします。

仲間との出会い、触れ合い、支え合いを大切に
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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東京2020 オリンピック聖火リレー ⇨ ７月14日（火）
東京2020 パラリンピック聖火リレー ⇨ ８月23日（日）
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東京2020オリンピック聖火リレーのルート

※�東京2020パラリンピック聖火リレーのルートは東京都聖火リレー
実行委員会で検討しているところです。

２０２０年夏 東大和市に聖火リレーがやってくる！
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東京2020オリンピック聖火リレーは、 
 市役所 を出発して

 都立東大和南公園平和広場 まで！！
★みんなで応援に行こう！！

都立東大和南公園平和広場�
（旧日立航空機株式会社変電所前）
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東大和市体育協会の皆様におかれま
しては、日頃から、市のスポーツ振興
に多大なるご尽力をいただくとともに、
都民体育大会や東京都市町村総合体育
大会などの各種大会におきまして、当
市から数多くの代表選手を選出し、派
遣していただくなど、様々な場面でお

力添えをいただいていることに厚く御礼申し上げます。
また昨年は、東大和市体育協会創立50周年という、大

きな節目を迎えられました。改めて、これまで継続して
こられた様々な活動に対し衷心から敬意を表する次第で
ございます。

さて、今夏、いよいよ、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会が開催されます。自国の誇りと威信

をかけた熱き戦いから、挑戦することへの素晴らしさを
感じ、スポーツの持つ魅力を一人でも多くの皆様に感じ
ていただきたいと思います。

こうした中、市では、これからも大会開催に向けた気
運醸成を図るとともに、市民の皆様に、より一層スポー
ツを身近に感じ、実践していただけるよう、様々な事業
を進めてまいりたいと考えております。

東大和市体育協会の皆様におかれましては、これまで
培われてきた豊富な知識や経験を生かし、引き続き、市
のスポーツ振興に向け、お力添えを賜りますようお願い
申し上げます。

結びに、特定非営利活動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。

『東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会』を目前にして
東大和市長　尾 崎　保 夫

（特非）東大和市体育協会創立50周年記念式典・祝賀会を開催
令和元年11月30日（土）14時から

市民会館（ハミングホール小ホール）
にて、体育協会創立50周年の記念式
典を開催しました。

会場には、ご来賓として、東大和市
尾崎保夫市長他多数の皆さま、他市町
村の体育協会会長・役員の皆さま、功
労者表彰受賞者、感謝状受賞者、加盟
団体合わせて144名のご出席をいただ
きました。

ご来賓の皆様のご祝辞、50周年記
念特別功労賞、感謝状の贈呈式の後は、
ＪＴＣ吹奏楽団による楽しい演奏があ
りました。

祝賀会は会場をＢＩＧ・ＢＯＸ「な
なかまど」に移し、スポーツ談議など
賑やかな懇親の場となりました。

記念式典舞台（ハミングホール小ホール）

歓談の様子

国歌斉唱

テーブルでの歓談

司会者の国重糸絵さん

樽酒鏡割り

ＪＴＣ吹奏楽団による楽しい演奏感謝状受賞者

中締めにより祝賀会が無事に終了
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特定非営利活動法人 東大和市体育
協会の皆さま方には、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、土曜日、日曜日等の貴重な時
間を使っていただき、小学生や中学生

のスポーツ活動等へのご指導をいただいておりますこと
にも心から感謝を申し上げます。

さて、2020年（令和２年）、今年は、オリンピック･パ
ラリンピックが日本で開催される記念すべき年です。

都心に目を向けますと、外国人旅行者の姿が目立ち、
道案内を求められることもあります。いよいよオリンピッ

ク･パラリンピックが間近になってきたことを感じます。
私たちの日本にとって、夏季大会は、昭和39年の第18

回 東京大会に次ぎ、２度目の開催となります。
これまで、児童・生徒は、様々な機会を通じ、オリンピッ

ク・パラリンピックが世界中の人々に夢と希望と感動を
与えていること、その意義や歴史、スポーツのすばらしさ、
そして、オリンピックが『平和の祭典』とも言われてい
ることなど、幅広く学んできました。また、様々な種目
で活躍するアスリートたちの協力を得ながら、フェアー
プレイとはどのようなものか、そして、スポーツの醍醐
味を直接体験する経験もしてきました。

オリンピック・パラリンピックの開催とともに、今、
新しい時代がさらに大きく動き始めます。

オリンピック・パラリンピック イヤー
東大和市教育委員会 教育長　真 如　昌 美

１．令和元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。

東大和市体育協会専務
理事の山本　弘氏は、昭
和63年ソフトテニス連
盟理事長に就任、ソフト
テニスの普及と、東大和市体育協会の理事長、副会長、
専務理事として長年に亘り東大和市体育協会が行う地
域スポーツの普及・振興に貢献されました。今回の受
賞は、これらの功績が認められたものです。

２．令和元年度都民生涯スポーツ優良団体受賞

東大和市ラジオ体操連
盟は、令和元年5月3日（金、
祭）第72回都民体育大会
春季大会開会式（武蔵野
の森総合スポーツプラザメ
インアリーナ）において、令
和元年度生涯スポーツ団
体として表彰されました。

ラジオ体操連盟は、平
成元年あけぼのラジオ体
操会として発足以来、東大和市のラジオ体操を愛する
児童から高齢者までの体力向上と心身の健全な発達を
めざす長年の活動に貢献しています。今回の受賞は、
これらの功績が認められたものです。

３．令和元年度東京都生涯スポーツ表彰受賞

（１） 功労者表彰
バドミントン連盟副会

長の安藤哲男氏は、令和
元年５月３日（金、祭）第
72回都民体育大会春季
大会開会式（武蔵野の森
総合スポーツプラザメイ
ンアリーナ）において、
令和元年度生涯スポーツ
功労者として表彰されま
した。安藤氏におかれましては、長年に亘りバドミン
トン連盟の理事長、副会長を務められ、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。

４． 令和元年度東京都市町村体育協会連合会
功労者表彰受賞

東大和市バレーボール
連盟会長の岡本皓夫氏は、
令和元年７月13日（土）
国分寺市で開催された第
52回東京都市町村総合
体育大会開会式（「国分
寺市泉ホール」）において、
令和元年度東京都市町村
体育協会連合会功労者と
して表彰されました。岡
本氏におかれましては、
長年に亘り東大和市バレーボール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。

都民生涯スポーツ功労者表彰
バドミントン連盟
安藤　哲男�副会長

都民生涯スポーツ優良団体表彰
ラジオ体操連盟
伊藤奎太郎�会長

東京都スポーツ功労賞表彰
東大和市体育協会
山本　弘�専務理事

東京都市町村体育協会連合会�
体育功労者表彰
バレーボール連盟
岡本　皓夫�会長
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東大和市体育協会主催の年間最大イベント第30
回スポーツレクリェーションフェスティバルを、
11月23日（土、祭）９時から15時30分、ロンドみ
んなの体育館にて開催しました。

グラウンドゴルフを、屋外競技で開催する予定
でしたが、生憎の雨で中止になりました。

午前中は毎年行われているスリッパ卓球競技。今
年度初めての試みでフロアボールが東大和アイス
ホッケーサポーターズ石賀会長の説明ではじまりま
した。全日本の男女代表選手と一緒に、技術講習か
らゲーム練習を行いました。スピーディーで攻守の
切り替えが早く、見ていても面白い競技でした。

地階では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。

午後はソフトバレー体験とゲートボール協会の
皆さんが、ミニチュアコースとストロークの練習、
第３体育室ではボッチャの競技が行われました。

スポーツ レクリエーション フェスティバルを開催！！
令和元年度第30回

スリッパ卓球で市長と会長の対戦

フロアボール体験 全日本の選手によるデモゲーム

フロアボール体験コート

ゲートボール体験 フロアボールの世界選手権大会の日本代表選手

第２体育室のスポーツ吹き矢 第３体育室のボッチャ競技 　ソフトバレーのゲーム風景
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令和元年12月１日、第54回東大和市ロードレース大会
が行われました。 当日は天気にも恵まれて、寒さに負け
ない590人のランナーが完走し、無事盛況のうちに終了し
ました。 

第54回  ロードレース大会
令和元年12月１日（日）

第54回　東大和市ロードレース大会 小学生・中学生 上位入賞者
種目別 1 位 ２位

5k 中学男子1年の部 徳永　翔大 中村　　遥
5k 中学男子2・3年の部 鳴澤　侑弥 原　維吹樹
2.5k 中学女子1年の部 和田　心春 太田　結菜
2.5k 中学女子2・3年の部 徳永　結女 阿久津　芽依
2.5k 小学男子4年の部 深谷　祐生 小林　　寛
2.5k 小学女子4年の部 西岡　樹沙 髙橋　　尚
2.5k 小学男子5年の部 加藤　歩真 吉田　達紀
2.5k 小学女子5年の部 鈴木　嶺亜 広瀬　文音
2.5k 小学男子6年の部 西岡　楓真 伊勢田　結登
2.5k 小学女子6年の部 吉澤　ほのか 山崎　詩月

小学生と中学生の 
上位入賞者です。 

東大和市の子供たち 
頑張りましたね！

多摩湖駅伝に
応援に行こうよ！
走ろうよ！
多摩湖は昭和 53 年に全国初の
女子フルマラソンが開催され
た場所であり、適度な起伏の
あるランニングコースです。
自然豊かな多摩湖を４人でタ
スキをつなぎ、駆け抜けよう！

第29回多摩湖駅伝大会の結果（平成31年３月21日）
１　位 ２　位 ３　位

多摩湖
周回コース
４区間
28,968km

一般の部 練馬１普連Ａ
1:33:30

滝ケ原Ａ
1:33:43

滝ケ原Ｂ
1:36:14

高校の部 東大和高校
1:40:13

大月疾風隊
1:50:32

昭和第一学園高等学校
1:51:33

公園
周回コース
４区間
2,407km

一般の部 チームK
30:27

チームRONDO④
31:46

東大和高校
31:59

一般女子の部 富津合同練習会A
35:16（新）

法政高校陸上部女子
36:40

東大和高校
36:56

壮年の部 立川西砂走らん会
34:57

多摩湖RC-C
35:25

あずき
37:08

中学男子の部 東京城北AC-A
30:36（新）

Teamひよこ
31:00

のうみそジュニアA
31:14

中学女子の部 チームフレンズ
36:43

小見川陸上クラブ
36:55

松戸市立第六中学校A
37:35

小学男子の部 チーム柏ブレイブ
33:14

市原AC　2006
33:38

小見川陸上クラブA
34:43

小学女子の部 市原AC　2006
35:00（新）

東葛RC-A
35:25

チーム柏ドリーム
35:50
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加盟団体 今年度の輝く写真！

第72回都民体育大会で軟式野球がベスト８
　令和元年５月12日に開会された都民体育大会の野球大会に、東大和
市代表で参加した軟式野球連盟の特１部クラスに登録する「鷹」チー
ムが、初のベスト８になりました。
　大会は、大井ふ頭中央海浜公園野球場で行われ、各区市町村を代表
した企業やクラブチームなど強豪の46チームが参加しました。
　東大和市代表の鷹チームは、12日の１回戦は５対４で逆転勝ち、18
日の２回戦は６対５でサヨナラ勝ち、19日の３回戦は９対１でコール
ドゲーム勝ち、25日の準々決勝は０対２で、準優勝したチームに接戦
の末、敗退。
　クラブチームである「鷹」は、これまでも出場した経験があり、２
回戦まで進んだことがありましたが、今回は、三戸監督を中心に20代、
30代の野球経験者が力を発揮し、粘り強く戦い勝ち進みました。
　このベスト８が、軟式野球を愛好するチーム・選手の励みになるこ
とでしょう。

2019年８月　恒例野辺山合宿

群馬県利根郡片品村での合宿風景

東大和市合気道会について紹介させて戴きます｡
　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、今年で創立51周年となります。今年も
狭山湖太陽広場での野外稽古、全日本少年少女合気道錬成大会、全日
本合気道演武大会、女性の為の護身術講習会、初心者講習会、群馬県
利根郡片品村での合宿、第51回東大和市合気道会演武大会等を行って
まいりました。
　稽古は東大和市民体育館（日、水、金）と清原市民センター（日曜日
のみ）で行っております。会員（男性：54名・女性：35名・子供クラ
ス44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。
　皆様も、ご一緒に合気道をしてみませんか｡待っています。

軟式野球協
会

合気道会

剣道連盟

うまべぇ

「第12回家庭婦人・交流会バレーボール大会」
６市13チームの参加で熱戦が繰り広げられました。

第51回東大和市合気道会演武大会の集合写真

バレーボール
連盟

各団体の活動紹介を体協ホームページに掲載してますので、
そちらもご覧く下さい！ 「東大和市 体協」で検索して下さい。
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2019年５月　上部団体である（特非）東京ゲートボール連合主催によ
る第28回東京レディースゲートボール大会が駒沢オリンピック公園
総合運動場で行われ、東大和市のクラブチーム「コスモスＢ」が単
独チームながら４位入賞を果たした。

令和元年7月　第52回東京都市町村総合体育大会ゲートボール競技
において、東大和市チームが雨の中を大健闘し４位入賞した。

テニスコーチを招き、基礎練習から試合まで
楽しく強化合宿ができました。

山中湖テニス合宿

テニス連盟

ゲートボール
協会

令和元年のゴールデンウィー
クに行ったジュニア育成強化
練習会の様子です。
卓球連盟では、大人は日曜日
午後に東大和市第八小学校の
体育館で練習しています。初
心者から経験者までいろいろ
な方が練習やゲーム練習に励
んでます！
また、卓球を習ってみたい小
学生、中学生、高校生を対象
に東大和市第八小学校の体育
館で練習しています。
詳しくはHPを参照下さい。

前年度は足慣らしとして狭山スキー場、本雪上として舞子スノーリゾートと２回、実施しました。

スキー連盟

卓球連盟

市民大会・文化高等学院の生徒による選手宣誓！

ボウリング連
盟

市内でスポーツを体験したい
と思ったら、体協のホームペ
ージへアクセスし
て見てください！
各団体では会員を
募集しています！
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水泳協会

11月11日（月）に昭和の森ゴルフコースに会員20名が参加してゴルフ
コンペが開催されました。優勝者は高梨勝彦さん、２位は川里光男さ
ん（写真左）、３位は野口博之さん（写真右）でした。朝方は土砂降
りの雨で心配されましが、日中は青空ものぞく絶好のゴルフ日和で、
参加者一同終日楽しむことができました。来年は３月に西武園ゴルフ
場で開催を予定しています。

　東大和市ゴルフ協会は平成 29 年７月に発足し、
令和元年５月に東大和市体育協会に加入しました。
ゴルフを通じて会員相互の親睦を図ることを目的
として発足し、ゴルフをこよなく愛する同好の集
まりです。現在メンバーは 40 名です。毎年３回
ほどコンペを開催しています。東大和市民の方々
が多く加入され、一緒に楽しみたいと願っていま
す。今年のコンペは飯能パークカントリークラブ、
西武園ゴルフ場、昭和の森ゴルフコースで開催し
ました。コンペの会場はできるだけ近場を選ぶよ
うにしています。
　緑豊かなコースでプレイすることは、楽しいこ
とです。会心のドライバーショットは何ものにも
代えがたい瞬間です。このようなショットがたま
にでるので、ゴルフがやめられません。グリーン
に向けてフェアウェーを歩くときは非常に心がお
どります。皆様にも是非このような気持ちを味わ
っていただければと思います。

第37回市民水泳大会開会式

第37回市民水泳大会力泳

子供ラジオ体操大会開催風景、最終日の記念撮影

ラジオ体操連
盟

ゴルフ協会

教育長や体協会長をお招きしての市民大会

うららかな小春日和の中での合宿

合同練習を定期的に近隣の市町村の柔道団体と行っております。
色々なタイプの子供と練習が、出来て新鮮な思いを経験している姿は、
真剣さが、いつもよりも違いましたね。

弓道連盟

柔道会
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ソフトボール
協会

上：�夏休み期間を利用したジュニア教室。小・中学生約100人が参加。
下：�果敢に元オリンピック選手に挑む中学生、手前が町田文彦氏（バ

ルセロナ・アトランタ両オリンピック男子シングル出場）

令和元年市民体育大会

サッカー協
会

バスケットボー
ル協会

市民大会��少年の部・5年生決勝　FC�VIGORE東大和Jr�vs�大和北FC

平成23年東大和市体育協会正式加盟団体として認可を受け、同年４
月からHBA（Higashiyamatoshi�Basketball�Association）として
発足しました。具体的な事業としてはクラブチームを対象とした年
に２回の市民大会を開催し、東大和市及びその近郊におけるバスケッ
トボールのアマチュア団体の総括機関として競技の健全な普及と発
展を図り、参加者の精神と体力の向上、及び市民の体育発展、地域
の活性化に寄与することを目的としています。（HBA規約に基づく）

令和元年11月10日（日）ジュニア育成地域推進事業　技術講習会
で大谷特別講師と平成24年ジュニア講習会卒業生Ｓ君の模範スト
ローク。
ジュニア事業11年目の出来事です。（ソフトテニス連盟）

（空手道講習会における稽古風景）
空手道連盟加盟３団体（空手道研究会武村塾、養正館、愛好会）は、
東大和市の公設の施設をお借りして、日々空手道の稽古に励んでお
ります。
連盟の主要な行事は、市民体育大会空手道大会、ジュニア育成地域
推進事業としての空手道講習会（年２回）及び空手道大会があります。

空手道連盟

ソフトテニス
連盟

バドミントン
連盟

来年度も
皆で頑張ろう！！

うまべぇ
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◇優勝者・団体一覧（青文字は大会新、 ■は大会記録）
高校生の部 競技種目 名　前 所　属
高校生男子 背泳ぎ５０ｍ 松久保太志 東大和高校
高校生男子 バタフライ50m 小長井啓太 明法高校
高校生男子 自由形100m 小長井啓太 明法高校
高校生男子 平泳ぎ100m 松久保太志 東大和高校

〈一般成人女子〉 競技種目 名　前
29歳以下女子 背泳ぎ50m 井上真里菜
29歳以下女子 バタフライ50m 天野　静楓
29歳以下女子 自由形50m 天野　静楓
30歳以上女子 自由形25m 井上真里菜
40歳以上女子 自由形25m 池口美奈子
50歳以上女子 自由形25m ＊＊＊＊
60歳以上女子 自由形25m 佐藤　和美
29歳以下女子 平泳ぎ50m 天野　静楓
30歳以上女子 平泳ぎ25m ＊＊＊＊
40歳以上女子 平泳ぎ25m 池口美奈子
50歳以上女子 平泳ぎ25m ＊＊＊＊
60歳以上女子 平泳ぎ25m 佐藤　和美

〈一般成人男子〉 競技種目 名　前
29歳以下男子 背泳ぎ50m 本橋　和也
29歳以下男子 バタフライ50m 本橋　和也
29歳以下男子 自由形50m 木下　將真
30歳以上男子 自由形50m 松木　　裕
40歳以上男子 自由形50m 家村　　睦
50歳以上男子 自由形50m 加藤　彰久
60歳以上男子 自由形50m 都築　孝志
29歳以下男子 平泳ぎ50m 天野　颯太
30歳以上男子 平泳ぎ50m 伊藤　契敏
40歳以上男子 平泳ぎ50m 池平　徹兵
50歳以上男子 平泳ぎ50m 加藤　彰久
60歳以上男子 平泳ぎ50m 庄野　洋一

　軟式野球 参加者：1,770人

◇少年野球の部
種目 優　勝 準優勝 三　位

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

◇軟式野球の部
優　勝 準優勝 三　位

特１部 東大和市役所野球部 鷹

１部 街道ハイウエーズ ZEBURA
東大和Furious

居酒屋一味

２部 ヘボンズ 武装
G-shock B
西サモア

３部 夢幻 ベイビーズ
テセック

グットフェローズ

　水　泳 参加者：370人

◇優勝者・団体一覧（青文字は大会新、 ■は大会記録）
小学生の部 競技種目 名　前 所　属

小学生１年女子 25ｍ自由形 高橋　杏菜 第一小学校
小学生１年男子 25ｍ自由形 小林幹太郎 第一小学校
小学生２年女子 25ｍ自由形 佐々木美優 第十小学校
小学生２年男子 25ｍ自由形 大谷　隼士 第十小学校
小学生３年女子 25ｍ自由形 杢谷　　然 第十小学校
小学生３年男子 25ｍ自由形 溝口　友誠 第二小学校
小学生４年女子 25ｍ自由形 築島　仁子 第二小学校
小学生４年男子 25ｍ自由形 三吉　　晴 第一小学校
小学生５年女子 50m自由形 木地谷菜心 第七小学校
小学生５年男子 50m自由形 栗原　直和 第八小学校
小学生６年女子 50m自由形 井上杏里鈴 第二小学校
小学生６年男子 50m自由形 福島　伶和 第六小学校
小学生４年女子 25ｍ平泳ぎ 髙橋　　尚 第八小学校
小学生４年男子 25ｍ平泳ぎ 三吉　　晴 第一小学校
小学生５年女子 50ｍ平泳ぎ 木地谷菜心 第七小学校
小学生５年男子 50ｍ平泳ぎ 湯浅　航介 第十小学校
小学生６年女子 50ｍ平泳ぎ 井上杏里鈴 第二小学校
小学生６年男子 50ｍ平泳ぎ 福島　伶和 第六小学校
小学生５年女子 25ｍ背泳ぎ 寺田　心晴 第七小学校
小学生５年男子 25ｍ背泳ぎ 栗原　直和 第八小学校
小学生６年女子 25ｍ背泳ぎ 木村　　優 第十小学校
小学生６年男子 25ｍ背泳ぎ 梅村　仁彪 第六小学校

一年生～四年生　学年・男女混合フリーリレー　４×25M

1位 がんばるぞ！！
寺田 晴樹　東元 海翔　栗原 崇宏　山田 富弘

五年生　男女混合フリーリレー　４×25M

1位 ゴット
相垣 拓海　栗原 直和　鈴木 雄大　尾嵜 勇大

六年生　男女混合フリーリレー　４×25M

1位 スピーディ
木村　優　湯浅 航介　福島 伶和　井上杏里鈴

中学生の部 競技種目 名　前 所　属
中学生女子 ５０ｍ背泳ぎ 田中　美陽 第四中学校
中学生男子 ５０ｍ背泳ぎ 星野　皓輝 第五中学校
中学生女子 50ｍバタフライ 坂本　千紗 藤村女子中学校
中学生男子 50ｍバタフライ 大木　怜央 第一中学校
中学生女子 １００m自由形 山本　衣織 第四中学校
中学生男子 １００m自由形 星野　皓輝 第五中学校
中学生女子 １００ｍ平泳ぎ 坂本　千紗 藤村女子中学校
中学生男子 １００ｍ平泳ぎ 塩津　喜光 第二中学校

中学生　４×50M フリーリレー

女子　１位 チーム女子
井上 まの　山本 衣織　加藤 朱莉　田中 美陽

男子　１位 チーム受験生
星野 皓輝　大山裕優太　秋山 太一　高橋 凌太

第50回市民体育大会  競技別上位入賞者・団体一覧
　第50 回市民体育大会は、約14,830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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　剣　道 参加者：158人
種　　目 優　勝 準優勝 三　位

小学二・三年生の部 内村　寧玖
（剣連）

福田　　碧
（警察）

清田　愛子
（剣連）

小学四年生の部 栗原　那知
（警察）

村田　有総
（志悠館）

横溝アレス
（剣連）

小学五・六年生の部 福田　一剣
（警察）

内村　徹志
（剣連）

村田　圭総
（志悠館）

小学五・六年生の部 矢野　栞那
（志悠館）

椎野　明莉
（剣連）

藤木ちえり
（警察）

中学生の部 原　真央樹
（剣連）

佐藤　知樹
（剣連）

金澤　虹汰
（警察）

高校・一般の部 長濱　達 津川　卓也 片岡　侑大

　合　気　道 参加者：340人
種　別 優　勝 準優勝 三　位

子供クラス低学年の部（男子） 須郷　　仁 中島　海翔 峯村　宙杜

子供クラス低学年の部（女子） 三好　音羽 川合　史乃 小林　潤季

子供クラス中学年の部（男子） 宇田川瑠允 本田　康成 野中　　樹

子供クラス中学年の部（女子） 稲山　　桃 山本　侑季 米澤零マリエル

子供クラス高学年の部（男子） 工藤　智博 福士　晴之 山本　崇寛

子供クラス高学年の部（女子） 鳥羽　美澄 櫻井　雅天 川合　文乃

中学生の部 鳥羽　正樹 河内　佳乃 長谷川昊亮

一般男子の部 西岡　純也 三好晃一郎 鳴海　太郎

一般女子の部 小出紗昌子 田中美奈子 中川　美紀

有段者の部 稲葉　　弓 増田　千枝 稲葉　優斗

　柔　道 参加者：115人
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼児の部 矢ノ澤吉成 澤　　望歩

小学一、二年の部 小倉　快士 小倉　琉生 平澤　大成 矢ノ澤　咲

小学三年の部 田中　琉晴 佐藤　秀昭 小池　聖斗 澤田　周子

小学四年の部 児玉　未咲 小倉　柊士 大岡　楓和 平澤　正成

小学五年の部 大岡　拓貴 高木　哲至 佐藤　毅明 須藤　泰智

小学六年男子の部 藤原　陸矢 山田　恭則 田中　風馬 澤田　英志

中学女子の部 髙本　千代 大岡　暖奈 山田海理奈 芳賀　帆花

一般女子の部 芳賀　愛実 阿部　真琴 久住　亜弥

一般男子の部 印牧　朋哉 細山　　明 野原　泰靖

男子二段以上の部 三代　達也 伊藤　貴徳 河村　正則 伊藤　晴康

　ゲートボール 参加者：92人
優　勝 準優勝 三　位 三　位

コスモスA 光が丘サークル エンデバー 芝中

　バレーボール 参加者：437人
部　門 優　勝 準優勝 三　位

家庭婦人の部
（９人制） ビート やまとクラブ Marines

ソフトバレーボール
一般男子の部（４人制） たまこ Play room LORENZ

ソフトバレーボール
一般女子の部（４人制） PENA クローバーズ Play room

ソフトバレーボール
一般男女（混合の部）（４人制） たまこB たまこA 獣宴

一般男女混合の部
（9人制） SUN たまこ Leap

　ソフトテニス 参加者：164人

◇団体戦　参加者90人
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般一部 森永クラブ・ 
一般混合チーム 東大和クラブA

一般二部 レディースクラブ 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 
第二中学校Ｃ

東大和市立 
第三中学校Ｂ

◇個人戦　参加者74人
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般男子一部
大野　聡志
岸　　智彦

（一般・市役所クラブ）

多田　理彦
近藤　大策

（森永クラブ・一般）

一般男子二部
川口　壮一
小坂　登章

（市役所クラブ）

本石　哲夫
大杉　　健

（東大和クラブ）

大場　正男
新井　　武

（東大和クラブ）
久米　俊郎
宇佐美　康

（東大和クラブ）

一般女子の部
清水　静子
家村むつみ

（レディースクラブ）

徳家　優月
高橋　彩夏

（三中OG）

中 学 生
女子の部

白石　心咲
松原　小奈

（東大和市立第三中）

町田　そら
伊藤　希歩

（東大和市立第三中）

庄　　芹菜
関田莉々果

（東大和市立第三中）
矢内　絢子
森下　瑠菜

（東大和市立第三中）

　ソフトボール 参加者：229人

部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般男子の部 アウト 南街小鐵 スコーピオンズ

　ボウリング 参加者：200人
一般男子の部 優　勝 準優勝 三　位

Aクラス 福浦　幸吉 沢田　正一 関田　芳光

Bクラス 小暮　順司 井上　誠二 太郎良義彦

Cクラス 小池　悠太 関田　　宏 小林　　登

一般女子の部 優　勝 準優勝 三　位

Aクラス 片貝とみ子 田尻　悦子 橋本　愛子

Bクラス 榎本フジコ 関田　和子 大羽　敬子

Cクラス 村上　和子 菅谷キニエ 小林　イホ

高校生の部 優　勝 準優勝 三　位

Aクラス 青葉　大雅 菅野　朋樹 乙幡　　輝

Bクラス 渡邊　怜華 伊藤　寧々 岩下　友美

優　勝 準優勝 三　位

中学生の部

小学生の部 高橋　亜子 高橋　実子 堀井　真奈

　ラジオ体操 参加者：8,832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、南公園、仲原中央公園、湖畔）
開催期間：７月21日（土）～８月24日（土）35日間
参加者：8,832人（子供3,389人  大人5,443人）
上仲原公園　精励賞（期間中25日以上出席の子供）：37人
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　空　手　道 参加者：393人

◇組手の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼児の部 鈴木　詠大 成嶋あかり 水村　勇貴
小学１年の部 髙橋　隼人 鈴木　　諒 バナルジー  アリック 王　　樹煕
小学２年の部 小林　暖喜 川越　　光 瀬野　瑞生 鈴木　萌乃

小学３年 
男子の部 加賀谷圭吾 宇佐美椋誠 莪山　蒼翔 成嶋　俊太

小学４年 
男子の部 八島　泉珠 川越　　嶺 比留間　慶 三觜　琉亜

小学３，４年 
女子の部 名取　真帆 バナルジー  アイタ 神山　ゆな 奥村　未羽

小学５年 
男子の部 田中　　心 西出　和真 莪山　大智 川村　羽丘

小学６年 
男子の部 三觜　毅生 川原　大和 岡部　　翼 小林　世汰

小学５、６年 
女子の部 米内　花梨 酒井芽依杏 比留間咲良 矢口江里香

中学男子の部 倉田　大寿 佐々木夕祐 米内　獅超 大泉　勇斗
中学女子の部 渡辺　笑理 栗田さくら 木原野ノ花 末井明香里
一般男子の部 髙橋　展法 佐藤　純一 中村　輝将 鈴木　豪

◇帯別形の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

幼児基本の部 成嶋あかり 水村　勇貴
１・２年 

白黄橙帯の部 田島　琴葉 大原条太郎 宮本　　優

１・２年 
緑帯以上の部 根本　匠真 瀬野　瑞生 鈴木　萌乃

３・４年 
白～紫帯の部 小栁　匠真 河野　弘行 三觜　琉亜

３・４年 
茶・黒帯の部 名取　真帆 八島　泉珠 莪山　蒼翔

５・６年 
白～紫帯の部 高橋　　陽 川島　穂佳 矢野隼太郎

５・６年 
茶･黒帯の部 田中　　心 米内　花梨 水村　海音

中学色帯の部 佐相　実咲 酒井　優磨 仲西　大雅
中学黒帯の部 田島　靖健 木原野ノ花 日向　　漣

一般女子 
得意形の部 藤井　里紗 大江　千尋 根本香代子

一般男子 
得意形の部 中村　輝将 新宅　秀顕 髙橋　展法

◇形の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

幼児の部 鈴木　詠大 成嶋あかり 水村　勇貴
小学１年の部 髙橋　隼人 川原　竜也 鈴木　　諒 王　　樹煕
小学２年の部 根本　匠真 瀬野　瑞生 大原条太郎 鈴木　萌乃
小学３年の部 小栁　匠真 莪山　蒼翔 成嶋　俊太 中村　匡輝
小学４年の部 名取　真帆 八島　泉珠 奥村　未羽 瓜田　　纏
小学５年の部 田中　　心 米内　花梨 高橋　　陽 中村　悠真
小学６年の部 水村　海音 神道　航瑠 小林　世汰 石堂　　潤
中学男子の部 田島　靖健 倉田　大寿 日向　　漣 水村　綾太
中学女子の部 木原野ノ花 栗田さくら 川越　　蒼 渡辺　笑理

高校・一般 
男子の部 佐藤　純一 新宅　秀顕 髙橋　展法 鈴木　　豪

高校・一般 
女子の部 藤井　里紗 根本香代子 大江　千尋

◇団体組手の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位 三　位

小学１・２年
団体組手の部 武村塾Ａ 武村塾Ｂ 武村塾Ｃ 誠之会

小学３・４年
団体組手の部 武心会 誠之会Ｂ 養正館 誠之会Ａ

小学５・６年
団体組手の部 武村塾Ａ 武心会 武村塾Ｃ 誠之会

中学
団体組手の部 武村塾Ｄ 武村塾Ｂ 武村塾Ａ 武村塾Ｅ

ファミリー
団体形の部

水村チーム
(武村)

根本チーム
(武村)

川越チーム
(武村)

川村チーム
(武心)

　バドミントン 参加者：337人

◇ダブルス大会の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般男子
２部

渡辺　忠幸（一般）河本　　健（大和会） 田中　　透（一般）
福士　直哉（一般）濱崎　洋伸（大和会） 猪木　芳徳（一般）

一般女子
２部

高坂　和恵
若林　麻紀 

（東大和レディース）
関下眞由美（一般）相生　優子（一般）
吉田　明子（一般）前野　朋子（一般）

中学男子
１部

皆木　　荘（四中）小原　蒔恩（四中）
大津　奏太（二中）
小林　汰羅（二中）

畑中　世那（四中）藤原　颯人（四中）清水　大翔（二中）
當間　蓮矢（二中）

中学男子
２部

山田秦九郎（四中）西田　健伸（四中）
坂本　一剛（一中）
仲井　勇希（一中）

吉利　律哉（四中）田村　俊汰（四中）原田　和空（四中）
森田　修仁（四中）

中学女子
１部

阿部　　楓（一中）田代　夏姫（二中）
折田　樹香（四中）
平澤　果奈（四中）

阿部　　遥（一中）嶽ノ　志帆（二中）渡邉　音羽（四中）
長濱　聡美（四中）

中学女子
２部

神原妃菜美（二中）里山　璃瞹（二中）
城山　理沙（二中）
若林　香佳（二中）

齊藤　　和（二中）斉藤結衣花（二中）瀬尾　桃加（二中）
関　　夏希（二中）

◇シングルス大会の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

一般男子
２部

田中　和弥
（七中羽球塾）

島谷　知宏
（日野台高校）

奥谷　虹太（明法高校）
福島　一真（七中羽球塾）

中学男子
１部

皆木　　荘
（四中）

小原　蒔恩
（四中）

藤原　颯人（四中）
大津　奏太（二中）

中学男子
２部

笠井　優星
（一中）

吉利　律哉
（四中）

西田　健伸（四中）
原田　和空（四中）

中学女子
１部

田代　夏姫
（二中）

阿部　　楓
（一中）

阿部　　遥（一中）
折田　樹香（四中）

中学女子
２部

長瀬　　礼
（一中）

神原妃菜美
（二中）

伊東　美和（一中）
新田　樹里（四中）

◇トリプルス大会の部
部　門 優　勝 準優勝 三　位

不成立

　弓　道 参加者：19人
部　門 優　勝 準優勝 三　位

霞的  一部 安宅　淳也 杉山　　浩 鎌田康太郎
霞的  二部 鳴海　俊一 塚原　敦子 藤本　智宏
点的  一部 山口　幹也 鎌田康太郎 日笠山　泉
点的  二部 古川　友章 鳴海　俊一 利安　光江

部　門 金的 銀的 銅的
山口　幹也 川鍋　茂 武田　嘉子

入賞おめでとう！

うまべぇ
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　卓　球 参加者：196人
種　目 優　勝 準優勝 三　位

中学男子
シングルス１部

前橋　恭平
（東やまとC）

桶本　岳
（東やまとC）

中島　雄亮（三中）
高田　大輝（一中）

中学男子
シングルス2部

佐藤　空澄
（一中）

平澤　和至
（一中）

寺神戸勇人（三中）
保坂　光喜（五中）

中学生
男子ダブルス

関崎　翔太
前橋　恭平

（東やまとC）

中島　雄亮
小村　響亮 
（三中）

奥村　悠叶（三中） 
石川　大樹（三中）
桶本　　岳（東やまとC） 
三枝　千紘（東やまとC）

中学女子
シングルス１部

原　ゆきの
（三中）

田中　紗智
（四中）

川田　夢結（一中）

大橋　優月（四中）

中学女子
シングルス2部

菅井　幸香
（五中）

日高　栞菜
（一中）

浄法寺麻結（五中）

大槻　　優（五中）

中学生
女子ダブルス

脇田　裕実
田中　紗智
（四中）

原　ゆきの
小村美音里
（三中）

岩水　季乃（東やまとC）
高屋　　遥（東やまとC）
小島　菜緒（四中）
前田すみれ（四中）

小学生
シングルス

関崎　翔太
（東やまとC)

三枝　千紘
（東やまとC)

岩水　平蔵（東やまとC)
成田　笙朔（東やまとC)

一般男子
シングルス１部

久保田　清
（連盟）

松倉　聡明
（平山台)

永野　　卓（ＧＥＮ）
平澤　慶太（東やまとC)

一般男子
シングルス２部

笹川　大雅
（東大和高）

丸山　遥大
（南高校）

高木　達弘（個人)
平野　邦男（テセック）

シニア
シングルス

金井　元則
（連盟）

小暮　茂雄
（わかば）

横山　　元（わかば）
太田　　稔（わかば）

一般女子
ダブルス

阪場みゆき
岩田　洋子

（Team東大和）

岸　　秀子 
（連盟）

菊池久美子 
（なでしこ）

蓑田　富江（Team東大和） 
原　　紀子（Team東大和）

混合ダブルス
栁沼　正也
（ＧＥＮ）
岸　　秀子
（連盟）

永野　　卓
（ＧＥＮ）
阪場みゆき

（Team東大和）

横山　　元（わかば）
原　　紀子（Team東大和）
大野　信孝（連盟）
菊池久美子（なでしこ）

　サッカー 参加者：411人
部　門 優　勝 準優勝 三　位

小学４年生の部 FC.VIGORE
東大和Jr 大和北FC 東大和4FC

小学５年生の部 FC.VIGORE
東大和Jr・A 大和北FC 武蔵大和ユナ

イテッド

小学６年生の部 大和北FC FC.VIGORE
東大和Jr 東大和4FC

中学生の部 第四中学校 第三中学校 第五中学校

一般の部 レアル・コンパ
ニェロ FC.ナッツ TYRANN

　バスケットボール 参加者：320人
部　門 優　勝 準　優　勝 三　位

夏季大会
男子１部Ｔ HDC HMC LOOSE
男子２部Ｔ DONPERIGNON scandalous T3

女子Ｔ TOY POODLE HMC No name ballerZ
冬季大会

男子１部Ｔ Brothers 西遊記 HDC
男子２部Ｔ Summer Sky Brooklyn ストリートファイターズ

女子Ｔ 中止

　テニス 参加者：447人
種　目 優　勝 準優勝 三　位

男子ダブルスA 藤田　久範 大森　孝幸 上村　卓也
橋本　憲明 對馬健太郎 上村　優介

女子ダブルスA 高杉　真澄 高木　頌佳 宮下　純子
鈴木　千穂 高木　翠穂 岡崎由布子

男子ダブルスB 市川　　隼 福若　久則 末𠮷　一了
上村　卓也 栗原　健一 宮本　知明

男子シングルス 對馬健太朗 橋本　憲明 上野　寛英

女子シングルス 高木　頌佳 大野　朋子 広田　二美

ミックスダブルス 對馬健太郎 伊藤　涼太 石田　祐貴
高橋　　友 高木　頌佳 植木　絵美

団　体　戦 GTT チームHKY ＮＴＣ

お申込み期間　２月5日（水）～２月19日（水）まで

お申し込みは２月３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。
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シニアスポーツ振興事業を毎年実施しています！
東京都における高齢者のスポーツ実施率の向上を図り、高齢者の健康の維持・増進に寄与することを目的として実施しています。

令和元年度シニアスポーツ振興事業実施内容一覧表
事業名 実　施　期　間 参加人数

東大和市シニア健康ソフトテニス大会 ①6月9日㈰ 11時~17時、②10月20日㈰ 11時~17時 ①27名②20名
東大和市シニア健康バレーボール大会 　11月17日㈰ 9時30分~16時30分 80名
東大和市シニアラージボール卓球教室 ①10月6日㈰、②10月13日㈰、③10月27日㈰、

　共に13時00分~15時30分 合計65名

シニアバドミントン交流大会 　7月6日㈯ 12時00分~16時00分 23名
東大和市シニア健康水泳教室 　8月10日㈯、8月11日㈰、8月12日㈪、8月17日㈯、8月18日㈰の5日間、

　毎回16時00分~17時30分。 22名

東大和市シニア健康ゲートボール大会 　9月25日㈬ 8時30分~14時30分 92名
シニアのための健康講座と簡単な体操 　10月2日㈬ 10時00分~14時00分 54名
シニア健康ボウリング大会 　11月4日㈰ 10時00分~13時00分 39名
シニアスキー技術講習会 　令和2年2月23日㈰12時~2月24日㈪14時、1泊2日の予定 15名予定

【シニアのための健康講座と簡単な体操】
講師は多胡肇先生です

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 井滝　仰子 042-537-2648
弓道連盟 川鍋　　茂 566-4888
スキー連盟 山家　史夫 090-5422-5251
バレーボール連盟 岡本　皓夫 561-4348
卓球連盟 金井　元則 562-6408
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 吉田　　彰 042-563-0218
サッカー協会 北原　　由 560-1164
ラジオ体操連盟 伊藤奎太郎 563-6687
ボウリング連盟 関田　直子 563-1675
バスケットボール協会 田中　康久 0428-42-3022
ゴルフ協会 坪池　正春 042-563-3756

令和元年度 東大和市体育協会加盟団体 
団体長一覧

令和元年度 特定非営利活動法人 
東大和市体育協会　役員一覧

会　　長　　芳賀　文治（卓球連盟）
副 会 長　　馬場　早苗（バレーボール連盟）
専務理事　　山本　　弘（ソフトテニス連盟）
常務理事　　杉本　誠一（水泳協会）

【事業部会】
　理　事　　坪池　正春（軟式野球協会） 部会長
　理　事　　田中　健次（スキー連盟）
　理　事　　小川　一人（柔道会）
　理　事　　原　　伸夫（合気道会）
　理　事　　韓　　政基（空手道連盟）
　理　事　　猪股　　実（バレーボール連盟）
　理　事　　沢代　達哉（テニス連盟）
　理　事　　本橋　一郎（ソフトボール協会）
　理　事　　小野　輝雄（ゲートボール協会）
　理　事　　春摘　　智（ラジオ体操連盟）
　理　事　　楯谷　昭夫（ゴルフ協会）

【総務部会】
　理　事　　貴島　信彦（ソフトテニス連盟） 部会長
　理　事　　塚原　敦子（弓道連盟）
　理　事　　松村智恵子（バドミントン連盟）
　理　事　　伊東　秀明（水泳協会）

【広報部会】
　理　事　　藤原　惠子（ラジオ体操連盟） 部会長
　理　事　　椎野　貴史（剣道連盟）
　理　事　　伊藤　孝二（卓球連盟）
　理　事　　大滝　祐一（サッカー協会）

【会計担当】
　理　事　　小暮　順司（ボウリング連盟）
　理　事　　三瓶　範子（バスケットボール協会）

【監　　事】　柚木　行夫・関田　守男

部会長

ラジオ体操連
盟
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平成31年度体協研修会開催の状況（救急救命講習会・AEDの取り扱いを含む）　平成31年2月10日実施

【ジュニア育成】舞子スキー・小学生プルーク

【ジュニア育成】サーブの紹介とレシーブ練習

【ジュニア育成】補助役員によるバックハンド
ストロークのフォーム

東京都におけるジュニアスポーツの普及と地域のジュニア選手の発掘・強
化を目的とした事業です。未就学児、小学生、中学生、高校生が対象です。

令和元年度ジュニア育成地域推進事業実施内容一覧
事業名 実　施　期　間 参加人数

ジュニアソフトテニス技術講習会 ①8月3日㈯（9:00~17:00）、②11月10日㈰（9:00~13:00） 26人
ジュニアソフトテニス大会 　12月8日㈰（9:00~16:00） 26人
ジュニア空手道講習会 ①11月10日㈰、②12月1日㈰の各回共1日（9:00~16:00）　 48人
ジュニア空手道大会 　令和2年1月13日（月、祭）（9:00~17:00） 122人
ジュニアバレーボール教室 ①8月10日㈯（9:00~15:00）、②9月29日㈰（11:30~15:00）、③11月9日㈯（9:00~15:00） 62人
ジュニアバドミントン教室 ①7月28日㈰、②8月3日（土）、③8月18日㈰、④8月25日㈰①~④（14:00~16:30） 93人
ジュニア卓球教室 　6月9日㈰（16:30~19:00） 31人
ジュニア卓球強化練習 ①5月3日㈮（18:00~21:00）、②5月4日㈯（18:00~21:00）、③12月8日㈰（9:30~16:00） 111人
ジュニアスキー技術講習会 　令和2年2月8日㈯の12:00~令和2年2月9日㈰の10:00までの12時間 20人予定
会議と講演会 ①6月9日㈰（19:30~21:30）、②10月26日㈯（19:30~21:30）、③令和2年2月23日㈰（13:00~17:00） 委員16人

未就学児から高校生まで参加できる
スポーツイベント！

スキー連盟

卓球連盟

ソフトテニス
連盟

救急救命講習会参加者全員 まわりの人に声を掛ける 胸部圧迫とＡＥＤの準備

スポーツを
してみんなで
汗をかこう！

うまべぇ
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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
東大和市内郵便局（８局）
　東大和清水郵便局
　東大和新堀郵便局
　東大和上北台郵便局
　東大和向原郵便局
　東大和芋窪郵便局
　武蔵大和駅前郵便局
　武蔵南街郵便局
　大和郵便局
東大和グランドボウル
株式会社　武藤石材店
地域スポーツクラブはぴねすまいる東大和
株式会社　チャット
有限会社　ダイワ徽章
吉川施設工業株式会社
東京東大和ロータリークラブ
東京東大和ライオンズクラブ
いちょう通歯科
ロンドフィットネスクラブ東大和
ロンドスクールマックス上北台
株式会社大和調剤センター
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　尾崎商店
株式会社　中賀堂
株式会社トークテクノ東京工場
ＯＷＬエンジニアリング
株式会社　大進電機
株式会社　カーテック・キヨノ
文化高等学校
株式会社　サンホームズ
東大和市ゲートボール協会
東大和市合気道会有志
東大和バレーボール連盟一同
東大和市卓球連盟
東大和市バスケット協会一同
東大和市剣道連盟有志
東大和市柔道会
東大和市テニス連盟
東大和市サッカー協会有志一同
東大和市スキー連盟一同
少年軟式野球連盟
東大和ソフトテニスクラブ

東大和市役所ソフトテニスクラブ
森永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
東大和市ボウリング連盟役員一同
東大和テニスクラブ
テセックテニスクラブ
東やまと卓球クラブ
東大和市サッカー協会　会長　北原　由
空手道研究会竹村塾会長代行井滝仰子
空手道研究会竹村塾　武内　勝敏
空手道研究会竹村塾　岩間　義史
空手道愛好会
養正館　韓　政基
南街小鐵（菊池　鐵雄）
スコーピオンズ（水野　重安）
Ｎ・Ｔ・Ｓクラブ（河辺　英勝）
協和ソフト（小林　豊）
ミドルフレンド（森山征男）
スリーＳ（春原　幸一）
アルデンテ（神山　誠）
蔵敷ソフトクラブ（井手尾　満）
スウィング（野上ミチ子）
アウト（森田　明宏）
グランパサージュテニスチーム
湖南ライオンズ（髙橋　勇）
株式会社　あんしん葬祭
岸商事　有限会社
多摩湖クリニック
認定こども園　こども学園
多摩信用金庫　東大和支店
株式会社　岡田電気
有限会社　ダイワ徽章
株式会社　アテックスホールディングス
有限会社　戸口工業
森永乳業株式会社
東亜ディーケーケー株式会社
富士見湯
工字舎
生そば　大むら
菜香（黒川　晃）
神明湯
有限会社　村上パン粉店
えごの樹
スナック　忍
武石整骨院

阿部整骨院
たかの整骨院
薬局　アンドレ
高橋　農園
ひとり静か
有限会社　理容西川
中国料理　かりん
ヘアーサロンしみず
有限会社イズモ商事（空龍）
柚木行政書士事務所
株式会社中央エステート
小泉接骨院
御菓子司　ふくしま
貴島　邦彦
芳賀　文治
貴島　信彦
貴島　晴子
貴島　ゆふ
坪池　正春
匿名
伊藤　奎太郎
山口　好江
髙橋　キク
笹沢　昭三
馬場　早苗
田所　良基
土方　澄子
松山　良子
服部　圭造
春摘　智
藤原　恵子
栗原　勝男
盛田　忠夫
沖山　与逸
小川　一人
窪田　清之
小林　イツ
武末　幸生
木村　誠宏
熊谷　フキ子
竹村　美佐子
山本　弘
杉本　誠一
小暮　順司

賛 助 会 員 ご 芳 名 令和元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。

　今年度は見てわかりやすいように写真などを
多く取り入れて編集しました。
　市民大会などで活躍している上位入賞者のお
名前も載せています。スポーツ大好きなみんな
を応援します。ご家族でご覧下さい。さて東京オ
リパラの開幕が近づいています。聖火リレーの
声援を！スポーツの持つ良さを味わいましょう。
　当協会は、昭和44年設立以来、東大和市に
おける社会体育・スポーツ振興の一端を担って
まいりましたが、早や50年が経過、令和元年
11月東大和市体育協会設立50周年の式典およ
び祝賀会を盛大に開催することが出来ました。
これも偏に関係各位の温かいご指導、ご支援、
ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
　東大和市のスポーツ情報誌「体協だより」1
年に1回の発行です。よろしくご愛読下さい。

編 集 後 記
●�東京都体育協会中央幹部研修会　令和２年１月14日（火）渋谷区のIVY HALL（アイビーホール）で行

われました。講演の内容は「ラグビーワールドカッ2019が私たちに伝えてくれたもの」講師は徳増
浩司氏（前ラグビーワールドカップ2019組織委員会事務総長特別補佐/（一社）渋谷区インターナショ
ナルラグビークラブ会長）。特別講演「オリンピックとコミュニケーション」堀尾正明氏（フリーキャ
スター）でした。山本専務理事、小暮理事が参加しました。
●�東京都市町村体育協会連合会幹部研修会（この項平成30年度の取り組み）　平成31年３月10日（日）

～11日（月）東京都市町村体育協会連合会が主催する東京都市町村体育関係者幹部研修会が山梨県笛
吹市石和町で開催され、内容は講演Ⅰ「東京都のスポーツ振興について」講師は東京都オリンピック・
パラリンピック準備局スポーツ推進部部長小室明子氏、講演Ⅱ「東京都スポーツ推進総合計画につい
て」講師は（公財）都体協専務理事關 亘氏、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、①（公財）小金井市、②檜原村、③（特非）西東京市の２市１村体協から発表がありました。当会
から、馬場副会長、山本専務理事、坪池事業部会長が参加しました。
●�東大和市体育協会研修会（この項平成30年度の取り組み）　平成31年２月10日（日）９時～12時まで

東大和市ロンドみんなの体育館にて、加盟団体より23名、役員４名計27名が参加しました。今回は、
北多摩西部消防署の協力により昨年に引き続いて普通救命講習会（ＡＥＤの取り扱いを含む）を行い
ました、東京防災救急協会から樋口作衛氏と北多摩西部消防署の２名の協力で開催しました。講師の
方から応急手当の重要性の説明の後、救命処置、ＡＥＤによる除細動の実技を代わる代わる行いまし
た。それぞれ真剣に取り組んでいただきました。（15ページに研修会の様子の写真掲載）

体 協 関 係 研 修 会


