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男子　男子　男子　222 年連続優勝年連続優勝年連続優勝
－女子は惜しくも入賞を逸す－

　第55回都民体育大会は、昨年の８月の水泳

大会を皮切りに、男子２６競技、女子１６競

技、混成1競技により、熱戦が繰り広げられ

ました。

　大田区は、449名の選手団を結成し、大会

に臨みました。その結果、男子は二位練馬区

に４２点もの大差をつけ、前年に引き続き

堂々の総合優勝を果たし、2年連続の総合優

勝という偉業を達成しました。

　得点種目での優勝は、アーチェリー競技の

みでしたが、二位には駅伝・陸上競技・軟式

野球・馬術・フェンシング・クレー射撃の６

種目が入りました。昨年に比べ優勝した種目

は少なかったものの、上位に入賞した種目が

多かったことが、総合優勝に結びついたと言

えます。本当におめでとうございました。

　一方女子は、バレーボールが優勝、ソフト

テニスが二位に入賞するなど、健闘しました

が、もう一歩届かず入賞を逸しました。本当

に残念でした。

　なお、公開競技では、ダンススポーツ（混

合）が実力どおり昨年に引き続き優勝を果た

し、また、ゲートボール女子も優勝しました。

栄誉ある総合優勝を称える
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　第55回　都民体育大会 成　績

正式競技

☆男子

　優勝　・アーチェリー
　２位　・駅伝　・陸上競技　・軟式野球　・馬術　・フェンシング　・クレー射撃

　３位　・テニス　・ソフトボール　・ライフル射撃

　５位　・弓道　・バレーボール　・ソフトテニス
　８位　・水泳

☆女子　

　優勝　・バレーボール　
　２位　・ソフトテニス

　５位　・バスケットボール

　７位　・陸上競技
公開競技

　優勝　・ダンススポーツ（混合）　・ゲートボール（女子）

　３位　・ローラースケート（男子）・ゴルフ（女子）　
　４位　・少林寺拳法（女子）

　５位　・ハンドボール（男子）

［正式種目］

＊陸上競技（男子）　監督　山本勇次郎
　※選手［100ｍ］長谷川陸己・村上博之［200ｍ］千葉康智・ 園辺雄也［400ｍ］中川　圭・加藤大輔
　　　　［800ｍ］増原琢磨・小田切晋平［1,500ｍ］奥村英世・石田剛士［5,000ｍ］高畑吉元［10,000ｍ］野口賢一
　　　　［走高跳］平山　淳・上田享吾［走幅跳］池内広次・高畑勇樹［三段跳］下嶽進一郎・福田祐平
　　　　［砲丸投］三浦希予志・松本和也［ヤリ投］城　竜太・安達健一

＊陸上競技（女子）　監督　大内邦彦
　※選手［100ｍ］大村沙やか・奥麻衣子［400ｍ］荒井史野・高橋亜希［1,500ｍ］荒木弓佳・山崎清美
　　　　［5,000ｍ］佐藤千恵子［走高跳］加藤あかね・和田千津子［走幅跳］飛田奈緒美・佐藤美穂
　　　　［砲丸投］後藤千穂・佐藤優子［ヤリ投］在原千陽・斉藤美保［400ｍ］千田綾子・佐藤知華

＊サッカー（男子）　監督　宮本忠弘
　※選手　金子　将・安藤　寿・上平秀幸・工藤義勝・中島俊和・梅原　徹・大澤直行・大澤正義・山田泰史
　　　　　雨宮　透・藤田僚太郎・大澤　勝・成瀬俊一・宮崎光一・山本浩史・真水啓介・原田大輔・宮本忠弘
　　　　　佐々昌二

＊テニス（男子）　　監督　高山充雄
　※選手　江淵正浩・井上光治・蛯名　守・十河　啓・林　直樹・岩波広明・長島俊記・高尾晃博・杉村幸彦
　　　　　栗原雄一郎・高山充雄

＊テニス（女子）　　監督　中澤とく子
　※選手　大竹由紀絵・渡瀬ひろみ・小野千佳子・横田のぶよ・久保亜矢子・井上みゆき・伊東靖子・鈴木恵子
　　　　　宮田裕子・多田恵子・中澤とく子

＊バレーボール（男子）　チーム名「大田クラブ」　監　督　摩壽意眞郎・コーチ　牛嶋正幸・マネージャー　小谷野直由
　※選手　中村政彦・津谷　錦・黒仁田　亮・高橋　亨・生井重幸・石川晃平・榎本貴彦・川本秀峰・福山孝士
　　　　　本間文曉・中道正生・工藤直樹・野亀真誠・小口俊彦・橋田　登

　第55回　都民体育大会 出場チーム・監督・選手
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＊バレーボール（女子）　チーム名「大田ナイン」　監督　生井重幸・コーチ　高橋孝子・マネージャー　最上洋子
　※選手　川本清子・竹内千香・斉藤幸子・松倉晴美・堀内智子・清水弘美・峰松真知子・服部由紀・黒崎広子
　　　　　中村香恵・冨田陽子・生井素代・鈴木みどり・浦上美代子・鈴木淳子

＊バスケットボール（男子）　監督　小林正明・コーチ　久住　肇・マネージャー　植田　均
　※選手　山本　進・斉藤純一・林　政樹・山口義勝・栗原聖一・畠山政誠・高橋慎一・鵜飼隆一郎・大宮久治
　　　　　李　英和・浅子成行・山崎敬士・斉藤義信・神尾幸治・薗田紘一郎

＊バスケットボール（女子）　監督　鈴木千果子・コーチ　北島和夫・マネージャー　諸田知枝子
　※選手　石井朝子・小川歩美・米沢里恵・伊佐地敦子・新井麻梨・遠山芳恵・真山美和・地津直子・秋山育美
　　　　　岡本美紀・奥山幸栄・舩生佳代・西沢有紀・椋木美帆・平野智美

＊ソフトテニス（男子）　監督　藍郷亮二
　※選手［一　般］原　敏夫・和田洋太郎・川守田克浩・吉田康宏・米山晃司・青山高士・端山信幸・澤井　啓
　　　　［成　年］北村篤男・冨山英世・高橋　清・前田利治
　　　　［シニア］時任宥幸・佐藤健司・丹崎健一・落合幸作

＊ソフトテニス（女子）　監督　鷹西登美子
　※選手［一般］吉田恵理・中川　緑・内田友美・飯倉若葉・渡部　操・原　恵美
　　　　［成年］田中たか子・本間　順・稲垣利子・梅本清美

＊卓　球（男子）　監督　小西　誠
　※選手［一般］西内栄作・伊藤雅也・安田勝明［セミシニア］畑山講史郎・板倉静雄
　　　　［シニア］森口健二・小西　誠　　　　［ベテラン］前島英一・近藤輝夫

＊卓　球（女子）　監督　岩野耕三
　※選手［一　般］白井涼子・滝沢啓子・三宅章子［セミシニア］佐藤　伸・児玉志津子
　　　　［シニア］鈴木知子・渡辺登紀子　　　　［ベテラン］福田美恵子・川野明子

＊軟式野球（男子）　チーム名「東京ガス」　監督　海老原　豊・主将　斎藤修太郎
　※選手［投　手］　菅澤賢次・星　敏幸・柴山裕樹　［捕　手］坂東智広・広木雅徳
　　　　［内野手］　小正卓享・木村浩士・岡村樹和・長岡　博・斎藤雅路
　　　　［外野手］　石塚広伸・牧野訓明・増田隆則・勝田　栄・目方浩一・池田　亘・手塚慎也

＊馬　術　監督　辻　恵士・コーチ　植田　元・マネージャー　落合佐紀子
　※選手　北嶋　守・山岸達彦・山岸奈美恵・中岡義晴・柏原知佳・渡辺正大・江田勝太・宮本摩記・北嶋隆現

＊フェンシング　監督　村山　衛
　※選手［フルーレ団体］村山　衛・小幡為康・加藤　隆・山崎達也
　　　　［エペ団体］村山　衛・小幡為康・中村克彦・佐藤一弘［サーブル団体］坂本直樹・桜井宗大・土井哲夫

＊バドミントン（男子）　監督　菅原幸雄
　※選手　田中藤夫・増田朋之・山口高志・門井　誠・江川博康・野口　清・坂内和典・石井幸男・塚本修平・内田　修

＊バドミントン（女子）　監督　岩田圭司
　※選手　秋山祥江・門井晶子・増田江美・高橋容子・石井笙子・吉川さとみ・高橋妃路美・田辺ゆき子・塚田敦子
　　　　　後藤俊子

＊弓　道（男子）　監督　鳥羽ミチ
　※選手　金子明徳・相良光平・大山健一郎・稻川　徹・畝本孝志・竹村博夫

＊弓　道（女子）　監督　古田健一
　※選手　新井加代子・本田美恵子・和島有希・岩本泰子・沼里惠子・岩谷友子

＊ソフトボール（男子）　チーム名「リバティーズ」　監督　有山新一・コーチ　春日広高
　※選手　［投　手］亀井健司　［捕　手］蛭田盛夫［内野手］小林康之・武藤利宣・能村　英・松本徹也
　　　　　［外野手］有山周作・小関俊介・松尾逸朗・根本純一・畔上勝匡・鈴木将美・増島盛二郎
　　　　　　　　　　石川　淳・藤崎泰夫・石田隆文
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＊ソフトボール（女子）　チーム名「ブルードルフィンズ」　監督　工藤新午・コーチ　名倉正幸
　※選手［投　手］梶原悦子・目良麻衣子・恒成優子　［捕　手］杉本紗織・三浦友記子
　　　　［内野手］横田有美・中島さやか・渡辺順子・小林恵美・宮良紗名美・松原由佳
　　　　［外野手］石山香代子・櫻井香奈・隆島雪絵・安原マドカ・清水真弓

＊柔　道（男子）　監督　難波英樹
　※選手［無差別］斎藤峰曉　［90㎏以下］鈴木健右　［73㎏以下］小島吉弘

＊クレー射撃（男子）　監督　渡邉一太
　※選手［トラップ］宮田　明・伊東　厚・板倉孝夫・内田啓二［スキート］馬場康守・古澤忠雄・板倉幹夫

＊ライフル射撃（男子）　監督　大橋廣丈
　※選手　長宗祐二・中路裕紀・松田　薫・松下　直・渡辺政晴

＊剣　道（男子）　監督　大岡澄夫
　※選手［大将］荻津　太　［副将］是枝宏彦　［中堅］田中秋洋　［次鋒］石田秀人　［先鋒］日景　俊

＊アーチェリー（男子）　監督　色川啓子　※選手　玉田正樹・萩本　仁・水野　洋

＊アーチェリー（女子）　監督　佐藤龍男　※選手　内田君枝・横山智美・尾山由紀子

＊空手道（男子）　監督　関口　徹・コーチ　松澤卓男
　※選手　宮澤勇樹・色部　耕・奥東誠一郎・奥東礼三郎・土居耕太郎・安藤　寛・佐藤雄一・田中慎二
　　　　　パスパティーナート  ムルミ・小崎基史

＊なぎなた（女子）　監督　神澤洋子　※選手［大将］堀江寿々枝　［中堅］神澤洋子　［先鋒］井上雪江・箕村早苗

＊ボウリング（男子）　監督　増田　操　※選手　白倉利男・比留間悟男・増田　操

＊ボウリング（女子）　監督　湯澤寿美子　※選手　湯澤寿美子・尾形キク江．加藤澄江

＊スキー（男子）　監督　天野太郎
　※選手［一部］串崎陽平・山川晃一・橋本政信［二部］栗城賢二・金一敏和・奥村偉才・田村　規彰
　　　　［三部］伊東定男・狩野公明・渡辺敦史［四部］興　哲也・村石　勇・中畔秀泰・土屋幸一

＊スキー（女子）　監督　天野太郎
　※選手［一部］山中あゆみ・清水京子　［二部］渡部　尚・後藤朋子・江良裕子・遠藤綾子
　　　　［三部］加勢陽子・稲数由里

＊水　泳（男子）　監督　白山　信
　※選手　西田　太・堀江正之・浜野一人・里見明洋・深谷敦志・山本竜也・佐々木将之・太田隆之・館山朋和
　　　　　五條　豊・森　晃宏・押切良太・上妻一世・金井　遼・飯沼　将・石川作男・川島　洋

＊水　泳（女子）　監督　白山　信　※選手　米田まどか・高橋祐美・高橋智美・木闇　文

＊駅　伝（男子）　監督　山本勇次郎
　※選手　奥村英世・米良善典・小田切晋平・高畑吉元・藤田　守・山口正春・野口賢一・稻川勝彦

［公開種目］

＊ハンドボール（男子）　監督　相原一矢・コーチ　内田正行・マネージャー　牧野義則
　※選手　手島　正・佐藤知行・山本晃央・長原　武・飯田善也・森田光則・大藤恵一・小嶋哲生・間々田浩一
　　　　　千葉康史・斎藤靖宏・永野隆宏・渡邊篤史・山本　学

＊ローラースケート　監督　尾花愛ら
　※選手［スピード］加藤秀聡・伊藤　顕・前田英樹・加藤　強・岸田　正　［リレー］石黒直純・斉藤卓聡・尾花大我
　　　　［フィギュア］小林光男・平野隆之
　　　　［ホッケイ］新井　宜・吉岡平太・真野治幸・田中克紀・鈴木　登・白崎延一・小峰拓馬・金子芳郎

＊ゲートボール（男子）　監督　西山　実　※選手　海老沢要・西山　実・宗像正治・斉藤忠夫・熊田　貢・大源寺英介

＊ゲートボール（女子）　監督　西山きみ　※選手　西山きみ・潤米やす・大塚アサ・竹沢かつ志・杉山みどり・斉藤はる
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スポーツダンス競技
晴れやかに連続優勝

熊谷　善徳

　６月２日、第５５回都民体育大会の閉会式

の日、最後の種目の花を飾り、ダンススポー

ツ大会が華々しく開催されました。朝からよ

く晴れ、夏の日を思わせる日差しを浴びて、

都下３１チームが、ここ駒沢オリンピック公

園総合運動場屋内球技場に集結しました。日

ごろの練習の成果を存分に発揮すべく、どの

チームも意気軒昂。大田区からは、熊谷善徳

監督以下6組・１２名の選手が参加。スロー

フｵﾂクストロﾂト・タンゴ・ワルツ・サンバ・

チャチャチャ・ルンバの６種目でその技を競

うことになりました。開会式では、昨年の優

勝チームである大田区が優勝旗を返還しまし

た。「この優勝旗は、大田区選手の一丸の心

だ。どこの区市にも渡したくない。必ず今年

も持ち帰るゾ」との気持ちでいっぱいでし

た。開会式に引き続き競技が始まりました。

この競技は、予選ラウンド、決勝ラウンドか

らなっています。予選ラウンドは各種目とも

１２組で優劣を競い、得点の高い順に過半数

が二次予選に進出すことになります。二次予

選から準決勝までは同様な方法で行い、決勝

ラウンドでは８組により優劣を競うという競

技方法です。大田区チームは、ペアーの息も

ぴったりで、６種目とも全てに実力を発揮

し、決勝進出となりました。決勝に進んだ

チームは、足立区、八王子市、江戸川区、世

田谷区などの強豪ぞろいです。益々熱気をは

らんだ戦いになりました。しかし、結果はデ

イフｴンデｲングチャンピオンである大田区

チームの頭上に輝きました。代表選手が一丸

となって練習に練習を重ねてきた結果が、2

年連続の優勝となって表われたのです。優勝

旗の重さと選手一丸の笑顔は、何回味わって

も良いものです。この優勝を励みとして、更

に技を磨いていこうと思っています。

＊ダンススポーツ　監督　熊谷善徳
　※選手［スタンダ-ド］斎藤　実、斎藤千枝子・川口隆雄、川口はるみ・若杉雄次、若杉俊子
　　　　［ラテン］熨斗秀行、伊藤悦子・重政則雄・重政恵子・稲田満臣・安藤節子

＊ゴルフ（男子）　監督　大久保二郎
　※選手［Ａクラス］渡利峻介・奥村慎治・大久保二郎・飯村邦夫
　　　　［Ｂクラス］川田　守・亀井宏一・安田順亮・古岡　伸

＊ゴルフ（女子）　監督　大谷悦子
　※選手　［ａクラス］星本明子・古川愛子・本川浩子　［ｂクラス］池田成美・飯田博美・岡部華奈子・松村美恵子

＊少林寺拳法　（男子）監督　瀬川伸一　※選手　堀　善雅・佐藤雅也
　　　　　　　（女子）監督　瀬川伸一　※選手　上小牧智子・折橋加代

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○

○

○

○

○
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大田区アーチェリー協会

玉田　正樹

　２００２年５月２６日、緑に包まれた初夏

の雰囲気すら漂う駒沢公園。和やかな雰囲気

とはかけ離れた砂埃舞う駒沢第一球技場。都

民体育大会アーチェリー競技の会場に、私は

ふらふらと足を運んだ。

　「もう何年になるだろう」ふと思う。社会

人になった年にメンバー入りしたので、今年

でもう８回目になる。過去数度手にした優勝

旗は、ここ３～４年触った記憶がない。優勝

旗にぶら下がっているリボンの区名が、かろ

うじて過去の栄光を称える。

　他区の台頭もあるが、毎年優勝候補に挙げ

られているほどの強豪である大田区が、優勝

から遠ざかった要因は多分私にある。肝心な

ところで大失敗を犯すからだ。去年に至って

は、的にも当たらないスーパーミスショッ

ト。しかも、決勝戦という場で。当然優勝を

逃した。

　大田区を優勝から遠ざけ、代わりに得たも

のといえば「都民体育大会のエンターテ

ナー」という真にありがたくない称号だ。ま

あ、楽しんでもらえるのは嬉しいのだが ...。

「さてはて今年は何をやらかすやら ...」と自

分の不安と周囲の期待に包まれた大会は始

まった。

　しかし、今年は違った。激しい体調不良に

見舞われて、射ること以外に何も考えられな

かったのが功を奏したらしい。風邪薬や精力

剤を大量に摂取し、限界一歩手前の私の体調

とは裏腹にミスらしいミスも無く順当に駒を

進めたのだ。

　私のミスさえなければ、もともと地力のあ

る大田区。決勝戦も周囲の期待を裏切り（?）

圧勝で今年度の都民体育大会を制したのだ。

　久しぶりに手にする優勝旗。「来年も私が

体調を崩せば優勝できるのだろうか?」など

という疑問もあるが、感無量。来年も優勝を

目指そうと心に誓うのであった。

　ただ、決勝戦終了後に観客から「今年は何

も無かったからつまらない...」どうやらエン

ターテナーとしては失格だったらしい .. .。

ちょっと複雑な気分だが優勝できたのだから

よしとしよう。

アーチェリー競技に参加して
幾度かの優勝

東京都知事免許（11）第3623号�

住まいのベストアドバイザー�
　　スピーディーなオフセット印刷�

池上線　蓮沼駅前�

■不動産部�3731-5451（代）　■印刷部　�3739-0411（代）�
■ＦＡＸ　�3731-3548　　　　■ＦＡＸ　�3739-0413

休日診療等もお気軽に�
休日専用電話�
　蒲田･大森･田園調布地区共�
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摩壽意　眞郎

　５月２５・２６日に東京都体育館で行われ

た都民体育大会において、大田区バレーボー

ルチームは、女子が昨年に引き続き優勝、男

子は５位に入賞しました。

　女子は、大田ナインをチームの母体とし、

ひまわりチームからの補強を得て大田区代表

として参加しました。

　一回戦は、若干苦戦しましたが日野市に２

対０、２回戦、３回戦も武蔵野市、新宿区に

それぞれ２対０で勝ち、準決勝に進みました。

　準決勝は、墨田区チームとの対戦でした

が、アタッカーの当たりが良くなり、これも

２対０で下し、決勝戦に進出しました。

　決勝戦の相手は、昨年準決勝で大接戦を演

じた目黒区チームです。第１セットは、２１

対１７と昨年同様大接戦でしたが、第二セッ

トに入るとサーブ・アタック・ブロックがこ

とごとく決まり、相手に６点しか与え

ず大勝しました。最後まで気を抜くこ

となく、点差におごらず、自分たちを

信じた勝利でした。今後も、練習に練

習を重ね、来年は３年連続優勝の偉業

を達成したいと思っています。

　男子は、ナスティーワンチームと

微々庵チームとの選抜で新たな大田区

チームを編成しました。昨年に比べ約

半数の選手を若手に切り替えたため、平均年

齢２４・５歳という若さで試合に臨みました。

　第１戦は、板橋区チームでしたが、第１・

第２セットとも相手をそれぞれ７点に抑え、

２対０で勝ちました。２回戦は、墨田区チー

ムでしたが、これも２対０で勝ち３回戦に進

みました。　　

　３回戦は強豪全渋谷との対戦でした。第１

セットは手に汗握る大接戦でしたが、惜しく

も２８対３０で競り負け、セットを落としま

した。続く第２セットも何回かあったチャン

スをものにできず、結局０対２で敗退してし

まいました。

　第一サーブが入らず、相手チームにチャン

スボールが渡ったことで、最後までリズムに

乗れず残念でしたが、まだ若いチームです。

これからは、練習に励み、力をつけて来年は、

優勝をめざして頑張ります。

　最後に応援をしていただいた多くの皆様と

体育協会・関係者の皆様に御礼を申し上げま

す。ありがとうございました。

バレーボール競技
女子　２年連続優勝　　男子　５位

プログラム・記念誌・名簿等にご利用下さい

　●印刷　●ワープロ　●コピー　●翻訳

　●トレース　●写真・ビデオ作成

（株）光　和　商　事
東京都大田区下丸子４－７－１７
ＴＥＬ（０３）３７５７－３６６５
ＦＡＸ（０３）３７５７－３６６７

〒146-0092

OA機器・事務用品・オフィス家具・印刷・印章�

有限会社�し　み　ず�
東　京● 東 京 都 大 田 区 山 王 ２ ー ２ ２ ー １ �

　　　　　 (03 ) 3 7 7 2 －8 8 3 1  FAX ( 0 3 ) 3 7 7 6 －9 6 8 7�

神奈川● 川崎市川崎区大師駅前１ー１４ー４�

　　　　　 (044 ) 2 8 8 －3 4 2 6  FAX ( 0 4 4 ) 2 9 9 －5 9 7 1
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女子主将　　西山　きみ

　５月２６日、都民体育大会ゲートボール競

技は江東区木場公園広場で開催された。

　一昨年の都民体育大会では、女子が優勝、

男子が準優勝という輝かしい成績を収めた

が、昨年は、男子・女子とも入賞できず、捲

土重来を期して猛練習を重ね大会に臨んだ。

　女子の部は４１区市が参加。5 および６

チームによる予選一次リーグ戦を行い、各グ

ループ一位のチームでトーナメント戦を戦う

方式がとられた。

　六人編成（１チーム5人）で出場した私た

ちは、西多摩郡を１９－７、調布市を１４－

９と連破し、1勝1敗の4区市を退けてトーナ

メント戦に入った。

　一回戦は日野市と当たる。30分の試合は、

最後まで一進一退のプレーの接戦が続き、９

－８と辛勝。２回戦は実力派東村山市、慎重

に対戦した結果１１対８で勝ちいよいよ決勝

戦。相手は強豪で鳴らしている東久留米市。

過去の親善試合で涙を飲んだことがあるチー

ムであったが、私たちには勢いがあり、１９

－７と圧勝し、優勝旗を手にすることができ

た。同会場では男子の試合も同時進行で行わ

れていたが、残念ながら予選で敗退してし

まったため、チームメンバー全員がトーナメ

ントコートの周りで応援してくれた。この応

援が本当に心強く、意気を高め、実力発揮の

源になったのだと思う。本当にありがとうご

ざいました。

　区の大きなイベントの一つである

「OTAふれあいフェスタ」が、１１月の

９日・１０日の両日、平和島競艇場をメ

イン会場として開催されます。大田区

体育協会では、毎年このイベントに参

加していますが、今年も昨年と同様な

形で参加することになりました。ダー

ツ競技を中心に、協会加盟団体のPRな

ども行う予定です。多くの皆様のご来

場をお待ちしています。

OTAふれあいフェスタで

体育協会をPR

ミズノ・ゼット・S.S.K
野球・ソフト・バレー・バスケットのユニホーム

チーム特別価格販売中

スポーツのことなら

白銀スポーツ
大田区中央８－２９－７

電  話（３７５４）－８６７９

ゲートボール競技
捲土重来で女子優勝

　　火災、自動車、損害保険

　日動火災代理店
　　　　　

稲　岡　商　事
　東京都大田区下丸子２－１７－９
　電　話　０３（３７５８）１３２６
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平成１４年度
体育功労者・体育優良団体・永年勤続功労者決定

　本協会では、毎年体育・スポーツの普及と発展に貢献した個人、団体を表彰し、その功績を

讃えています。本年度の受賞者は次のとおりです。おめでとうございます。

　表彰は、９月１日に開催の第５５回秋季区民スポーツ大会総合開会式の中で行われます。

（１）　体育功労者表彰　　　　　　　１２名　（順不同）

　　氏　　　名　　　　　所 属 団 体 名 　氏　　　名　　　　   所 属 団 体 名

　和　田　照　夫　　　軟 式 野 球 連 盟 石　井　仲　子　　　民　踊　連　盟

　多　田　吉　数　　　ｿ ﾌ ﾄ ﾃ ﾆ ｽ 連 盟 渡　辺　秋　江　　　民　踊　連　盟

　本　間　義　弘　　　ﾊﾞ ﾚ ｰ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ  協会 村　上　　　学　　　空 手 道 連 盟

　染　川　高　慶　　　弓　道　連　盟 菅　原　義　明　　　ｿ ﾌ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ 連 盟

　柚　木　洋　子　　　ﾗｼﾞｵ体操会連盟 黛　　　　　勲　　　居 合 斬 道 連 盟

　豊　洲　和　子　　　民　踊　連　盟 小　出　清　則　　　ｽﾎﾟｰﾂ少年団本部

（２）　体育優良団体表彰　　　　　　　２団体

　　団　体　名　　　　　代 表 者 氏 名　　　　　団　体　名　　　　　代 表 者 氏 名

  ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ連盟　　  高　 木　　雄　 司　　 ゴ　ル　フ　連盟　　   古　岡　　　伸

（３）　永年勤続功労者　　　　　　　　４名

　　氏　　　名　　　　　所 属 団 体 名　　　　　氏　　　名　　　　   所 属 団 体 名

　松　田　　　薫　　　ﾗ ｲ ﾌ ﾙ 射 撃 協 会 中　村　貞　夫　　　馬　術　連　盟

　尾　�　　　　　　　合 気 道 連 盟 奥　東　　　隆　　　空 手 道 連 盟

◆ 東京都体育協会表彰 ◆
　５月１９日に行われた第55回東京都民体育大会の開会式において、次の方と団体が東京都体

育協会から表彰を受けました。おめでとうございます。

　　体育功労者　　　　  吉　川　　　進 体育優良団体　　　　陸 上 競 技 協 会

◆ 体育協会事務局の異動 ◆
　平成１４年４月１日付で職員の異動があり

ました。
〇事務局　
局長　木藤　国照
職員　小澤　弘男　　谷口　英治　　倉田　榮昭
　　　橋本　　博　　東　　弘之
○大森スポーツセンター
所長　片山　利雄
職員　高橋　紀年　　佐々木　彦太　　佐野　美代子
○大田区体育館
所長　片山　利雄（兼務）
職員　出川　征司　　鈴木　啓二　　平田　昌吾

編集後記
　アジア地区で初めての2002FIFAワールド
カップが日韓合同で開催され、大変盛り上が
りを見せ、オリンピックとはまた違った感動
をしました。
　一方、大田区では、55回都民体育大会で男
子は2年連続優勝を勝ち取り、選手・監督は
基より、各連盟の協力には大変感謝いたしま
す。また、女子は、9位と入賞を逃しました
が、次回のリベンジを期待します。
　最近の地球温暖化により、非常に暑い日が
続きますが、野外でのスポーツは水分を充分
補充するなど特に十分な注意が必要です。
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第１９回区民スポーツまつり

―１０月１４日　体育の日―

　１０月１４日、体育の日に、区民スポーツ
まつりが区内２８会場で開催されます。毎年
盛り上がる綱引きを中心に、それぞれの団体
が工夫を凝らした出しもので参加します。今
年は、公募による参加が８団体、地域からの
参加2団体が新たに加わり、体育協会加盟２
７団体のほか自治・町会、体育指導委員協議
会などの参加もいただき、かつてない規模で
のまつりとなります。
　なお、馬込・池上両地区の青少年対策委員
会が実施する「まつり」は、１０月２０日に
行われますのでご注意ください。また、綱引
き会場は、大森スポーツセンターから大田区
体育館に変わります。
　各会場の主な実施内容は、次のとおりです。
〇大森スポーツセンター
・合気道教室　・空手教室
・少林寺拳法教室　・ボクシング体験
・海かぜウォーキング
・ニュースポーツ体験
・ウォーキング教室　・新体力テスト
・健康相談・柔らか体操
・トレーニング室での運動指導など

〇大田スタジアム
・ホームラン競争　・ストラックアウト
・スピードガンコンテスト
・ベースランニング競走など

〇馬込文化センター　・インディアカ体験
〇池上文化センター　・体操アラカルト
〇池上会館　・フォ－クダンス教室
〇平和島公園プール　・水泳教室
〇勤労福祉会館　・小学生、中学生、親子バ

ドミントン交流大会
〇旧大森第六小学校プール　　・釣り体験
〇洗足区民センター　・ニュースポーツ体験
・ウォーキング教室　・健康相談
・生活　・体力テスト　・柔らか体操

〇大田西地域行政センター
・体操アラカルト

〇嶺町文化センター　・ミニテニス教室
〇大田区民プラザ　・卓球教室
〇多摩川緑地　・ゲートボール
・ゲートゴルフ　・サッカークリニック
・親子陸上タイムトライアル
・カヌー体験　・子ども乗馬体験
・釣り教室　・柔らか体操
・トランポリンなど

〇六郷文化センター　・生活体力テスト
・健康相談　　

〇高畑小学校　・ニュースポーツ体験
・ウォーキング教室
・キッズジャズダンス体験

〇大田区体育館　・綱引き　・体力テスト
・子どもスポーツ体験　・エアロビクス
・ドリル　・スポーツダンストライアル
・ウエイトリフティング　・和弓で的あて

〇萩中集会所　・民踊教室
〇萩中公園　・キッズアクアスロン
〇糀谷文化センター
・ビームライフル体験射撃

〇糀谷中学校　・生活体力テスト
・ニュースポーツ体験
・ウォーキング教室　・健康相談

〇矢口区民センター
・障がい者スポーツ体験

〇多摩川ガス橋付近　・ボート体験
〇大森西区民センター　・気功体験教室
〇中央五丁目公園
・こども野外スポーツレク体験

〇東調布公園プール　・水泳教室
〇高畑小学校　・キッズジャズダンス体験

１０月２０日実施
〇馬込中学校　・親子スポーツ交流
〇池上小学校　・ウォークラリー
・トスボール

民間協力団体
〇雪谷スポーツクラブ
〇ラヴィセントラルフィトネスクラブ蒲田
〇東京グリーンヒルズテニスクラブ
〇スポーツクラブNAS大森
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子どもの時から
スポーツ・レクリエーションを！

育成部長　加藤昌晴

　幼少期におけるスポーツ・レクリエーショ

ンの体験は、学習の基礎づくりの上で重要で

あって、家庭や学校・地域などさまざまな場

で習得されます。このことは誰もが生涯にわ

たってスポーツ・レクリエーションを自主的

に学習しようとする能力と動機づけに大きく

影響します。

　今は子どもがスポーツ・レクリエーション

の体験を通して地域社会の活動に積極的に参

加し、更に広い視野をもった人間に成長する

ことが大切な時代です。

　「得意な種目」、「はじめてやってみる種

目」、「みんなで協力してやる種目」などは、

子どもたちにとって興味のあるプログラムで

す。入りやすい種目から参加し、苦手なもの

でもだんだんに馴れることが大事な体験で

す。特に子どもたちには楽しみと、継続性の

あるものが喜ばれます。導入の方法やルール

等にも工夫していけば、幅の広い行事が企画

できます。

　大田区体育協会育成部では、区内の子ども

たちにスポーツ・レクリエーションの楽しみ

と、体験の機会を幅広く企画し提供していま

す。今年度も「ドッジボール大会」を６月23

日（日）に大森スポーツセンターで開催し、

20チーム275名の選手が参加しました。試合

は４ブロックに分れ、それぞれリーグ戦で勝

上った上位２チーム計８チームによるトーナ

メント方式で勝者を競いました。折しも６月

は日本・韓国共催のワールドカップの最中

で、サポーターによる大声援が試合の流れを

変えるとあって、ドッジボールの会場でも、

大変な声援で熱気に包まれた試合でした。

　決勝戦は相生ガキーズと女塚ゴッチャン

ファイターズの対戦となり、手に汗握る熱戦

の末、相生ガキーズが２勝０敗で晴れの栄冠

を手にしました。

　夏休みに入って７月27日（土）・28日（日）

は「野外活動教室」を熱海市少年自然の家で

（１泊２日）実施しました。十国峠へハイキ

ング、アスレチック、夜はキャンプファイ

ヤーを囲んでゲームや歌に熱中し、翌日は焼

杉作りのクラフトや飯ごう炊さん等を体験し

ました。都会ではできない自然の中での生活

や共同の作業は、子どもたちの自主性を養う

良い機会であったと思います。

　秋には「400米・100米競争記録会」や「卓

球大会」を、来春は「ミニバスケットボール

大会」も企画しています。これらは個人・チー

ムどちらでも参加できます。

　育成部では、これからも大田区の子どもた

ちが、誰でも参加できるスポーツ・レクリエー

ションを企画して行きます。今年度も昨年に

ひき続き五種目を実施しますが、更に今後は

幅広く事業の検討を進めて行く所存です。
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第５５回区民スポーツ大会日程（秋季）

種　　　目 期　　　 日 会　　　場 申込締切日

１ ソフトボール 9月  1日 ～ 10月20日 ガス橋緑地野球場６～８号面 　  －

２ 軟式野球 8月25日 ～ 11月10日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 　  －

３ ウエイトリフティング 9月  1日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ健康体育室 当日会場

４ サッカー 9月  1日 ～ 12月  1日 多摩川緑地サッカー場他 　  －

５ バスケットボール 9月  2日 ～ 11月27日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　  －

６ テニス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 9月15日 ～ 11月  3日 ガス橋・本羽田・平和の森庭球場 　  －

７ ライフル射撃
9月15日 （大口径） 埼玉県長瀞総合射撃場 大会当日の10日前まで

9月22日 （小口径） 千葉県営射撃場 大会当日8時30分から

８ 卓球
9月21日 小・中・高校生 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月1日

9月22日 一般 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月1日

９ エアロビクス 9月22日 池上会館集会室 大会前日

10 クレー射撃 9月23日 神奈川県大井射撃場 当日会場

11 陸上競技 9月23日 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 　  －

12 ゲートボール 9月29日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 9月14日

13 少林寺拳法 9月29日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月6日

14 相撲 9月29日 大田区体育館相撲場 当日会場

15 ソフトテニス 9月29日 多摩川六郷橋緑地庭球場 9月12日

16 ハイキング 9月29日 三浦半島「鷹取山」 9月20日

17 弓道 10月  6日 大田区体育館弓道場 当日会場

18
バドミントンⅠ部 10月  6日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月8日

バドミントンⅡ部 11月12日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月6日

19 自転車走行会 10月13日 次大夫堀公園
当日（多摩川ｶﾞｽ橋下広場）

集合場所午前９時

20 釣魚（皮はぎ） 10月13日 三浦半島油壷沖 10月7日

21 ゴルフ 10月17日 千葉県ｵｰｸ・ﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 10月1日

22 合気道 10月20日 南馬込文化センター体育室 10月13日

23 アマチュアレスリング 10月20日 洗足区民センター体育室 当日会場（９時～９時３０分）

24 柔道 10月20日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月4日

25 馬術 10月20日 綾瀬市綾瀬乗馬クラブ 9月29日

26 ボウリング 10月20日 平和島ｽﾀｰﾎﾞｳﾙ 大会当日8時30分まで

27
バレーボール一般（6人制） 10月27日 ～ 11月  5日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月11日

バレーボール中学生（6人制） 12月  1日 ・ 12月  7日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月18日

28 レク・フォークダンス 10月27日 池上会館 当日会場

29 アマチュアボクシング 11月10日 大田体育館本館 10月31日

30 オリエンテーリング 11月10日 横須賀市津久井浜「三浦半島武山周辺」 11月1日

31 剣道 11月10日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月30日

32 なぎなた 11月10日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ体育室 10月29日

33 空手道 11月17日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月20日

34 インディアカ 11月23日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月7日

35 ハンドボール 11月24日 ・ 11月30日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月9日

36 アーチェリー 12月  1日 平和の森洋弓場 当日会場

37 居合斬道 12月  1日 洗足区民センター体育室 大会日３週間前

38 民踊 12月  1日 大田区民ホールｱﾌﾟﾘｺ 10月21日

39 ミニテニス 12月  8日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 12月1日

40 スポーツダンス　　　　　　　　平成15年1月19日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 12月18日

41 スキー　　　　　　　　　　　　平成15年2月2日 新潟県上越国際スキー場 平成15年1月10日
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スポーツ
しませんか

体育協会加盟団体

アーチェリー
大田区アーチェリー協会

（０３）３７５９－７６１０（水野）

震える筋肉・軋む骨・思った以上に

当たらない！！と結構過酷なスポー

ツですが、矢が的に当たる快感は　

ワインを凌ぐ…かも。我々はそんな

快感に溺れています。

合 気 道
大田区合気道連盟

（０３）３７５５－１２５８

合気道は子供から大人まで、誰にで

も無理なくできる武道です。動く座

禅とも言われ、武道にして舞いなり

と表現されます。精神の修養と体力

づくりのために始めよう！！

ボクシング
大田区アマチュアボクシング連盟

（０３）３７６４－５００４

http://www.hi-ho.ne.jp/maysy/

中学生以上の男女を対象とし、初心

者ボクシング教室を月２回開いてい

ます。１０月のスポーツまつりに参

加、１１月は大田区ボクシング大会

開催。

ｱﾏﾁｭｱﾚｽﾘﾝｸﾞ
大田区アマチュアレスリング協会

（０３）３７５７－００１５（岩崎）

格闘技大好き人間集まれ！！

年２回（春・秋）区民大会開催。経

験・未経験を問わず毎回熱戦が展開

されます。

居合斬り道
大田区居合斬道連盟

（０３）３７２９－３１３４

http://www.hot.niknak.ne.jp/̃furuoka/

『居合道』『居合斬り道』を体験しま

せんか！!   稽古は毎週木曜日、午後

７時から。毎年２回の春・秋区民大

会、昇段審査・個人・団体戦もあり。

老若男女随時入会歓迎

インディアカ
大田区インディアカ連盟

０４４－２００－７３９３（井上）

ネットをはさみ４対４で、赤い羽根

を手で打ち合う、とにかく楽しいス

ポーツです。春・秋の区民大会開催、

東京都の大会及び他地区交流試合参

加。初心者大歓迎！！

重量挙げ
大田区ウェイトリフティング協会

（０３）３７６５－２９２５

春・秋の区民大会（男・女）を開催

しています。本格的なトレーニング

は勿論のことあらゆるスポーツの競

技力向上に最適なウェイト、トレー

ニングができます。

エアロビック
大田区エアロビック連盟

０７０－５０２９－１５３７

軽快な♪～音楽に合わせて楽しく動

きませんか？体脂肪も減り、シェイ

ブアップ効果大です。毎週の活動と

区民大会で、皆でリフレッシュ！誰

でも参加ＯＫです。

空 手 道
大田区空手道連盟

０４５－７８５－８１６４

春・秋年２回の区民大会及びスポー

ツまつりでの、初心者体験コース

と、人に頼らない強靭な肉体と精神

力を身につけるため、武道に接して

みませんか！

弓　　道
大田区弓道連盟

（０３）３７４３－０５７６（石坂）

２８ｍ先の的に集中して矢を放つ！

　春・秋の区民大会、初心者の方は

初心者教室を春に開催しています。

武道として、生涯スポーツとして弓

道を！！

クレー射撃
大田区クレー射撃連盟

（０３）３７５９－２２０１

  http://www.5b.biglobe.ne.jp/̃ocpsf/

クレー射撃！！「快感」「ストレス解

消」

生涯スポーツの雄、クレー射撃を一

緒に楽しみませんか（銃を持つには

所定の許可が必要です）
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剣　　道
大田区剣道連盟

（０３）３７６４－５０６７

剣道は頭が良くなると言われ、また

何歳になっても稽古や試合が楽しめ

る生涯スポーツです。心身練磨や選

手として活躍するのも楽しい。各団

体で無料体験大歓迎！

硬式野球
大田区硬式野球連盟

（０３）３７３１－５８９１

現在４リーグが参加し、硬式野球を

通じて地域の少年（小・中学生）の

健全な指導と普及を図ることを目的

とした団体です。（練習場所 多摩川

河川敷グラウンド）

ゴ ル フ
大田区ゴルフ連盟

（０３）３７５６－９００４

春・秋区民大会を開催しています。

青少年から中高年まで、誰でも楽し

める生涯スポーツです。都民大会か

ら国体出場を目指して、参加してみ

ませんか！！初心者歓迎！

サイクリング
大田区サイクリング連盟

（０３）３７４４－８９４９

老若男女を問わず、誰でも気軽に楽

しめるスポーツ。年に２回の走行会

などを実施しています。

初心者歓迎！！

サッカー
大田区サッカー協会

（０３）３７４２－００８３

http://www.18.u-page.so-net.ne.jp/cd5/kitajima/

大会を通じて区民のサッカー活動を

ｻﾎﾟｰﾄしています。

少年・少女・一般・シニア各クラス

年間リーグ戦をおこなっています。

柔　　道
大田区柔道会

（０３）３７４２－２９６６

気合一瞬！　地球を背負う。白い柔

道衣に黒帯姿は世界の民間大使。心

身の力を使い、皆がハッピーに。柔

道をやって私が変わる。世界も変

わって見える。

少林寺拳法
大田区少林寺拳法連盟

（０３）３７５９－２８２８（南）

少林寺拳法は護身の技術です。力や

体格の大小に関係なく、誰もが自分

自身を護れるように、力学的原理に

基づいてつくられています。体験し

てみませんか！

水　　泳
大田区水泳協会

（０３）３７２１－６３５０（丹羽）

水泳・水中歩行をしませんか。水泳

は全身運動です。いつも使わない筋

肉を使います。区営プールで常時水

泳教室を開いています、練習に参加

しませんか！！

ス キ ー
大田区スキー連盟

（０４８）８６３－０９７７

冬のスポーツスキーを楽しんでみま

せんか、初心者スキー教室から、上

級者の区民大会・都民大会まで楽し

い指導と雑学を全日本スキー連盟指

導員がアドバイス

スポーツ少年団
大田区スポーツ少年団本部

（０３）３７３３－１５２１（高橋）

青少年の心身の発達をスポーツを通

して、健全な社会人となる事を目標

として活動します。軟式野球・ｿﾌﾄ

ﾎﾞｰﾙ・ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・なぎなた・ﾊﾞﾄﾞ

ﾐﾝﾄﾝの種目があります。

スポーツダンス
大田区スポーツダンス協会

（０３）３７６６－００３７

楽しくダンスを踊りましょう。生涯

スポーツの一環として若い方高齢者

の方、月に３回基本ステップの無料

講習会を開いています。区民の皆様

の参加をお待ちしています。

ゲートボール
大田区ゲートボール協会

（０３）３７６４－１５５１

いつでも、どこでも、誰とでも、生

涯スポーツのモデルです。若い人た

ちが参加し、都民大会に優勝しまし

た。世界大会にも出場のチャンスが

ありますよ！！
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ソフトテニス
大田区ソフトテニス連盟

（０３）３７５９－１１１１（株）桂川精螺内

生涯スポーツの華、老若男女の誰も

が年１２回の大会と初心者教室を元

気に楽しんでいます。指導陣も万

全、区内２８の加盟団体も皆様の参

加を歓迎いたします。

ソフトボール
大田区ソフトボール連盟

（０３）３７５０－８２８５（坂本）

http://isweb13.infoseek.co.jp/sports/otasoft/

最もポピュラーな団体球技、気軽に

参加できるスポーツとして春と秋に

社会人（壮年、女子を含む）から小

学生まで多くのチームにより大会を

開催しています。

卓　　球
大田区卓球連盟

（０３）３７３６－０２３５ めいこう内

青少年から中高年まで、誰でも楽し

めるスポーツ！春・秋の区民大会、

選手権大会などを開催しています。

区民の皆様方の参加をお待ちしてい

ます。

釣　　魚
大田区釣魚会連盟

（０３）３７５９－９２８１

加盟７団体、海・川の釣り、春・秋

の区民大会。　　　初心者歓迎････

各釣団体に入りましょう。

生涯の娯楽スポーツとして！！

硬式テニス
大田区テニス連盟

（０３）３７５０－４４０８

区民大会、連盟選手権等、大会に力

をいれ、区民大会から国体へをス

ローガンに、上の大会に選手を派遣

し、又、区主催の初心者教室の運営

にもあたっています。

トライアスロン
大田区トライアスロン連合

（０３）３７５６－４７７５（五十子）

水泳・自転車・ランニングを続けて

行う楽しい競技、全員がゴールテー

プを切れます。体育の日に子供のア

クアスロンを行います。是非チャレ

ンジして下さい。

なぎなた
大田区なぎなた連盟

（０３）３７２７－７４３０

頭で 考えず 体で 覚えよう。無理な

く左右対照の体の動きをします。

チャレンジしてみませんか。　年齢

性別を問わず　初心者大歓迎！！

軟式野球
大田区軟式野球連盟

（０３）３７３６－５０２３

ストライク！多摩川の空に君の声が

谺する。今、若い審判員を募集中。現

在シニアの大会も開催しています。

生涯スポーツとして多摩川に白球の

輪を拡げよう！

馬　　術
大田区馬術連盟

（０３）３７３７－２５９１

  http://homepage3.nifty.com/igy/otabaren/index.htm

馬術は、人馬一体となるスポーツで

す。春・秋の区民スポーツ大会、都

民大会に参加しています。初心者乗

馬教室の実施と常時会員を募集して

います。

バスケットボール
大田区バスケットボール連盟

（０３）３７５４－８６７９（白銀）

春・秋区民大会、冬に選手権大会を

実施。その他、年輩の方のシニヤ大

会。また都民大会、青年大会、生涯

スポーツ大会など都の大会に選手を

推薦しています。

バドミントン
大田区バドミントン協会

（０３）３７３９－２４５１

老若男女を問わず、誰でも気楽に楽

しめるスポーツ。毎月１回は、何ら

かの大会を実施しています。　　　

　初心者も歓迎！！

相　　撲
大田区相撲連盟

（０３）３７５４－３０８９（奈良）

国技相撲の練習をしてみませんか。

毎月第１・第２・第３日曜日午後１

時から３時まで梅屋敷公園内の相撲

場へ。小学生から成人まで誰でも。
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ハンドボール
大田区ハンドボール協会

（０３）３７２２－７３３３

年２回春と秋に大森スポーツセン

ターで、区民大会を実施していま

す。男女ともに競技人口が少ないの

で、参加チームを大いに募集してい

ます。連絡ください。

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ＆ﾚｸﾀﾞﾝｽ
大田区フォークダンス協会

（０３）３７６１－４３７０（皆川）

世界の踊り「フォークダンス」と、流

行曲に振付けられた「レクダンス」

の普及をしています。春・秋の大会

には、老若男女を問わず、誰でも参

加できます。

ボウリング
大田区ボウリング連盟

（０３）３７６８－９１５１

（平和島ｽﾀｰﾎﾞｳﾙ砂川）

青少年から中高年まで、誰でも楽し

めるスポーツ。春、秋の区民大会、選

手権大会、支部リーグ戦などを開催

しています。

ミニテニス
大田区ミニテニス連盟

（０３）３７５９－１０５８（寺村）

誰にでも手軽に安心してできるス

ポーツ、大田区民大会はもとより都

民、全国大会でも上位で頑張ってい

ます。生涯スポーツの楽しさを実感

してください。

嶺町体育会
大田区嶺町体育会

（０３）３７５０－６２１１（海沼）

毎朝６時１０分より鵜の木地先の河

川敷でストレッチ健康体操をおこ

なっています。自分の体調に合わせ

て参加してみませんか！一日が気持

ちよく過ごせますよ。

民　　踊
大田区民踊連盟

（０３）３７３１－５３６８

民踊連盟をご存知ですか。大田区内

の地域及び職域で結成されている民

踊の団体です。毎年春・秋に民踊大

会を開催しています。１０名以上の

会員があれば加入できます。

ライフル射撃
（０３）３７４３－１６６３

  http://homepage2.nifty.com/ohta-rifle/

本会は射撃競技を愛好する団体で、

春・秋区民大会等の射撃会を開催し

ています。射撃競技を通じて精神集

中、スポーツ精神を養いましょう。

ラジオ体操・みんなの体操
大田区ラジオ体操会連盟

（０３）３７３３－６９４１

何時でも 何処でも 誰でも出来るラジ

オ体操・みんなの体操は、健康づく

りに最適です。ストレッチ効果・血

行促進・呼吸機能の維持向上に、効

果は絶大です。

陸上競技
大田区陸上競技協会

（０３）３７５０－５９２０

小さい時から俺は速かったんだ私は

跳ぶのが上手だったよ、という方金

メダルを取りに来て下さい。春秋陸

上競技大会、ロードレース、駅伝と

年４回開催、お待ちしています。

（日本陸連に競技者登録もできます）

ハイキング
大田区ワンダーフォーゲル協会

（０３）３７２０－２８５４（加藤）

登山は高山に挑戦したり、低山でハ

イキングを楽しんだり、動植物など

の自然観察をしたり、楽しみ方は

様々です。初級から上級まで毎月５

～６回の山行あり。

バレーボール
大田区バレーボール協会

（０３）３７７７－４３２５（大胡）

春と秋の区民大会（中学生・一般）を

含め年間６回の大会を開催していま

す。誰でも気軽に参加出来、親睦と

技術の向上を目標としています。

（財）大田区体育協会

（０３）３７６８－７２２７

３３３６

　大森スポーツセンター

（０３）５７６３－１３１１

　大田体育館

（０３）３７３３－８３１１
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