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西野体育協会会長から表彰を受ける都民体育大会優勝の女子バスケットボールチーム
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　第５７回都民体育大会は、夏季・冬季・春

季を合わせて１５，４１６名の役員・選手が

参加し、熱戦が繰り広げられました。

　大田区は、西野善雄団長以下役員、選手合

わせて５０３名の選手団を結成し、大会に臨

みましたが、残念ながら男女とも総合優勝の

栄冠を勝ち取ることは出来ませんでした。

　種目別では、バスケットボール（女子）が

昨年に引き続き連続優勝を飾り、また、ダン

ススポーツ（混合）は４連覇を達成しました。

本当におめでとうございました。なお、入賞

の栄誉に輝いた競技は次のとおりです。

● 成　績 ●
正式競技

優　勝　バスケットボール（女子）

準優勝　バレーボール（女子）

３　位　サッカー（男子）　テニス（男子）

　　　　フェンシング（男子）　弓道（女子）

４　位　馬術（男子）

５　位　バスケットボール（男子）

　　　　軟式野球（男子）

　　　　ソフトボール（男子・女子）

　　　　空手道（男子）

６　位　水泳（男子）　弓道（男子）
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　第57回　都民体育大会 出場チーム・監督・選手

　　　　ボウリング（男子）

７　位　陸上競技（女子）　水泳（女子）

公開競技

優　勝　ダンススポーツ（混合）

準優勝　ローラースケート（男子）

　　　　少林寺拳法（女子）

５　位　ハンドボール（男子）

６　位　少林寺拳法（男子）

　　　　ゲートボール（女子）

８　位　ゴルフ（男子・女子）

［正式種目］

陸上競技（男子）　監督　吉川節郎
　選手　［１００ｍ］笠井洋平・渡辺磨紗志　［２００ｍ］吉川朝翔・山本直矢　［４００ｍ］岡部淳・田辺すばる
　　　　［８００ｍ］糸川　勇・大久保風貴　［１,５００ｍ］奥村英世・片見朝紀
　　　　［５,０００ｍ］下島千明　［１０,０００ｍ］吉田幹夫　［走り高跳び］平山　淳・上田享吾
　　　　［砲丸投げ］岩瀬雷太・小林教善　［走り幅跳び］伊藤真吾・伊藤　崇　［三段跳び］藤本裕也・下嶽進一郎
　　　　［やり投げ］・阿部直樹・安田晴貴

陸上競技（女子）　監督　中村輝子
　選手　［１００ｍ］里見智枝子・佐藤美穂　［４００ｍ］千田紋子・奥麻衣子　［１,５００ｍ］荒木弓佳・山本　欄
　　　　［５,０００ｍ］根岸美夏　［走り高跳び］加藤あかね・和田千津子
　　　　［走り幅跳び］飛田奈緒美・近藤敦子　［砲丸投げ］木波友絵・後藤千穂　［やり投げ］青海順子・在原千陽

サッカー（男子）　監督　宮本忠弘
　選手　村田亮三・安藤　寿・鈴木　卓・小倉　渉・大沢正義・真水啓介・小澤佳之・雨宮　透・杉野志郎
　　　　三瓶豊加・佐藤貴仁・永久保徹也・宮野達也・工藤義勝・高村　譲・金澤哲智・大西勝博・斉藤隆司

テニス（男子）　監督兼選手　高山充雄
　選手　岩波広明・蛯名　守・江渕正浩・カリル・カーリッド・渡辺泰一郎・十河　啓・林　直樹・野村建斗
　　　　筆坂哲人・橋本　寛

テニス（女子）　監督兼選手　中沢とく子
　選手　伊東靖子・井上みゆき・大竹由紀絵・小野千佳子・久保亜矢子・鈴木恵子・吉野美穂・渡瀬ひろみ・中野智子
　　　　濱須圭子

バレーボール（男子）　［大田クラブチーム］　監督　摩壽意眞郎　コーチ　牛嶋正幸　マネージャー　鈴木雅則
　選手　中村政彦・津谷　錦・高橋　亨・生井重幸・酒井秀士・榎本貴彦・福山考士・本間文暁・柳沢聡洋・瀬川裕也
　　　　中道正生・工藤直樹・加賀宏和・樋田慶敬・斉藤剛

バレーボール（女子）　［大田ナインチーム］　監督　高橋孝子　コーチ　西ヶ谷さやか　マネージャー兼選手　竹内千香
　選手　川本清子・中川美幸・服部由紀・斉藤幸子・永冨真紀子・金輪則子・黒崎広子・中村香恵・中道利果
　　　　生井素代・鈴木淳子・亀田淳子・峰松真知子・鈴木みどり

バスケットボール（男子）　監督　小林正明　コーチ　平野和則　マネージャー　植田　均
　選手　田島直人・国吉祐介・亀井祐介・江戸直洋・李　英和・浅子成行・松井　亮・塚原邦晶・塙　隆寿・田本　亘
　　　　加藤　剛・浦上和豊・金井健蔵・斉藤義信・薗田紘一郎

バスケットボール（女子）　監督　諸田知枝子　コーチ　北嶋和夫　マネージャー　鈴木千果子
　選手　潮田朝子・小川歩美・米沢里恵・伊佐地敦子・新井麻梨・遠山芳恵・奥山幸栄・池津直子・秋山育美
　　　　岡本美紀・西沢有紀・舩生佳代・春日里香・新井玲子・平野智美

ソフトテニス（男子）　監督　藍郷亮二　
　選手　［一般］近藤夏彦・吉田康宏・原　敏夫・川守田克浩・阿部一臣・米山晃司・和田洋太郎・和田祐介
　　　　［成年］北村篤男・澤井　啓・小八木利実・中村光雄［シニア］佐藤健司・時任宥幸・冨山英世・川辺一路

ソフトテニス（女子）　監督　鷹西登美子
　選手　［一般］中村美佐子・旅川枝里香・平塚幸子・林　実千代　［成年］梅本清美・村上希永子・稲垣まり子・福田淳子
　　　　［シニア］本間　順・田中たか子・鈴木和子・益子美也子
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卓球（男子）　監督兼選手　小西　誠
　選手　［一般］坂巻雄一・岡本多広・染谷幸雄［セミシニア］畠山講史郎・黒坂和美［シニア］森口健二
　　　　［ベテラン］前島英一・近藤輝夫

卓球（女子）　監督　川野明子
　選手　［一般］井村路子・馬場菜穂子・渡辺純子　［セミシニア］白井涼子・三宅章子
　　　　［シニア］佐藤　伸・栗生京子　［ベテラン］児玉志津子・鈴木知子

軟式野球　［東京ガスチーム］　監督兼選手　海老原　豊
　選手　［投手］菅澤賢次・星　敏幸・小宮　周・柴山裕樹［捕手］・長岡　博・広木雅徳
　　　　［内野手］岡村樹和・瀧　陽介・斎藤修太郎・勝田　栄・愛甲弘明・斎藤雅路
　　　　［外野手］石塚広伸・牧野訓明・増田隆則・池田　亘・手塚慎也

馬術（混合）　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・北嶋隆規・鈴木心佳子・為貝幸央・阿久沢洋貴

フェンシング（男子）　監督兼選手　村山　衛　　　
　選手　桜井宗大・小出　明・小出知弘・土井哲夫・中村克彦・阪本直樹

バドミントン（男子）　監督兼選手　石井幸男
　選手　増田朋之・門井　誠・金内正文・江川博康・坂内和典・塚本修平・岡本康志

バドミントン（女子）　監督兼選手　石井笙子
　選手　秋山祥江・高橋容子・岩下美奈子・吉川さとみ・高橋妃路美・市川明美

弓道（男子）　監督　高山昭人　　　　選手　本多一臣・藤川康立・加瀬浩巳・山口忠重・畝本孝志・高塚奉久

弓道（女子）　監督　古田健一　　　　選手　新井加代子・和島有希・松田茂美・渡辺絹子・沼里惠子・秋葉紀子

ソフトボール（男子）　［BBC出雲チーム］　監督　中村　誠　　コーチ　荒川光正　　コーチ兼選手菱沼繁俊
　選手　［内野手］相沢秀夫・荒川大輔・渡辺康秀・坂口　堅・萩原雄一・西田豊樹・成井勇一・西田圭児・杉本拓也
　　　　荒川正彦・岡田和幸　［外野手］笠井健太郎・竹川鉄也・桑原将太・東　信也・荻原研三

ソフトボール（女子）　［六郷ミッキーズチーム］　監督　木下恒雄　コーチ　木島旬也　　一ノ宮義木
　選手　木下千鶴・鈴木由紀・駒形恵子・大霜なつき・木島正子・吉川　薫・木下裕子・石田美里・中村早恵
　　　　大内由季子・住谷美保・塩沼享子・田中佐和子・経田多美・土田奈津子・太田智子・一色典子

柔道（男子）　監督　難波英樹　　　　選手　鈴木健右・斎藤峰暁・大森直樹

クレー射撃（混合）　監督　渡邉一太　
　選手　宮田　明・伊東　厚・板倉孝夫・内田啓二・馬場康守・北川一三・板倉幹夫

ライフル射撃（混合）　監督　河合光生　　　選手　佐藤真理・渡辺政晴・方山タカシ・松原茂登樹

剣道（男子）　監督　大岡澄夫　　　　選手　小野澤由行・大山孝治・松嶋俊輔・渡辺久美子・阿彦秀樹

アーチェリー（男子）　監督　佐藤龍男　　　　選手　玉田正樹・水野　洋・横山智美

空手道（男子）　監督　関口　徹　コーチ　松澤卓男
　選手　色部　耕・奥東誠一郎・奥東礼三郎・土居耕太郎・土居新平・柴田　圭・廣田晃一・田中慎二・金澤文敏
　　　　金澤大蔵

なぎなた（女子）　監督　堀江寿々枝　　　　　選手　神澤洋子・井上雪江・箕村早苗・福本武子

ボウリング（男子）　監督兼選手　増田　操　　　　選手　白倉利夫・比留間悟男

ボウリング（女子）　監督　増田　操　　　　選手　尾形キク江・国府田茂美・加藤澄江

スキー（男子）　監督　天野太郎
　選手　［１部］高埜　晃・西村　忠・細川　卓・相原岳順・川原英司・秋吉太一　
　　　　［２部］山崎　淳・田村彰規・小野　衛・高橋美昭　［３部］栗城賢二・山本成俊・石井弘行・渡辺淳史
　　　　［４部］狩野公明・中畔秀泰・北村　明・田口栄司
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楽  し  ん  で  ２  連  覇

バスケット女子選手　　潮田　朝子　

　都民体育大会バスケットボール競技は、５

月１５日を皮切りに６月５日まで駒沢公園体

育館屋内球技場を中心に行われました。大田

区女子チームは、昨年、決勝で接戦の末世田

谷区を破り優勝を果たしました。今年は、連

覇をかけた戦いです。

　１回戦は八王子市です。初戦ということも

●●  優勝チーム奮戦記優勝チーム奮戦記  ●●

スキー（女子）　監督　工藤　諭
　選手　［１部］藤原千夏・毛利雅子　［２部］後藤朋子・江良裕子・秋吉京子・落合　円
　　　　［３部］稲吉万里・加勢陽子・小宮慶子

水　泳（男子）　監督　丹羽康雄
　選手　太田隆之・西田　太・山口学功・高橋昌信・堀江正之・池上賢二・川島　洋・本山竜也・石川作男・村井高志
　　　　片岡浩一・川戸慎一・竹本丈志・木藪伸隆・佐々木将之

水　泳（女子）　監督　村田美智世　　
　選手　富沢美貴子・竹内みどり・高橋裕美・村井　純・宮越　愛・木闇　文・高橋智美

［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（男子）　監督　尾花栄一　コーチ　尾花愛ら　マネージャー　尾花清子
　選手　［スピード］白崎延一・斉藤伸一朗・遊馬洋平・鈴木健司・野崎　純
　　　　［フィギュア］岸田直人・新井健二　　　［リレー］荒川孝昌・真野治幸・尾花大我　
　　　　［ホッケー］小林光男・真野治幸・田中克紀・金子芳郎・鈴木一機・大石洋一郎・平野隆之・渡辺健司

ゲートボール（男子）　監督兼選手　西山　実　　選手　池田信夫・末広義一・熊田　貢・宗像正治・木村正広・大源寺英介

ゲートボール（女子）　監督兼選手　西山きみ　　選手　潤米やす・水越崇子・竹沢かつ志・高野タツイ・斉藤はる・羽染昭子

ダンススポーツ（混合）　監督　熊谷善徳
　選手　［スタンダード］若杉雄次・若杉俊子・川口隆雄・川口はるみ・斎藤　実・斎藤千枝子
　　　　［ラテン］伊藤秀行・伊藤悦子・稲田満臣・安藤節子・重政伯男・重政恵子

ゴルフ（男子）　監督兼選手　大久保二郎
　選手　［Aクラス］奥村慎治・渡利俊介
　　　　［Bクラス］川田　守・仲戸川慶・亀井宏一

ゴルフ（女子）　監督兼選手　天野弓子
　選手　［Aクラス］野崎裕子　［Bクラス］小暮博美・黒野美良

少林寺拳法（男子）　監督　瀬川伸一　　　選手　油座啓二・佐伯弘幸・平田健一・田中　晶

少林寺拳法（女子）　監督　瀬川伸一　　　選手　上小牧智子・折橋加代・小島恵美子

あって、前半は、どの選手も緊張で動きに硬

いところもありましたが、後半にはそれも取

れ８２対４３の大差で勝利を収めることが出

来ました。

　２回戦は足立区、３回戦は品川区でしたが、

波に乗った初戦の勢いで９９対５１、１０５
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対８１とそれぞれ撃破しました。しかし、品

川区戦では、相手に点を取られ過ぎたという

デフェンスの弱さに課題が残りました。

　準決勝は、強豪新宿区が相手です。最後の

最後までハラハラ・ドキドキのシーソーゲー

ムの展開になりましたが、総合力に勝る我が

チームが、残り５分で突き放し、そのまま勝

利しました。

　いよいよ決勝戦です。相手は、昨年と同じ

世田谷区です。世田谷区も昨年の雪辱を果た

そうと闘志むき出しです。前半世田谷区に

リードを許しましたが、後半はバスケット

ボール連盟の皆さんの大きな声援にも後押し

され、じわじわと追い上げ逆転し、優勝する

ことが出来ました。

　大会を通して感じたことは、大田区のチー

ムはとにかく明るく、元気がいいなと思いま

した。ベンチは声を出し試合を盛り上げ、選

手は楽しんでバスケットをしていました。来

年も、このスタッフ・選手で３連覇ができれ

ばいいなと思っています。

無  敵  の  ４  連  覇

　ダンススポーツ監督　熊谷　善徳　

　第５７回都民体育大会ダンススポーツ大会

は５月５日、駒沢オリンピック公園体育館で

開催されました。　　　　　　　　　　

　今年は、２３区市が参加をしましたが、既

に３連覇を達成している大田区チームは、貫

禄を示し一次予選は難なく通過しました。２

次予選からは、ランダム式での戦いです。選

手の顔にも一段と緊張が走りましたが、選手

一人ひとりが持ち味を発揮し、無事通過でき

ました。

　次は準決勝です。選手は勿論のこと、応援

も一段と力が入ります。緊張のためか自分た

ちのルーテンを間違えたり、音楽が聞こえな

かったという選手もいました。それでも大田

区選手団の力は抜群です。全員が決勝に進出

することが出来ました。

　サンバは、若さとバイタリティーのある重

政組、子供さんの声援に、「力づいた」とのこ

と。チャチャチャは、稲田・安藤組です。小

柄なペアーですが、年齢を感じさせない見事

な動きです。ルンバは、いつも出場を快く引

き受けてくれる伊藤組で、ここまでがラテン

のメンバーです。

　ワルツは、今回の大会で選手宣誓をした川

口組です。猛練習の甲斐もあって、よい結果

に満足気でした。タンゴは、若杉組です。こ

の組も小柄ですが、スピードとバイタリ

ティーで頑張りました。若杉組は、個人選の

スタンダードでも良い成績を収めています。

スローフォックススロットは、大田区のスタ

ンダード代表といっても過言でない斉藤組で

す。２人ともスタンダード向きの体型です。

フロアーは正に２人のために用意された感じ

すらしました。

　種目別では、一位３組、三位２組、４位１

組と全ての組が入賞し、他区市に大差をつけ

ての優勝でした。今回の大会で４連覇を達成

することができましたが、これも選手が一丸

となって、「優勝」の二文字を目標に大会に臨

んだ結果と感謝しています。来年は更に練習

を重ね、５連覇を目指したいと思っています。
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ソフトボール（軟式）全日本大会
第一回大会を大田区で開催

　ソフトボールは、気軽に楽しめるポピュ

ラーなスポーツとして、古くから老若男女に

愛好されています。大田区でも、多くの熱心

な仲間により昭和４５年、「大田区ソフト

ボール連盟」が設立され、同時に体育協会に

も加盟しました。

　毎年春・秋の区民大会とそれに続く少年大

会は、１３０以上のチームで賑わい、中でも

少年大会で選抜された小学生男子は、現在東

京都大会で２３連勝中というすばらしい成績

を残しています。

　ソフトボールには、オリンピックや日本ソ

フトボール協会が主催する大会などで使われ

る皮製の硬式ボールと、私たちが区民大会な

どで使用するゴム製の軟式ボールがあります。

　軟式ボールは、広く一般に使用され普及し

ていますが、今まで何故か公式の全日本大会

が行われていませんでした。

　このような中、大田区ソフトボール連盟の

会長で、東京都ソフトボール協会の会長でも

ある鎌田久仁夫氏のお骨折りで、日本ソフト

ボール協会主催の第一回全日本一般男子ソフ

トボール大会が、８月７日から９日まで大田

スタジアムに隣接する東京都大井埠頭中央海

浜公園グランドと大田区昭和島グランドで開

催されました。

　大会には、各都道府県から１チームが代表

として出場しましたが、地元開催枠として、

大田区から「BBC出雲」チームが、他チーム

からの補強を受け出場しました。

　チームは地元大会に花を添えようと、灼熱

の太陽が照りつける中、中村監督を中心に練

習に練習を重ね、大会に臨みましたが、残念

ながら準々決勝で敗退してしまいました。

　この大会を機に、あらためてソフトボール

の楽しさを認識していただき、大きな愛好者

の輪を広げられるよう、更に努力を傾注して

行きたいと思っています。

ラジオ体操指導者養成講習会

　去る７月６日（火）、７日（水）、９日（金）

の３日間、大森スポーツセンターアリーナ

で、ラジオ体操指導者養成講習会が開催され

ました。

　この講習会は、大田区教育委員会、大田区

体育協会が主催し、大田区ラジオ体操会連盟

が主管して毎年行っているもので、今年も、

元ＮＨＫラジオ体操指導者の高木東子さんを

講師に招き、ラジオ体操会連盟の会員が指導

助手となって行われました。

　講習会の受講者には、学校の夏休み期間中

に、地域のこどもたちを対象にラジオ体操を

開催する町会・自治会、ＰＴＡなどの役員・

担当者が多く、高木講師の指導のもとに、ラ

ジオ体操の基本動作や向かい合って指導する

ときの動作など、熱心に指導者としての実技

の習得に努めていました。

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

　　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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第２１回区民スポーツまつり

―１０月１１日　区内３３会場で―

　１０月１１日の体育の日に、第２１回の区

民スポーツまつりが区内３３の会場で開催さ

れます。今年も昨年同様、小学生によるドッ

ジボール大会を大田区体育館で実施するほ

か、各会場でも思考を凝らした内容で実施し

ます。会場と内容は以下のとおりです。なお、

一部のまつりは、実施日が異なりますので、

ご注意ください。

１０月１１日実施
○大田区体育館　

　・開会式　・少年少女ドッジボール大会

　・エアロビック　・マーチングバンド

　・ダンススポーツ

　・ウエイトリフティング　・和弓で的当て

○東蒲小学校　・体力測定　・吹矢講習会

○大森スポーツセンター

　・合気道教室　・空手初心者体験

　・少林寺拳法教室　・ボクシング体験

　・綱引きと長縄跳び　・スポーツとケガ

　・健康づくり　・海かぜウオーキング

　・各種体操

○中央五丁目公園　　・冒険広場体験

○池上会館　・フォークダンス・レクダンス

○平和島公園プール　・楽しい水泳教室

○こらぼ大森　・釣り体験教室

○大森第四中学校

　・健康体操　・卓球体験　・太極拳

○洗足区民センター　

　・健康づくり　・スポーツとケガ

○東調布公園プール　

　・水泳教室　・アクアビクス　・水あそび

○嶺町文化センター

　・ミニテニス初心者体験会

○六郷文化センター　・健康づくり

○大田区民プラザ　・卓球を楽しむ会

○矢口区民センター　

　・障害者スポーツ体験　・アクアビクス

○多摩川ガス橋付近　・ボート教室

○蒲田中学校　・バドミントンしませんか

○糀谷中学校

　・健康づくり　・スポーツとケガ

○糀谷文化センター

　・ビームライフル射撃体験

○萩中集会所　・楽しく踊ろう（民踊）

○萩中公園プール　・キッズアクアスロン

○萩中文化センター　・インディアカ

○荏原製作所体育館　・楽しくバスケット

○多摩川緑地　・サッカー教室　・乗馬体験

　・タイムトライアル（50・100・1000ｍ）

　・カヌー体験教室　・釣り体験

　・ゲートボールとゲートゴルフ

○大田スタジアム

　・ソフトボールと野球フェスティバル

１０月２日実施
○久が原特別出張所

　・久が原ウォークラリー

１０月３日実施
○高畑友和児童公園

　・六郷ウオ－クラリー大会

１０月１７日
○大森第四小学校　・大森東スポーツまつり

○馬込中学校　・馬込スポーツまつり

○池上小学校　・池上スポーツまつり

区民協力団体
○ラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田

○スポーツクラブNAS大森

○東京グリーンヒルズテニスクラブ

○テニスレンズ羽田

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
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平成１５年度賛助会員御芳名（順不同、敬称略）
（平成15年 9月～3月）

企業団体

　・京急開発㈱平和島競艇運営協議会　　・大田建設協会　　・芝信用金庫大森駅前支店

個　　人

　松原　仁　　石田　佳弘　　佐山　空閑子

平成１６年度賛助会員御芳名（順不同、敬称略）

（平成16年 8月 15日現在）

企業団体

　・（社）東京都馬主会　・京急開発㈱平和島競艇運営協議会　・（有）稲岡商事

　・（株）光和商事　・（有）ウメザワ商事　・東京ガス（株）南部支店

　・大田区柔道接骨師会　・東京商工会議所 大田支部　・大田区商店街連合会

　・大田建設協会　・（社）大森医師会　・（社）蒲田医師会　・関東警備保障（株）

個　　人

　小野　清子　　中西　一善　　松原　　仁　　宇佐美　登　　松原　忠義　　名取　憲彦

　鈴木　晶雅　　河津　章夫　　松原　　隆　　張替　　雄　　渡邉　盛雄　　　山美智子

　野口　和矩　　櫻井　光政　　星野　　仁　　河西　昭夫　　植田　泰嗣　　横山　房義

　湯山　　勇　　熊谷　善徳　　江口　初枝　　羽倉　しげ　　横山　富子　　鴨下　昭子

　長島　幸江　　新倉　浩子　　蟹澤　弘子　　田村　　亘　　渡辺　秋江　　東　　知代

　青木　照美　　豊洲　和子　　鈴木　節子　　岡本美代子　　平井　叶子　　俵　　久子

　横堀麻佐巳　　平澤千代子　　佐山空閑子

＊　以上の方々の他に、体協加盟団体及び体協役員の皆様からもご協力いただいています。

◇ 賛助会費の御礼 ◇
体育協会専務理事　渡�　和彦　　　　　

　平素から、大田区体育協会に対し格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　この度は、不況下にもかかわらず、多くの方々から賛助会費のご協力をいただきました。こ

の貴重な資源を、区民のスポーツ振興・発展のために活用させていただきます。本当にありが

とうございます。

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

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�

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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平成16年度大田区体育協会表彰

　体育功労者（順不同）　　２１名

　氏　　名 　　団　体　名 　氏　　名 　　団　体　名

小林　隆雄 陸上競技協会 大塚　久子 ラジオ体操会連盟

今浦　量平 軟式野球連盟 石島　秀夫 ワンダーフォーゲル協会

畠山　講史郎 卓球連盟 細谷　　力 ワンダーフォーゲル協会

菅野　　仁 卓球連盟 渡辺　直樹 ワンダーフォーゲル協会

谷内　正夫 卓球連盟 中村　洋子 なぎなた連盟

石井　弘光 卓球連盟 大野　静夫 ソフトテニス連盟

中之薗フミ子 卓球連盟 落合　やよい ソフトテニス連盟

坂戸　まりえ 卓球連盟 大久保　二郎 ゴルフ連盟

角田　秀孝 バレーボール協会 高田　哲也 ゴルフ連盟

遠藤　美光 柔道会 松浦　正子 ゴルフ連盟

佐藤　亘良 柔道会

　永年勤続功労者（順不同）　　１３名

　氏　　名 　　団　体　名 　氏　　名 　　団　体　名

醍醐幸右衛門 （社）東京都馬主会 松本　　茂 剣道連盟

板倉　孝夫 クレー射撃連盟 松本　やよひ エアロビック連盟

木村　憙弘 合気道連盟 向山　　仁 相撲連盟

山崎　　厚 居合斬道連盟 諸田　知枝子 バスケットボール連盟

後藤　和治 居合斬道連盟 久保　秀夫 テニス連盟

白鳥　美智子 フォークダンス協会 吉田　幹夫 陸上競技協会

鳥越　義久 釣魚会連盟

　体育優良団体（順不同）　　　４団体

嶺町体育会　　　　　　代表　海沼　耕作 民踊連盟　　　　　　代表　金光　喜惠子

フォークダンス協会　　代表　皆川　敏郎 エアロビック連盟　　代表　渡邉　和彦

平成16年度東京都体育協会表彰

★地域団体

　体育功労者　　 青山　吉延（硬式野球連盟）

　体育優良団体　 相　撲　連　盟

★競技団体

　体育功労者　　 村田　美智世（水泳協会）

　体育功労者　　 奈良　繁夫（相撲連盟）

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
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新たに初心者卓球教室などを受託

　４月１日、区の組織改正が行われ、スポー

ツ振興課が社会教育課に統合されました。こ

の組織改正により、従来、区から受託の初心

者水泳教室など３教室に加え、あらたに初心

者卓球教室・テニス教室・ソフトテニス教室・

ミニテニス教室の４教室を受託することにな

りました。また、これら教室のほか、従来か

ら一部事務を受託していた区民スポーツ大会

や区民スポーツまつりは、ほぼ全般に渡って

事務を受託することになりました。これに伴

い、事務局に職員が２名増員されました。

OTAふれあいフェスタで体育協会をPR

　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１３日・１４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。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

ダーツ競技を中心に、協会加盟団体のPRな

どを行う予定です。多くの皆様のご来場をお

待ちしています。

訃　　報

　平成１６年６月５日、フォークダンス協会

会長として活躍された高田恭男氏（７０歳）

が逝去されました。また、７月１３日、部会

委員として活躍された池田慧氏（６１歳）が

逝去されました。誠に哀悼の至りに堪えませ

ん。ここに、謹んでお知らせ申し上げます。

体育協会職員の配置

平成１６年５月１日現在
事務局
局長　　木藤　国照
職員　　橋本　　博　　東　　弘之　　長澤　保夫
　　　　中川　　洋　　石塚　英彦　　大場　光之
　　　　長谷川睦雄　　深谷　秀紀　　
大森スポーツセンター　
所長　　林　　文栄
職員　　佐野美代子　　青木　　博　　　橋　紀年
大田区体育館
所長　　林　文栄（兼務）
職員　　平田　昌吾　　石井　隆雄　　倉田　榮昭
大田スタジアム
所長　　林　　文栄（兼務）
職員　　桃田　義則　　佐藤　賢亮　　榎本　　久
　　　　東　末盛（区）　齋藤　善則（区）
　　　　佐藤　茂美　　佐藤　康彦　　
※（区）は大田区からの派遣職員

少年少女野外活動教室

　８月８日・９日の両日、大田区伊豆高原学

園で、１泊２日の「少年少女野外活動教室」

を開催しました。この教室は、都会を離れた

自然の中で、集団生活や共同作業を行うこと

で、子供たちの自立心や協調性、思いやりの

心を養うことを目的に毎年行われています。

　朝７時過ぎ、小学３年生から６年生までの

児童６９名・育成部会の部員１５名が２台の

バスに分乗し目的地の伊豆高原を目指しまし

た。途中大渋滞に巻き込まれましたが、それ

でも計画の変更までには至らず、伊東市の奥

野ダムで川遊びとハイキングを楽しみ、予定

通りに伊豆高原学園に到着しました。

　開園式の後、慣れない手つきでカレーライ

ス作りに取り掛かり、おいしさに満足した後

はキャンプファイアです。班毎に分かれての

ゲームや歌に熱中し、真夏の夜を楽しみまし

た。翌日は、城が崎海岸の吊橋までハイキン

グ。クラフトは、思い出のペンダント作りに

精を出し、全員そろっての記念写真で全日程

を終了。楽しい充実の２日間でした。



（財）大田区体育協会会報平成１６年９月１日 （11）

道塚ドリームウイングスが優勝

　第１５回少年少女ドッジボール大会が６月

２７日、大森スポーツセンターで行われまし

た。今年の大会には、小学４年生から６年生

までの１７チーム、２５３名が参加しました。

　９時１５分からの開会式に引き続き、試合

が始まりました。試合方式は、予選が１７

チームを４ブロックに分けてのリーグ戦方

式、決勝戦は各ブロック上位２チームによる

トーナメント方式による戦いです。応援席に

は、色とりどりの横断幕が掲げられ、お父さ

ん、お母さんを中心としたサポーターからの

熱い声援で選手たちは猛ハッスル。６時間を

超える熱戦を制したのは、男女混成で編成し

た道塚ドリームウイングスチームでした。お

めでとうございました。また、暑い中、裏方

としてご苦労を頂いた育成部員・審判の皆さ

ん、本当にお疲れ様でした。

アテネオリンピック出場へ
－サッカー女子丸山桂里奈選手－

　８月１３日から開催のアテネオリンピック

に、大田区在住の丸山桂里奈選手（日本体育

大学）が、女子サッカー日本チームの一員と

して出場しました。丸山選手は、入新井第一

小学校、大森第二中学校の卒業生です。ポジ

ションは、攻撃の要であるFWで、ドリブル

突破力は抜群だといわれています。オリン

ピック出場をかけたアジア予選では、４試合

で３得点を挙げるなど大活躍で、オリンピッ

ク出場の原動力になりました。

平成16・17年度役員決まる

　去る３月２２日に行われた理事会・評議員

会において、平成１６年・１７年度の２年度

にわたる役員が選任されました。

会　　長　　西野　善雄

副会長兼専務理事　　　　　渡邉　和彦

副　会　長　　村越　　勉　　高木　雄司

　　　　　　尾崎　

常務理事　　加藤　昌晴　　西山　　実

　　　　　　時任　宥幸　　白銀　正明

　　　　　　松田　　薫　　金光喜恵子

　　　　　　渡邊　邦守　　鈴木　慶三

　　　　　　木藤　国照　　

理　　事　　吉川　　進　　摩壽意眞郎

　　　　　　奈良　繁夫　　丹羽　康雄

　　　　　　鈴木　　清　　岡田　　誠

　　　　　　武藤　健男　　青山　吉延

　　　　　　山崎　　厚　　堀江壽々枝

　　　　　　宮島　紀典　　松本やよひ

　　　　　　鈴木　廣司　　鳥越　義久

　　　　　　石坂　幸一　　鷹西登美子

常任監事　　室中　道雄

監　　事　　稲岡　弘子　　日下部　弘

平成15年度体育協会決算

　平成15年度の決算がまとまりました。収入

の部では、予算額331,816千円に対し決算額

は321,902千円で収入率は97.0パーセント、支

出の部では、予算額331,816千円に対し決算

額は323,951千円で執行率は97.6パーセント

でした。詳細については、体育協会ホーム

ページ（http：// ｗｗｗ .sportsota.or.jp）に掲

載していますのでご覧ください。
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第５７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 軟式野球 8月22日 ～ 11月  7日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 　  －

２ ライフル射撃
8月29日 （大口径） 埼玉県長瀞総合射撃場 　  －

9月19日 （小口径） 千葉県営射撃場 大会当日会場で10時まで

３ ウエイトリフテイング 9月  5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  5日 ～ 11月28日 多摩川緑地サッカー場　他 　  －

５ ソフトボール 9月  5日 ～ 10月24日 ガス橋緑地野球場　６～８号面 　  －

６ バスケットボール 9月  6日 ～ 11月15日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　  －

７ テニス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 9月11日 ～ 10月31日 ガス橋・本羽田・平和の森庭球場 　  －

9月18日 小・中・高校生 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　  －

８ 卓　球 9月19日 一般 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　  －

10月16日 Ⅱ部 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月26日

９ 陸上競技 9月20日 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 　  －

10 エアロビクス 9月26日 池上会館 大会前日

11 クレー射撃 9月26日 神奈川県大井射撃場 当日会場

12 ゲートボール 9月26日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 9月9日

13 少林寺拳法 9月26日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　  －

14 相　撲 9月26日 大田区体育館　相撲場 当日会場

15 ソフトテニス 9月26日 多摩川六郷橋緑地庭球場 9月9日

16 ハイキング 9月26日 鎌倉「六国峠」 9月17日

17 弓　道 10月  3日 大田区体育館　弓道場 当日会場（9時30分～10時30分）

18
バドミントン　Ⅰ部 10月  3日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月9日

バドミントン　Ⅱ部 11月  9日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月8日

19 自転車走行会 10月10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10日 三浦半島 油壷沖 10月4日

21 合気道演武 10月17日 南馬込文化センター 体育室 10月9日

22 アマチュアレスリング 10月17日 洗足区民センター 体育室 当日会場（９時～９時３０分）

23 柔　道 10月17日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月1日

24 ボウリング 10月17日 平和島ｽﾀｰﾎﾞウﾙ 大会当日9時30分まで

25 ゴルフ 10月21日 千葉県立野ｸﾗｼｯｸｺﾞﾙﾌ倶楽部 10月6日

26
バレーボール　一般（6人制） 10月24日 ～ 11月5日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月8日

バレーボール中学生（6人制） 12月  4日 ・ 12月18日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月22日

27 レク・フォークダンス 10月24日 池上会館 当日会場

28 馬　術 10月31日 乗馬クラブ Ｄ.Ｓ.Ｔ 10月15日

29 剣　道 11月  7日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月22日

30 なぎなた 11月  7日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 10月15日

31 アマチュアボクシング 11月14日 大森ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞﾑ ７階競技場 10月29日

32 オリエンテーリング 11月14日 横須賀市「観音崎公園」 11月5日

33 空手道 11月21日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月8日

34 ハンドボール 11月23日 ・ 11月27日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月15日

35 インディアカ 11月28日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月7日

36 アーチェリー 12月  5日 平和の森洋弓場 当日会場

37 居合斬道 12月  5日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 大会日３週間前

38 ミニテニス 12月  5日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月21日

39 民　踊 12月  5日 大田区民ﾎｰﾙ ｱﾌﾟﾘｺ大ﾎｰﾙ 10月22日

40 ダンススポーツ　　　　　　　  平成17年1月23日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 12月12日

41 スキー　　　　　　　　　　　  平成17年１月30日 新潟県六日町ミナミスキー場 平成17年1月14日

－ は申込期限終了
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