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　平成21年度（財）大田区体育協会事業計画

及び収支予算が、3月 12日開催の評議員会、

3月17日開催の理事会でそれぞれ審議のうえ

決定されました。

　そこで、決定した予算及び事業の概要につ

いてご紹介します。

　21年度の予算総額は、2億9千252万円で

前年度に比べ１千 638 万円の増額になりま

した。

　主な増額内訳はジュニア育成（都育成事

業）の大幅な増額と、昨年度大田スタジアム

がジアムが人工芝張替え工事で4ヶ月間休場

となっていましたが、今年度通年ベースに戻

る事による管理運営費の増額分です。

　主な事業内容は次のとおりです。詳しく

は、体育協会のホームページに掲載します。

● 事 業 計 画 ●
自主事業

1. 年少者スポーツ育成事業

（1）ドッジボール大会、卓球大会、バドミン

トン大会、野外活動教室

大田区民スポーツまつり「サッカー教室」の風景
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（2）スポーツ少年団への助成

（3）スポーツ観戦

２．競技力向上対策等事業

（1） 都民体育大会参加選手育成強化費及び参

加費の助成

（2） 加盟団体に対する補助金の交付

（3） 都民生涯ｽﾎﾟｰﾂ大会等参加費補助

３．スポーツ振興事業

（1） 加盟団体会員に対する講習会・研修会の

実施

（2） 加盟団体代表者会の開催

（3） 少年スポーツ指導者養成講習会の実施

（4） スポーツ実技指導員の派遣

（5） トレーニングルームスポーツ教室の実施

（大森スポーツセンター）

４．会報「ひろば」の発行

５．体育功労者等の表彰

６．ホームページの運用

７．「OTAふれあいフェスタ」への参加

８．各種スポーツ事業の後援

受託事業

１．春季・夏季及び秋季・冬季区民スポーツ

大会の実施

２．都民体育大会への選手・役員の派遣

３．歩こう大会の実施

４．初心者スポーツ教室の開催

　　水泳、弓道、剣道、卓球、テニス、ソフ

トテニス、ソフティテニス、ミニテニス、

グラウンド・ゴルフ

５．ジュニア育成地域推進事業（都体協）

　　卓球教室、陸上競技記録会、ソフトボー

ル選手権大会、ソフトテニス強化練習

会・選手権大会（小・中・高校生）、ボー

ト教室、なぎなた強化合同稽古会、ネッ

トワーク構築・活用事業（連絡協議会）

６．スポーツ奨励事業

（1） オリエンテーリング

（2） 自転車走行会

７．ラジオ体操指導者講習会の開催

８．区民スポーツまつりの実施

９．大森スポーツセンター及び大田スタジア

ムの管理代行運営

● 予　　算 ●
予算総額 ２億９千251万 8千円

収入の部

１．基本財産運用収入 1,208千円

２．加盟団体分担金 1,380千円

３．賛助会費 2,000千円

４．区補助金 46,090千円

５．区受託収入 227,459千円

６．都受託収入 4,300千円

７．教室参加料等 10,081千円

支出の部

１．事業費 287,358千円

　　職員人件費、年少者スポーツ育成事業、

競技力向上対策等事業、スポーツ振興事

業、広報費、加盟団体補助金、区民スポー

ツ大会費、都民体育大会費、スポーツ教

室開催費、区民スポーツまつり経費、

ジュニア育成事業費、大森スポーツセン

ター・大田スタジアム管理代行運営費

２．管理費　　　　　　5,160千円

　　事務局運営費等
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新年懇親会を盛大に開催

　1月15日、平成21年の新春を飾る大田区

体育協会の新年懇親会が大田区民ホール「ア

プリコ」で開催されました。

　会場は各界からの来賓や加盟団体代表など

326名の多くの参会者で埋まり、定刻の6時

30分に時任競技力向上委員長の司会で会が始

まりました。

　尾崎副会長の開会のことばに続き、主催者

を代表して西野善雄会長から今年のＮＨＫの

大河ドラマは「天地人」ですが「天の時、地

の利、人の和」があってこそ、目的達成でき

るのであります。

　今年の大田区スポーツ界もこの天地人にま

つわり昨年同様都民体育大会で2年連続男女

総合優勝を目指そうとという強いメッセージ

がありました。

　続いて来賓を代表して永井区議会議長、清

水教育長のお二人からご祝辞を頂き、鏡割り

の後、高木副会長の乾杯の音頭で華やかな宴

が始まりました。

　松原区長からは約4000席の観客席など「み

るスポーツ」機能、「するスポーツ」の場とし

て公式競技のできるアリーナ備えた新体育館

が平成23年度中完成を目指して建設を進め

ているとのお話しがありました。

　盛りたくさんの料理と樽酒に囲まれ和やか

に会が盛り上がり、昨年同様、余興として大

田区民踊連盟の皆様が「祝賀の舞」など披露

され、続いて華やかな衣装に身を包んだ

フォークダンス協会の皆さんによるイングラ

ンドカントリーダンスの「グリーンスリーヴ

スによる幻想曲」などを披露され大きな拍手

が湧きました。

　予定された２時間が瞬く間に過ぎ、会を惜

しみながらの散会となりました。

　この会を担当されました競技力向上委員会

の皆さん大変お疲れ様でした。

還暦を迎え新たな組織運営への挑戦を

大田区バレーボール協会　副会長

多田　三千穂

　私共、大田区バレーボール協会は、現在の

（財）大田区体育協会加盟傘下団体46団体中、

6番目に結成されたと聞き及んでおります。

　商家に例えれば、いわば「老舗」といった

ところであります。

　去る2月1日（日）大田区産業プラザＰＩ

Ｏにおいて創業祝にあたる創立６０周年記念

式典を開催いたしました。

　記念式典には、松原大田区長、清水大田区

教育長ならびに西野大田区体育協会会長をは

じめ、多数のご来賓、ＯＢ，加盟参加チーム

のご来席をいただきました。

　祝典は粛々と和やかに開催されましたこと

を厚くお礼申しあげます。

　この60年間の歩みの中では、社会経済情勢

の変化に伴い、区内企業、工場の地方移転と

か吸収合併等もありスポーツ活動にも影響が

広がり部活動の縮小、休止等による加盟チー

ムの減少による組織運営での紆余曲折を体験

してまいりました。
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　今日の祝賀の儀が執り行われますことは、

歴代の会長はじめ役員各位の組織運営への献

身的な努力と、加盟チームのご協力の賜と感

謝申し上げます。

　サラリーマン生活ですと、60歳は定年退

職、現役引退（卒業）となりますが、組織の

運営（活動）には退職も引退もなく、常に新

たな方策へチャレンジが求められます。

　これを契機に、新たな一歩を踏み出す所存

ですので、今後とも皆様方のご支援とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

ソフトテニス連盟創立60周年を祝う

ソフトテニス連盟　理事長　落合　幸作

　昭和23年の創設以来はや60年の歳月を迎

え、昨年11月21日大田区民プラザにて創立

60周年の記念式典、祝賀会を開催しました。

　当日は大田区、大田区体育協会、区外より

日本連盟、東京連盟、城南6区、更には議員

の皆様にも出席いただき、連盟会員を加え総

勢180名と盛大に祝うことができました。

　会は鷹西副会長の開会の言葉にはじまり、

小林守正会長の挨拶に続きご来賓の松原大田

区長、西野大田区体育協会会長、清水教育長、

清波大田区議会副議長各位のご祝辞を頂いて、

本来なれば皆様よりご祝辞を賜わねばならな

いところ壇上にての来賓紹介を行いました。

　引き続き創立以来の連盟の経過報告では、

先の50周年半世紀に及ぶ活動の祝賀会、続く

平成15年の文部科学大臣賞受賞祝賀会を経

て、今回のお祝いと月日の早さに遅れをとら

ぬ努力を誓う新理事長抱負が話されました。

　また、その都度出席頂いての各界ご来賓皆

様の暖かい励まし、ご祝辞に感謝申し述べさ

せて頂きました。

　この10年の活動に対し表彰後、時任副会長

の乾杯に始まった祝賀会、粗食粗宴に加え余

興等の準備もない中での大変な盛り上がりと

なりました。

　120名参加の連盟会員相手に最後までお付

き合いくださった松原大田区長、西野大田区

体育協会会長との記念写真撮影、ご来賓皆様

との交流、西村日本連盟副会長、星野東京都

連盟理事長の楽しい祝辞等がありました。

　予定の2時間が瞬く間に過ぎ、散会を惜し

み元気ある万歳三唱で閉会しました。

　ご来場の皆様、ご協力ありがとうございま

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
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創立60周年を迎えて

大田区柔道会会長　吉井利夫

　大田区柔道会は昭和24年１月15日創立以

来、60周年を迎える事が出来ました。記念大

会、祝賀会は平成20年10月19日(日)に開催

されました。これも偏に柔道会発展のために

尽力された歴代の諸先生方の賜であり、大田

区、大田区教育委員会、大田区体育協会や講

道館および東京都柔道連盟等の皆様のご指

導、ご協力、ご支援によるものと心から感謝

申し上げる次第であります。

右　吉井会長　　左　阿部理事長

　記念の大会、祝賀会を開催するコンセプト

は、“手作りで心温まるもの”。大会は小学４

年生以上が体重別で、表彰を多くし、安全面

に配慮しました。記念誌は大会プログラムと

一緒（右から繰るとプログラム、左からは記

念誌）にし、保護者や子どもたちにもわかり

やすいものです。祝賀会の進行・内容も手作

り（来賓の方々に失礼のない範囲で）でした。

役員諸氏や団体等の表彰は格差をなくし、す

べて“感謝状”役員１年目の方もうれしいこ

とに、文部科学大臣表彰の“生涯スポーツ優

良団体”にも決定して、文字通り60年の集大

成となりました。

　また、全日本柔道形競技大会・古式の形の

部（10月 26日、講道館）で副理事長の米重

清光が優勝。醍醐敏郎十段（常任相談役）の

ご指導をいただいていますから、嬉しさ百倍

です。

　私達役員一同は、“精力善用・自他共栄”の

精神をもって青少年の育成等にこれからも努

力を続けていきたいと思います。

「古式の形」で全国優勝！

大田区柔道会副理事長　米重　清光

　古式の形は、柔道衣で演技しますが、鎧甲

冑をつけた武士をイメージさせ、表14本の演

技は“荘重優雅”裏７本は“敏速果敢”に演

じなければなりません。

　どうしても出来ないのは“重厚さ”を出し

人に魅せること。私達ふたり（北区の佐藤良

吉と大田区の米重）で心がけたのは“大きく

力強く”演じようということ。当日の本番で

は５人審査員にどう映ったのでしょうか。

左　米重氏

　平成20年10月26日（日）講道館で全日本

柔道形競技大会が開催されました。

　投の形や講道館護身術など7つの種目に全

国の代表が出場。古式の形・東京都代表選手

（取・佐藤、受・米重）は、前回大会（3年前）

では準優勝（この時は取・米重、受・佐藤）で

したので、リベンジを果たすべく緊張の中に

も精一杯の演技を行いました。

　6年前、故眞砂都留夫氏（大田区柔道会前
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会長）の突然の指名により、形の勉強をしだ

した米重。醍醐敏郎十段（区常任相談役）に

週2回最高のご指導をいただいていることを

励みとして、10歳年長の佐藤と息を合わせて

演技をしました。結果はお陰さまで優勝！

　優勝のごほうびに、嘉納杯東京国際柔道大

会（12月 14日東京体育館）で、約３千人の

観客の前で古式の形を披露しました。　　

「柔道なのに、品格にある動静です」とは、柔

道を初めて見る一般女性の感想でした。

澤　晴美選手世界マスターズに出場

　平成19年５月四国香川県で行われた第25

回全日本マスターズ選手権大会「女子58Ｋｇ

クラス」で優勝を果たし世界選手大会に日本

代表選手となった、澤選手が平成20年９月か

ら10月かけてギリシャ（ケファロニア体育

館）行われた世界マスターズ選手権大会女子

58Ｋｇ級に出場し、記録75Ｋｇを挙げて見

事3位に入賞しました。

　おめでとうございます。

佐々木・所組ベルギー大会に出場

所　裕子

　私達佐々木・所組は昨年10月18日ベルギー

で開催された競技ダンス・スタンダードシニ

アⅡ世界選手権に出場しました。

　シニアⅡとは男女共45歳以上のカップル

の競技会です。

　出場資格は日

本国内で前年度

のシニア選手権

（男女共35歳以

上）で決勝入り

したペアです。

　自宅から競技

会場までの移動

所要時間は 2 6

時間。出場167

組で翌朝午前 9

時に予選開始。

　周りはＥＵ圏

内の選手ばかり、時差と睡魔とも闘いながら

私達は14位で準々決勝まででしたが、時計を

見れば深夜11時。既にレストランは閉店で、

しかたなく夕食は抜きでした。

　決勝戦・表彰式は午前1時過ぎでした。色々

な国の方とお話しができて良い経験でした。

右が所さん
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DCJ Tokyo Open

　　　　DCJ Tokyo Open　副実行委員長

東京実業高等学校　　小島　健市

　ＤＣＪ（ドラムコージャパン）は、今年度

で16年目を迎える団体です。ドラムコーと

は、アメリカが発祥のＧ基調のビューグル

（金管）とパーカッション、手具を使用する

カラーガードの3部門からなるマーチングバ

ンドの一形態であり、青少年健全育成のため

にボーイスカウトが行ったことが始まりと伝

えられております。

　アメリカではＤＣＩ（ドラムコーインタナ

ショナル）の大会を屋外スタジアムにて開催

されており、ＤＣＪも発足当初より屋外の大

会を熱望しておりましたが、様々な理由から

実現できず、体育館等の屋内施設で永年大会

を開催しておりました。

　しかし、5年前に大田区体育協会のご理解

とご協力を頂き、初の屋外大会「ＤＣＪ　Ｔ

ｏｋｙｏ　Ｏｐｅｎ」を大田スタジアムにて

開催することが出来ました。

　今後も大田区で開催されるこの大会を機に

マーチングバンドをもっと一般の方にご理

解・関心を広めると同時に、青少年育成に貢

献していきたいと志を高く持っております。

また、ドラムコーの大会はお客様と一緒に盛

り上がり、そして感動出きる大会ですので、

是非一度ご覧頂ければ幸いです。

　なお、詳細については下記ホームページに

記載されていますのでご参照ください。

　http://www.dcjpn.org

第62回都民体育大会　幕開け

　春季大会に先がけて、すでに夏季・冬季

大会が行われました。大会結果は次のとお

りです。

　昨年の春季大会はそれぞれの種目で優秀な

成績で男女総合優勝を果たしましたので、今

年も頑張って優秀な成績を期待します。

○ 夏季大会

水泳競技会　（平成20年 8月 10日実施）

（正式競技）　東京辰巳国際水泳場

　　　　　　男子　入賞外　女子　8位

ゴルフ競技会（平成20年８月18日実施）

（公開競技）　立川国際カントリー倶楽部

　　　　　　男子・女子とも入賞外

○ 冬季大会

スキー競技大会（平成21年 3月 1日実施）

（正式競技） 長野県菅平高原シーハイル

コース（裏太郎ゲレンデ）

男子　入賞外　女子2位

駅伝競走 （平成21年 3月 8日実施）

（正式競技） 板橋区立荒川戸田橋陸上競

技場

　春季大会の実施要項等は、すでに各競技団

体団体へお知らせしております。

　ベストメンバーを選出していただき2年連

続男女総合優勝をお願いします。

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�
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文部科学大臣賞を受賞
（個人・団体）

　平成20年度の文部科学大

臣表彰があり体育協会の副会

長の渡 和彦氏（大田区体育

協会推薦）と大田区スポーツ

少年団本部長の伴知子氏（日

本体育協会推薦）が、生涯ス

ポーツ功労者として表彰されました。

　渡 氏は永年にわたりクレー射撃・エアロ

ビックス・なぎなた等のスポーツ振興に務

め、区民の誰もがスポーツを楽しめる環境作

りや、地域住民にスポーツを通じての健康づ

くりに指導助言する一方、体育協会の発展と

同協会の財団化に大きく貢献しつつ、常務理

事・副会長として財団組織の基盤確立・運営

強化に尽力されました。

　大田区体育協会のみならず東京都体育協会

常務理事を歴任するなどスポーツ振興に多大

に貢献されています。

　一方、伴氏は創設期の大田区スポーツ少年

団の役員や本部長として活

躍し、都及び大田区の少年

団の運営、団活動の普及充

実、指導者養成に尽力する

傍ら、女性指導者・多様な競

技の指導資格を生かしリー

ダーの養成、女子団員の増大や後継指導者の

育成に指針を与えました。

　全国シップス大会の運営、団員の野外活動

指導等多様なスポーツ指導実績で青少年育成

に多大な貢献をしています。

文部科学大臣生涯スポーツ優良団体表彰

　20年度は大田区柔道会が受賞しました。

平成20年度都教育委員会・都体育協会表彰

・東京都教育委員会表彰

スポーツ功労者　　　　尾 　 氏

スポーツ功労団体　　　ライフル射撃協会

・東京都体育協会表彰

生涯スポーツ功労者　　宮島　紀典氏

生涯スポーツ優良団体　インディアカ連盟

第８１回歩こう大会

　11月2日の晴れた日曜日、歩こう大会が行

われました。体育指導員からの注意事項と説

明を受け、10～20人のグループ毎にスタート

した。今回は「おおたの新名所ウォーク」と

装いも新たに開催されました。コースは区役

所前を９時に出発、アプリコ北側道路から産

業プラザ前を通り宝来橋を渡り旧呑川緑地を

通って大森の海岸に誕生した白い砂浜「大森

ふるさと浜辺公園」のゴールを目指した4.8㎞

をのんびり散策するコースになりました。

　この催しは日常生活のなかで身近に出来る

運動である「歩く」ことを奨励し、一人ひと

りが自分なりの歩き方、楽しみ方を見つける

機会とするものです。参加者は親子連れなど

185名で、ゴールの「大森ふるさとの浜辺公

園」にたどりつき「海苔ふるさと館」を見学

するなど一日を楽しくすごしました。



（財）大田区体育協会会報平成２１年３月２６日 （9）

牧田先生による体育協会新春講演会を開催

　２月10日午後7時から大森スポーツセン

ター小ホールで、体育協会主催の新春講演会

が開催されました。

　講師には、牧田総合病院院長で医学博士の

牧田芳久先生を迎え、「メタボを乗り越えて

健やかな人生を」のテーマのもとに、各加盟

団体から76名の参加者がありました。

　時任企画部長の司会で始り、尾�副会長の

挨拶の後、牧田先生の講演に入りました。

　今回の講演は、プロジェクターを使用して

スクリーンに講演資料を映し出し、判りやす

く説明をしていく方法でした。

　「メタボリック症候群」の定義では男性の

腹部周りが85㎝、女性が90㎝以上で中性脂

肪やHDＬコレステロール、血圧、空腹時の

血糖値のうち２項目に該当すると「メタボ

リック症候群」であると説明がありました。

　

　最近この病気になる人が増えているのはカ

ロリー摂取量が2200㌍前後と従来から変ら

ないのに、欧米型の食生活への変化や、自動

車による行動で運動不足よることがおおいに

関係しているとのことでした。

　メタボリック症候群になると心筋梗塞など

の心疾患や脳梗塞などになる確率が高くなり

ます。

　これらを改善し「すこやかに元気に生きる

には」次の6項目を実行することです。

１． 規則正しい生活をして

２． 腹は7分目にして

３． あらゆるものに興味を持ち

４． 足腰を鍛え

５． 先祖を敬い、欲を捨て
かえる

６． 自分に還る

　また、脳梗塞の場合は、3時間のうちに処

置することで命を取り留めることになりま

す。この3時間が非常に重要な時間となるこ

となど、身近で大切な事例を数件分りやすく

説明して頂き、講演会は午後8時15分に終了

しました。

　一生懸命にメモを取っていた参加者の一人

卓球連盟の太田さんは、自分を甘やかさない

で、色々な物事に興味を持って生活すること

や睡眠の大切なことなど直ぐに役立つ講演

だったと感想を述べていました。

大田スタジアムがリニューアルオープン

　大田スタジアムは、平成7年7月にオープ

ンして13年が経過し、人工芝等の傷みが激し

いため昨年の12月1日から3月末まで休場し、

グランドの人工芝やバックネットの張替えな

どを行いました。

　この工事によって、スタジアムは見違える

ように綺麗になり、4月1日から利用できる

ようになりました。皆様のご利用をお待ちし

ております。
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「なぎなた強化合同稽古会」見聞

　平成20年度に実施したジュニア育成地域

推進事業（都の委託事業）の中の、「なぎなた

強化合同稽古会」を紹介します。道場の洗足

池小学校体育館を覗くと、稽古着に身を包ん

だしい女生徒（小・中学生）とこれもまたと

した指導者が、鋭い掛け声を発しておりまし

た。指導者の話では、ジュニア組の中で4名

の選手が都の強化選手に選ばれ、猛特訓中と

のこと、誠に嬉しい話です。日々の精進が、

今、大きく花を開こうとしており、これもひ

とえに指導陣の地道な努力の成果であると感

慨もひとしおでした。

　「なぎなた」のルールには精通してなくて

も、「攻めと受け」「返しや払い」などきびき

びとした一つひとつの動作の中に、心・技・

体の精神修業の道が読み取れます。

　それでも、厳しい稽古の後の休憩時間に思

わずこぼれる各人の柔和な笑顔に、ホッと安

大田バスケットボールフェスタ

フェスタ実行委員長　桑田　健秀

　女子バスケットボール日本リーグ所属大田

エバラビッキーズのホームタウンゲームを中

心に毎年秋冬2回「やるスポーツ」のみなら

ず「見る・応援する・区民参加のスポーツ」と

いう視点で開催されるフェスタも13回の開

催となり毎回約 1500 人の参加者が大森ス

ポーツセンターを埋め尽くし、日本のトップ

レベルの試合を間近に見て応援する事で感動

と夢を共感し、前座で行われる大田区選抜小

中学生チーム交流試合も子供達の憧れの場と

なり、将来はビッキーズでのプレーを夢見る

子供達となりました。

　さらに、イベントとしてピボットフット所

属チアリーディングチームビッキーズの子供

達100人が会場を盛り上げ、また、一般参加

者によるフリースロー大会では自分の技術を

挑戦する場として楽しみ、地元商工団体等多

くの関係者が応援し地域の財産として地元

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

寝具・毛布・座布団・名入タオル
　貸ふとんも承ります　　　　　

　　　　　

合名会社　寿　屋
ＪＲ大森駅東口

 〒143 - 0016 東京都大田区大森北1 - 30 - 6
　　　　　　　TEL  03(3761)0213代
　　　　　　　FAX  03(3761)0510　
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第２５回大田区民スポーツまつり

　区民スポーツまつりは、区民の方々に広く

スポーツ・レクリエーションに親しんでもら

おうと、今年も10月13日（一部５日、１９

日開催）の「体育の日」に大田区民スポーツ

まつりが開催されました。

今年も晴天に恵まれ区内38会場で1万人を超

える参加者がありました。

　なかでも、ふるさと浜辺公園のカヌー体験

コーナーやガス橋緑地で実施した子ども乗馬

コーナーでは親子連れで賑わい、ご希望にそ

えないこともありました。

　

　　　　　　

「金田喜稔さんのサッカー教室」を開催

大田区サッカー協会　芳賀　明美

　今年は晴天に恵まれ、元日本代表（日産・

現横浜・Ｆマリノス）で現在、テレビでのサッ

カー解説でおなじみの金田喜稔さんにきて頂

き『サッカー教室』を開催しました。大田区

に所属する少年サッカーチーム及び一般参加

の子供たちを交え総勢200名の参加者で、金

田さんによるサッカーコーチング、リフティ

ングの妙技、そして最後には金田さんのコー

チングスタッフチームとのミニゲームでプロ

の『技』を肌に感じながら貴重な体験をする

事が出来ました。

　最後は金田さんのサイン入りグッズが当た

る抽選会があり最後まで楽しく過ごしました。

　参加の子供たちが将来のサッカーのプロを

目指し頑張ってもらいたいものです。

第５７回大田区ロードレース大会

　12月 21日（日）に大井埠頭中央海浜公園

を外周するコースで開催した。今年は東京マ

ラソンの影響でか参加者申込が予定の千人を

超える1900名近くあった。

　参加者が多数のため、予定では手動で競技

計測を行う計画であったが、正確な着順、タ

イムを出すため、急遽計画を変更し電子計測

装置を導入することにした。大会経費は大幅

に増額したが、記録が非常に正確に集計さ

れ、大会運営もスムーズに行われた。

　競技は中学男子3キロメートル、一般男女

10マイル、一般男女・高校男子10キロメー

トル、壮年男女10キロメートルの順に9種目

行われました。メインレースの男子10マイル

では激烈なトップ争いの末、中橋冬陽選手

（県千葉高）が優勝、女子10マイルでは圧倒

的な強さで阿部三千代選手（ｅＡ東京）が優

勝しました。

訃　報

　平成20年10月30日、当体育協会元常務理

事で大田区軟式野球連盟理事長の渡邊邦守氏

（71歳）が逝去されました。

　ご冥福を申し上げます。
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－ は申込期限終了

第62回区民スポーツ大会（春・夏季）・スポーツ奨励事業　日程表

種　　　目 期　　　 日 会　　　場 申込締切日

１ アーチェリー 6月  7日 平和の森公園 アーチェリー場 当日会場受付（９時～9時30分）

２ 合気道演武 4月12日 南馬込文化センター 体育室 4月  4日

３ アマチュアレスリング 5月24日 洗足区民センター 体育室 当日会場受付（９時～9時30分）

４ 居 合 斬 道 6月  7日 大田区民プラザ 体育室 5月18日

５ インディアカ 4月29日 大森スポーツセンター　アリーナ 3月  9日

６ ウエイトリフティング 6月14日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 健康体育室 当日会場受付（9時～11時）

７ エアロビクス 5月17日 池上会館 集会室 5月16日

８ 空  手  道 6月14日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月16日

９ 弓    道 4月26日 梅屋敷公園 弓道場 当日会場受付（9時30分～10時30分）

10 クレー射撃 7月  5日 千葉県成田射撃場 当日会場受付（7時50分～8時30分）

11 ゲートボール 5月  3日 大田スタジアム 4月18日

12 剣    　道 6月28日 大森スポーツセンター　アリーナ 5月15日

13 ゴルフ 4月16日 成田市｢スカイウエイ カントリークラブ」 3月31日

14 サ ッ カ ー 3月29日 ～ 6月28日 多摩川緑地サッカー場ほか 1月10日

15 柔    道 5月24日 大森スポーツセンター　アリーナ 5月  8日

16 水    泳 9月  6日 平和島公園プール 7月18日

17 相    撲 5月10日 梅屋敷公園 相撲場 当日会場受付（11時～12時30分）

18
ソフトテニス（Ⅰ部） 4月  5日 ・ 4月12日 多摩川六郷橋緑地庭球場ほか 3月13日

ソフトテニス（Ⅱ部） 6月  7日 多摩川田園調布緑地広場庭球場 5月22日

19 ソフトボール 4月5日 ～ 5月31日 多摩川ガス橋緑地野球場　６～８号面 3月  4日

20
卓　　球（小･中･高校生） 4月18日 大森スポーツセンター　アリーナ 3月29日

卓　  球 （一　　般） 4月19日 大森スポーツセンター　アリーナ 3月29日

21 ダンススポーツ 8月23日 大森スポーツセンター　アリーナ 7月20日

22 釣     魚（シロギス） 5月24日 三浦半島「金田湾」 5月17日

23 テ ニ ス（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 3月15日 ～ 4月19日 本羽田公園庭球場ほか 1月26日（消印有効）

24 軟 式 野 球 3月22日 ～ 6月28日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 1月16日～1月30日

25 区民ハイキング 4月  5日 神武寺駅→神武寺→鷹取山→京急田浦駅 3月27日

26 馬    術 5月10日 綾瀬市「綾瀬乗馬クラブ」 5月  1日

27 バスケットボール 5月11日 ～ 7月18日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月  3日

28
バドミントン（中学生） 4月  4日 ・ 大森スポーツセンター　アリーナ 3月  4日

バドミントン（一　般） 4月  5日 大森スポーツセンター　アリーナ 3月  4日

29
バレーボール（一般・9人制） 4月26日 ～ 5月  7日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月11日

バレーボール（中学生・6人制） 5月30日 ・ 6月13日 大森スポーツセンター　アリーナ 5月18日

30 ハンドボール 5月16日 ・ 5月23日 大森スポーツセンター　アリーナ 5月  4日

31 ボウリング 4月19日 平和島スターボウル 当日会場受付（9時～9時50分）

32 ミニテニス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 5月  3日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月19日

33 民    踊 4月26日 大田区民センター 音楽ホール 3月18日18時生活センター抽選会場へ

34
ライフル射撃（小口径） 4月29日 千葉県営射撃場 当日会場受付（8時～8時30分）

ライフル射撃（大口径） 5月  2日 埼玉県長瀞総合射撃場 4月22日

35 陸 上 競 技 5月  5日 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 4月10日

36 レク・フォークダンス 5月  6日 池上会館 集会室 当日会場受付（9時30分～）

【スポーツ奨励事業】

１ 自転車走行会 6月  7日 ガス橋→高橋菖蒲園→東高根森林公園→ガス橋 当日９時に多摩川ｶﾞｽ橋下広場集合

［五十音順］
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