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大田区４年ぶり男・ 女総合優勝 !!

第65回都民体育大会は、昨年の₈月の水泳
に始まり、この₆月まで行われた数多くの種
目での総合成績を競うものです。
大田区の選手団は、西野善雄体育協会会長

を団長とする役員・監督・コーチ・選手合わ
せて508名で大会に臨みました。
大田区選手団は各種競技に活躍し、男子は

弓道、ダンススポーツ（混成）で優勝し、₂位
に駅伝競走、陸上競技、テニス、ゲートボール、
₃位にはサッカーが入り他の種目でも入賞を
果たし、総合得点121.5点を挙げ₄年ぶりに総

合優勝を成し遂げました。一方、女子はテニス、
バスケットボール、空手道で優勝し、₂位にス
キー、ソフトボール、₃位にはゴルフ、陸上競技、
バレーボール、卓球、ハンドボールが入り他の
種目でも入賞を果たし、総合得点97.5点を挙げ
₃年連続総合優勝を成し遂げました。高松宮殿
下記念杯・同妃殿下記念杯を同時に授与され、
₄年ぶりの男・女総合優勝に輝きました。
₆月27日には、解団式兼男・女総合優勝祝

賀会を無事終了しました。選手団各位が今後ま
すますご活躍されることを期待しています。

（財）大田区体育協会ホームページ　http://www.sportsota.or.jp

─  第65回　都民体育大会（区市町村対抗）  ─

― 解団式兼男・女総合優勝祝賀会会場にて ―
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第65回都民体育大会　　入 賞 種 目 ・ 成 績

第65回都民体育大会　　出場チーム・監督・選手

　【正式競技】 <男子の部> <女子の部>
優　勝 弓道 　ダンススポーツ（混成） テニス　バスケットボール
準優勝 駅伝競走　陸上競技　テニス　ゲートボール スキー　ソフトボール
3　位 サッカー ゴルフ　陸上競技　バレーボール　卓球
4　位
5　位 バドミントン　ソフトボール　柔道　ボウリング ソフトテニス
6　位 アーチェリー なぎなた
7　位
8　位 水泳

　【公開競技】
3　位 ハンドボール
5　位 ハンドボール
6　位 少林寺拳法

　【移行競技】
優　勝 空手道

【正式競技】
水　泳（男子） ＜監督＞石川作男
 ＜選手＞水間　源・井上慶隆・永沼信二・川戸慎一・池上賢二・鹿内　拓・渡辺佐武郎

水　泳（女子） ＜監督＞石川作男　　
 ＜選手＞大田恭美・永沼　文

ゴルフ（男子） ＜監督兼選手＞川田 守　
 ＜選手＞［Ａクラス］ 後藤勝彦・川田　守　　［Ｂクラス］ 鈴木淳一・仲戸川慶

ゴルフ（女子） ＜監督＞野崎裕子　　
 ＜選手＞［ａクラス］ 星本明子・鈴木ミヨシ　　［ｂクラス］ 岡部華奈子・田中成美

スキー（男子） ＜監督＞天野太郎
 ＜選手＞［１部］ 高埜　晃・丸山昌平　　［２部］ 山田邦博・丸山恭弘・渡部賢二・宇田孝史
 　　　　［３部］ 小野　衛・日比野猛・山崎　淳・宮川　博　　［４部］ 狩野公明・西塚　順
 　　　　［５部］ 田口栄司・丸山英樹

スキー（女子） ＜監督＞天野太郎　　
 ＜選手＞［２部］ 江上牧子・重原優実子　［３部］ 中谷順子・斉藤絵美子　［４部］ 中岡玲子・本田睦子・鈴木マリ子

駅　伝（男子） ＜監督＞大内邦彦　
 ＜選手＞笠原大康・酒井房樹・坂西　勉・西郷泰広・金子隼輔・櫻井勇樹・澤田慎治・星　行夫

陸　上（男子） ＜監督＞大内邦彦
 ＜選手＞［100ｍ］ 齋藤雄介・松原時生　　［200ｍ］ 菊池武寛・吉田憲和　　［400ｍ］ 松本雄二郎・吉田晃大
 　　　　［800ｍ］ 坂西　勉　　［1,500ｍ］ 星　正行・下島千明　　［5,000ｍ］ 笠原大康・八島伸之輔
 　　　　［走高跳］ 平山　淳・須藤勇樹　　［走幅跳］ 福島拓治・布施卓哉　　［三段跳］ 陳　洋明・馬場太樹
 　　　　［砲丸投］ 泉　宗弘・木村潤平　　［やり投］ 小柴英二・小野田巧
 　　　　［4×100ｍリレー］ 齋藤雄介・松原時生・松本雄二郎・吉田憲和・菊池武寛・呉　鶴治郎

陸　上（女子） ＜監督＞吉田幹夫
　 ＜選手＞［100ｍ］ 倉方　優・佐野ひとみ　　［400ｍ］ 岩本香奈・峰　悠花　　［1,500ｍ］ 尾崎亜矢可・宮内瑠以
 　　　　［5,000ｍ］ 小越あや・黒田なつみ　　［走高跳］ 森山幸子・緒方さり　　［走幅跳］ 牧野優佳・後町依里
 　　　　［砲丸投］ 佐藤由佳・菊地絵里菜　　［やり投］ 高岡杏奈・野村美奈
 　　　　［4×100ｍリレー］ 倉方　優・佐野ひとみ・岩本香奈・峰　悠花・宮内瑠以・片桐典子
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サッカー（男子） ＜監督＞工藤義勝
　 ＜選手＞黒田悟之・町　大輔・白石　敬・吉井　俊・太田雅也・伊藤直宏・村松勇紀・吉井　謙・逸見敏明・
 　　　　高井啓侑・大島　拓・青木伸泰・宮野達也・海老澤　生・判澤俊介・阿部健太・阿部圭太・澤登　乾・
 　　　　鈴木暢二

テニス（男子） ＜監督兼選手＞勝間　豊
　 ＜選手＞林　直樹・長田祐治・小林穂高・鍋谷秀紀・寺内健二・市野　穣・野瀬優助・尾崎正敏・岩波広明・
 　　　　十河　啓

テニス（女子） ＜監督兼選手＞中澤とく子
　 ＜選手＞奥山律子・大竹由紀絵・鍋谷洋子・小林まゆみ・三好智枝子・金山幸子・寺内純子・倉掛順子・吉野美穂・
 　　　　吉岡　舞

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＞津谷　錦　　＜マネージャー＞嶋田亜紀
　 ＜選手＞中村政彦・生井重幸・柳沢聡暁・榎本貴彦・熱海和己・北村源太・瀬川祐也・中道浩之・田中　僚・
 　　　　藤井栄次・中間章浩・竹森諒平・金杉眞也・澤　徹郎・石塚義敬

バレーボール（女子） ［大田ナインチーム］ 
　　 ＜監督＞生井重幸　　＜コーチ＞浦野美左子
　 ＜選手＞永冨真紀子・中道利果・中村香恵・徳田恭子・諸徳寺真奈美・本間真希・生井素代・土屋律江・平吹典子・
 　　　　釣谷咲紀 ・工藤知美 ・植木絵美

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＞蔵上早知子
　 ＜選手＞塙　隆寿・木村太一・清水允浩・平本　琢・上野幸太郎・牛山陽介・袴田勇太・山下学・田中暁大・
 　　　　安倍　錦・国吉祐介・蔵上敏雄・福元陽介・木ノ本卓也・清野勇希・藤岡広太郎

バスケットボール（女子） ＜監督＞小林正明　　＜コーチ＞三浦和也　　＜マネージャー＞斉藤和枝
　 ＜選手＞潮田朝子・伊佐地敦子・青山恵美・三浦芳恵・丸尾　忍・大橋美紀・田崎志保子・北　千秋・鶴本尚子・
 　　　　石井聡子・三野宮寿江梨・浅羽麻子・大西真由・楠田亮子・矢吹有香里

ソフトテニス（男子） ＜監督＞落合幸作
 ＜選手＞［一般］ 原　敏夫・乃万智洋・玉垣海人・高木大作・大森祐樹・藤崎智也・藤崎大樹・馬場勇機
 　　　　［成年］ 渡辺　潤・米山晃司・近藤夏彦・鈴木正太郎
 　　　　［シニア］ 北村篤男・時任宥幸・中村光雄・小八木利実

ソフトテニス（女子） ＜監督＞稲垣まり子
　 ＜選手＞［一般］ 佐々木三枝子・川守田均子・五藤有希・南山和江
 　　　　［成年］ 中村加津子・井上まゆ美・水谷泰子・猪狩幸子
 　　　　［シニア］ 林実千代・本間　順・村上希永子・菊池薫

卓　球（男子） ＜監督兼選手＞畠山講史郎
　 ＜選手＞［一般］ 野本譲大・兼子　啓・日高良太　　［セミシニア］ 安田勝明・宇田和久
 　　　　［シニア］ 黒坂和美・登尾日出男　　［ベテラン］ 畠山講史郎・小西誠

卓　球（女子） ＜監督＞川野明子
　 ＜選手＞［一般］ 白井智子・白井涼子・内村真理　　［セミシニア］ 佐藤　伸 ・滝沢啓子
 　　　　［シニア］ 向山由紀子・粟生京子　　［ベテラン］ 松岡菊子・福田美恵子

軟式野球（男子） ［東京ガスチーム］ 
 ＜監督兼選手＞斉藤雅路
　 ＜選手＞川上和宏・星　敏幸・瀧　陽介・成田昌矢・木元達也・吉崎　聡・奥山智和・森下忠信・篠沢昌哉・
 　　　　吉永光貴・勝田　栄・山下翔平・平田翔一・田中　彰・内田洋輔・山内裕介・石塚広伸・辻　信博・
 　　　　小野公裕

馬　術（混成） ＜監督＞野呂恵子　　＜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・石森敦子・坂井俊男・福田　猛・河井里枝・森　豊・土崎文子・北嶋隆規

フェンシング（男子） ＜監督兼選手＞村山　衛
　 ＜選手＞［フルーレ団体］ 土井哲夫・小林賢治・山崎達也・加藤　隆・小出　明
 　　　　［エペ団体］ 村山　衛・福島俊介・佐藤一弘・中村克彦
 　　　　［サーブル団体］ 桜井宗大・阪本直樹・松山信弘・土井哲夫

フェンシング（女子） ＜監督＞村山　衛
　 ＜選手＞［フルーレ個人］ 内川まさ恵・村山直子・村山　綾　　［エぺ個人］ 村山香江子・内川まさ恵・村山直子
 　　　　［サーブル個人］ 内川まさ恵・村山春香・村山　綾

バドミントン（男子） ＜監督＞山口高司
　 ＜選手＞岡本康志・増田朋之・碓井徳近・門井　誠・園部　歩・宮崎浩一・森谷満佳・江川博康・厚川　勇・
 　　　　石井幸男
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バドミントン（女子） ＜監督＞塚田敦子
　 ＜選手＞藤原曜子・大森美菜子・小宮和枝・伊澤ひろ子・岩下美奈子・今仲由香里・小林晃子・石井笙子・
 　　　　吉川さとみ・福井真美

弓　道（男子） ＜監督＞稲川　徹　　＜選手＞星　洸太・石井　潤・中嶋一貴・畝本孝志・小山孝昭・張間　憲

弓　道（女子） ＜監督＞古田健一　　＜選手＞沼里恵子・吉村智子・丸山永子・張間瑠美子・田中由貴子・小山充子

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・菱沼繁俊
　 ＜選手＞荒川大輔 ・萩原雄一・石田朋之・三浦勝義・相沢秀夫・大久保勲・石坂一樹・笠井健太郎・西　享大・
 　　　　寺川達也・坂口　堅・成井勇一 ・小倉聡太・ 萩原圭介・中島　良・薄井　豪・鈴木貴之

ソフトボール（女子） ［出雲ファイターズチーム］ 　　＜監督＞荒川佳保　　＜コーチ＞中村　誠・荒川　晃
　 ＜選手＞荒川　歩・新里のりえ・ 中村佐和子・柏崎まりも・ 野村美智子・岩本恵里・佐藤良美・佐藤智子・
 荒川宏美・西　梨絵・加藤　恵・河原友美・大平美和子・中村祐子・関口扶美子・大平希和・横川美世子

柔　道（男子） ＜監督＞宮本功三　　＜選手＞［無差別］ 桜井浩司　　［90kg以下］ 後藤大希　　［73kg以下］ 北岡　駿

クレー射撃（男子） ＜監督＞渡邉一太
　 ＜選手＞［トラップ］ 内田啓二・井澤光太・伊東　厚・荒井昴康　　［スキート］ 板倉孝夫・山崎慎也・板倉幹夫

ライフル射撃（男子） ＜監督＞北奥英雄
　 ＜選手＞［AP60］ 原　治　　［ARS60］ 佐藤　真　　［ARP60］ 松下　直　　［SFR3P60］ 宇留賀洋祐
 　　　　［SFRP60］ 方山タカシ

剣　道（男子） ＜監督＞荻津　太　　＜選手＞儀宝正志　・醍醐和絵・青木康和・杉浦佳夫・遠藤正人

アーチェリー（男子） ＜監督＞伊東義高　　＜選手＞佐藤光秀・星野芳輝・伊東嘉隆

空手道（男子） ＜監督＞今松光典　　＜コーチ＞竪山龍一
　 ＜選手＞色部　耕・浜田泰洋・和田剛士・金澤文敏・金澤大蔵・小泉康太・小島竜一・脇坂　順・橋間　優・
 　　　　奥東誠一郎

なぎなた（女子） ＜監督＞堀江寿々枝　　＜選手＞辰巳康恵・山上喜久子・井上雪江

ボウリング（男子） ＜監督兼選手＞長久保　勲　　＜選手＞森野丈栄・松原　聡

ボウリング（女子） ＜監督＞長久保　勲　　＜選手＞鈴木美穂世・西村則子・安藤いく子

ゲートボール（男子） ＜監督兼選手＞宗像　正治　　＜選手＞畑元健一・海老沢要・池田信夫・間部僖造・幸田光男・岩本謙太郎

ゲートボール（女子） ＜監督兼選手＞西山きみ　　＜選手＞須藤キクヨ・水越崇子・丸井尚子・斉藤由紀子・間部良子・羽染昭子

ダンススポーツ（混成） ＜監督＞熊谷善徳
 ＜選手＞［スタンダード］ ＜スローフォックストロット＞高橋和則・高橋京子　　＜タンゴ＞幸重憲治・川口陽子
 　　　　＜ワルツ＞川口隆雄・川口はるみ　　［ラテン］ ＜サンバ＞玉川　慶・玉川美紗
 　　　　＜チャチャチャ＞小山　明・小山美香子　　＜ルンバ＞稲田満臣・安藤節子

【公開競技】
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＞岩崎弥栄子
 ＜選手＞阿部浩明・舘　健司・吉田　洋・飯田善也・小嶋哲生・森田光則・草川和真・塚本真人・関耕一郎・
 　　　　湯川輝一・渡辺茂樹・月村太郎・安藤祥雄・吉川証太郎

ハンドボール（女子） ＜監督＞相原一矢　　＜コーチ＞丹野靖久　　＜マネージャー＞大野勝広
 ＜選手＞塩澤恵美・玉井詩乃・岡山智恵・松本紋佳・上甲日向子・鳥井はなえ・荒木恵美・橋本なお・保谷あゆみ・
 　　　　藤田佳菜・野田杏奈・鈴木理恵子・斉藤めぐみ・斉藤理絵

少林寺拳法（男子） ＜監督＞南　　淳
 ＜選手＞［初段２段の部］ 袖山健太郎・猪野豪亮

【移行競技】
空手道（女子） ＜監督＞伊藤　昭　　＜コーチ＞竪山龍一　　 ＜選手＞椎名　舞・椎名元子・脇坂　翼・高野恵子
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第65回都民体育大会
弓道（男子） 優勝

大田区弓道（男子）チーム	監督　稲川　徹
　平成24年₅月27日（日）都民体育大会男子の
部が明治神宮・全弓連中央道場で行われた。
　出場は全45チーム。予選を通過した₈チー
ムが決勝トーナメントで優勝を競う。
　我がチームは星／中嶋／石井／畝本／小山
／補・張間／監・稲川のメンバー。
　勝抜き一回戦は千代田区。同中競射₅回目
でクリアーするが選手は早くも疲れ気味。
　しかしホッとする間もなく、二回戦（準決
勝）の相手は昨年まで₃年連続優勝で今回も
絶好調の世田谷区。絶体絶命・・・と思いき
や何たる天の配剤！一本差で勝ち抜ける。
　全く気が抜けず全員、喉がカラカラだ。急
いでお茶を口にする。
　優勝決定戦は八王子市チームとの勝負。こ
れも一本差であったが弓矢の女神は私たちに
微笑んでくれた。
　大田区としては平成20年以来₄年ぶり、通
算で₅度目の優勝です。
　新体育館の新弓道場オープンに向け、優勝
をもって最高の引き出物にしたい、と関係者
一同の誰もが心から 冀

こいねが

い、それが本当に実
現したことの不思議さと安堵感・・・。

　「弓道を応援してやろうという何か大きな
力が私たちの背中を押してくれたのだ」と
思っています。多くの皆様に深く感謝をいた
しますとともに御礼を申し上げます。ありが
とうございました。

ダンススポーツ（混成）

優 勝 を 振 り 返 っ て
大田区ダンススポーツ連盟	会長　小山　明

　ダンススポーツは昨年に引き続き₂連覇を
達成しました。直近の₄年間で優勝₃回、準
優勝₁回、過去には₅連覇の記録もあります。
　₆月10日、駒沢体育館では応援も別格で、
大田区のゼッケン「13番！」の声が一際大き
く、他の区市からも声援が上がるほどです。
　昨年は₂位と₁ポイントの最小得点差で、
薄氷の勝利でしたが、今年は10ポイント差の
圧勝でした。
　ダンスの団体戦は₆種目（₆組）単科戦で得
た成績を合計して総合順位を決します。今年
も昨年同様に単科戦での優勝者はおりません
でしたが、全種目が₂位から₄位に入る総合
力で優勝を手にしました。12人全員、適度の
緊張感と適度の自信を持ち、日頃の練習の成

優 勝 ・ 準 優 勝 チ ー ム の 紹 介

休日当番接骨院休日当番接骨院

受付時間
午前9時～午後5時

お電話代は
かかりません

大田区柔道接骨師会
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果を十分に発揮できる経験と精神力が総合優
勝に繋がったと考えます。
　常勝の大田区チームながら、今年の優勝に
は特別の思いがあります。永年当連盟と体協
に尽力してきた植田泰嗣前会長が、４週間前
に亡くなり、遺影に見守られての大会であっ
たからです。選手は皆、失敗は見せられない
ことをよく自覚していました。
　一夜を美酒で祝い、来年の優勝に向けて大
田区チームの練習は再開しました。

テニス（女子）

念 願 の ２ 連 覇 達 成
大田区テニス（女子）チーム

	監督　中澤とく子
　男女総合優勝、おめでとうございます。
　女子テニスは念願の₂連覇をすることが出
来ました。
　私が選手の頃は、なかなか入賞することも
出来ず、悔しい思いをしていました。
　監督を拝命して、₄年前頃から勝ち上がれ
るようになり、競技得点を頂けるようになり
ました。
　優勝することを目標に連盟役員、選手全員
で頑張ってきました。
　テニスは₃日間かけて50区市町でのトーナ
メントの勝ち残りです。ダブルス₂組、シン
グル₁組で先に₂勝した方が勝ちチームとな
ります。

　今年は初戦で₁つ落としましたが、その後
は全て₃勝して勝ち上がりました。
　決勝では今まで勝つことが出来なかった練
馬区と対戦し、₃勝して優勝することが出来
ました。
　試合に入る前には選手全員で円陣を組んで
「大田区　ファイト！　オー！！」の気合を。
　ママさん選手は子供を連れて参加、試合中
は他の選手が子守りをしながら応援と、チー
ムワークもピッタリでした。
　選手の皆さん、応援して下さった家族や連
盟の皆さん、有難うございました。
　来年も優勝目指して頑張りましょう。
　そして男子、女子アベック優勝を期待して
います。

厚生労働省・農林水産省

HACCP 高度化基準認定工場

お電話でどんなことでもご相談ください。

都南工業給食協同組合
大田区南六郷3-15-1

               TEL（03）3732-7451（代）
               FAX（03）3735-8376

各種弁当・仕出・出張パーティー各種弁当・仕出・出張パーティー
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バスケットボール（女子）

優　　　勝
大田区バスケットボール（女子）チーム　　　　

	キャプテン　三浦　芳恵
　前回の優勝は、今から₆年前でした。
　₃連覇を目指していたものの勝つことが出
来ず、その後はなかなか結果を残すことが出
来ませんでした。
　自分自身、当時から代表メンバーとして出
場していましたが、勝ちたいのに勝てないジ
レンマをずっとかかえていました。
　ところが、今年は大会前の練習から何かが
違うと感じていました。
　集まることがなかなか難しい平日の練習
に、全員が同じ方向を向き、一つの目標に向
かって進んでいることが実感できました。

　試合を重ねるにつれ、コミュニケーション
がとれ一体感が生まれ、一人一人が自分の力
を発揮し、強いチームとなりました。

　準決勝は最後までわからない厳しい試合と
なりましたが、誰もが勝つと信じていました。
今年はチーム力で勝ち取った優勝だと思いま
す。
　この素晴らしいチーム、このスタッフ、選
手で、また試合に臨めたらと思います。

空手道（女子）

素晴らしい「女子の部」２連覇
大田区空手道（女子）チーム	監督　伊藤　昭

　平成24年₅月13日（日）の、都民大会空手道
競技「女子の部」の第₂回大会は、昨年に引き
続き大田区が「優勝」し、みごと堂々の₂連覇
を飾った。
　試合は12チームの闘いであったが、大田区
女子は、昨年同様圧倒的な強さで勝ち進んだ。
初戦町田市で、相手に先にポイントを許した
が、後は決勝の新宿戦まで、まったく相手を
寄せ付けない圧倒的な強さだった。
　「素晴らしい」の一言がぴったりの試合で
あった。

　今年の大田区は、都民大会男女アベック優
勝を飾った。空手道競技「女子の部」は移行競
技のため、ポイントは稼げなかったが、₂連
覇は簡単なことではない。
　選手に感謝するとともに、今年も監督とし
て、闘えたことは感動であった。来年も₃連
覇に向けて頑張っていきたい。もちろん₃回
戦まで奮闘した男子の部も同じである。大田区民ホール アプリコ 大ホール

2013
知的障害者支援
チャリティー

2013年

1
6

〔日〕

初夢コンサート2013実行委員会
東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団
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駅伝競走（男子）

リ ベ ン ジ の 準 優 勝
大田区駅伝競走（男子）チーム　　　　

監督　大内　邦彦
　ここ数年低迷していた駅伝も補強・強化を
続けた結果、一昨年ようやく入賞（₈位）にま
で漕ぎつけ、上位入賞の兆しが見え始めたと
ころです。昨年は、東日本大震災（地震、津波、
原子炉崩壊等）による想定外の災害により中
止になりましたが、その間でも補強・強化に
努めてまいりました。
　待ちに待った今年の第65回大会では、準優
勝という素晴らしい成績を収め、見事念願の
ベスト₃入りを果たしました。
　第₁走者はトップと11秒差の₄位で戻って
きました。この時点で今年は上位入賞を予感
させる程の素晴らしい走りでした。第₂走者
の新人は、16分35秒と好走したにも拘わらず
順位は₇位と後退しましたが、第₃走者が、
好走し、区間賞を取り、順位を再び₄位に戻
しました。第₄走者は、ついに₂位に押し上
げ、チームの要の大役を見事果たしてくれま

した。後は何とかこの₂位を堅持してくれる
ことを祈っていましたが、その願いが通じた
のか、第₅走者も、当日メンバー変更したに
も拘わらず、そのまま₂位を維持。後はアン
カーに委ねるだけになりましたが、見事期待
に応え₂位を堅持しそのままゴールへ戻って

来てくれました。ほっとした一瞬でした。来
年は、トップとの差₁分02秒を₁秒でも縮め
るべく選手の補強・強化に努めてまいります。
皆様のご支援を宜しくお願いします。

陸上競技（男子）

準 優 勝 を 堅 持
大田区陸上競技（男子）チーム　　　　

監督　大内　邦彦
　お陰さまで昨年同様準優勝する事が出来ま
した。決して守りに徹したわけでは有りませ
ん。選手の補強・強化に力を注ぎ選手の世代
交代を進めてまいりました。

　

　昨年は全種目中₁種目も₁位を取る事が出
来ませんでしたが、今年は補強した新人が三
段跳びで₁等を獲得し、補強が成功した一例
です。
　又、新人補強・強化に力を注いだ結果、初
めて参加した選手が増えております。

プログラム・記念誌・名簿等にご利用下さい

●印刷　●デザイン　●版下作成

その他印刷に関すること何でも御相談下さい。

（株）　光　和　商　事
〒146-0092 東 京 都 大 田 区 下 丸 子 ４－９－１０

TEL（０３）３７５７－３６６５
FAX（０３）３７５７－３６６７

三段跳　優勝　
陳　洋明　選手
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　これらの新人が₁年毎に育っていくと信じ
ています。
　一例を示すと、400ｍリレーで、昨年は₄
位の44秒26でしたが、今年は43秒97で₂位と
記録・順位共に押し上げています。
　フィールド競技は、上位入賞者が多く、そ
こそこの成績で得点を積み重ねていますが、
トラック競技は入賞者が僅か₃名と寂しい限
りです。
　来年は、何としても短距離、中長距離の選
手を集中的に補強・強化し、トラックでも上
位入賞を果たせるようにしたいと思っていま
す。皆様方のご支援が何よりの励ましになり
ますので宜しくお願いします。

テニス（男子）  準優勝

都 大 会 に 参 加 し て
大田区テニス（男子）チーム　　　　

	選手　小林　穂高
　テニスというと、一見爽やかで楽しい雰囲
気を想像されがちですが、団体戦ということ
もあって、完全に体育会のような空気の中、
今年も大変緊張感のある試合が行われまし
た。
　その緊張感が、普段味わえない何とも言え
ない刺激で、そこに“楽しさ”を皆感じてテニ
スに病み付きになっているのではないでしょ
うか。
　この大会に出場する選手は、インカレ出場
など大学時代輝かしい成績を残した卒業間も
ない若手やテニスコーチから、平日は残業の
多い会社勤めのサラリーマンまで多種多様で
す。『東京都の社会人』という枠組の中で、全
く異なる生活環境の者同士が同じコートで戦
うという言い訳なしの真剣一発勝負で、全力
を出し切って勝ちきることの難しさを、毎年
痛感しています。「今週は仕事が忙しかった
なー」などと言っても、コートに出ればそれ
は全く関係ないシビアな勝負の世界です。そ

れが『社会人』なんだなということを、テニス
を通じて感じられました。
　今回、準優勝という結果で幕を閉じました
が、年一回のこの試合を通じて、通年お世話
になっている役員の方々や、大田区の選手メ
ンバーやその家族との大きな団結感やフレン
ドシップを、30代を半ばにして感じられるこ
とに、幸せを感じています。

ゲートボール（男子）  準優勝

異　 体　 同　 心
大田区ゲートボール（男子）チーム　　　　

	監督　宗像　正治
　去る５月の結団式に於いて体育協会会長さ
んの激励の言葉に心を打たれ、都民大会には
何としても応えていこうと自分の心に誓いま
した。大田区の代表としてチームの皆と話し
合い、日々の練習にも力を入れて全員が意気
投合して₆月19日の都民大会に臨みました。

OA機器・事務用品・オフィス家具
印刷・印章

有限会社　し み ず
大田区山王2 - 2 2 - 1

☎（03）3772-8831　FAX（03）3776-9687
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　当日は朝から晴れ、駒沢競技場には各区市
町村の代表選手が勢揃い。開会式も盛大に終
り早目の競技時間で始まり、大田区の出番は
二試合目、強いと思われる区と対戦。
　心を落ち着かせ自信を持って頑張ろうと皆
で誓いました。一喜一憂をしながらも何とか
勝つことができました。これが勝因となり次
から次と勝ち進み、自信も湧き、リーグ戦で
はコート一位トーナメント出場する事が決ま
りました。チームの全員が笑顔に満ちて喜び
合い、お互いがトーナメントへの情熱も高ま
り、抽選を待ちながら体も心も休ませて次へ
の体力を保ちながら、あの時この時と反省し
ながら話が弾みました。
　抽選が始まり大田は二段目からのプレー。
今迄は、此の一戦で敗退しているので、ここ
で油断なく最後まで諦めることなく心一つに
なれば必ず勝てると皆を励ましながら戦い、
コート一位の対戦ですので容易ではありませ
んが不思議と勝てた。次のメンバーにも勝て
た。次々と勝ち進み苦しみながらも勝ち進み、
最後は一位決定戦になって、前半は善戦と思
いきや未熟のためか残念ながら優勝すること
ができませんでした。
　しかし、順調に勝ち進んできた喜びは無上
の経験と喜びであり、応援してくださった女
性代表の皆さんに感謝申し上げます。

スキー（女子） 準優勝

快 挙 の 笑 顔
大田区スキー連盟	会長　狩野　公明

　第65回都民体育大会冬季大会「スキー競技」
で、大田区女子は総合第₂位に輝きました。
　大会は平成24年₃月₄日（日）、長野県菅平
高原裏太郎シ―ハイルコースで行われまし
た。女子の部参加チームは26区市・104名で
した。
　大田区スキー（女子）チームは、中谷順子選
手（優勝）、斉藤絵美子選手（準優勝）を始めと
する各選手の目覚ましい活躍により、好成績
を上げました。
　この結果、チームは総合準優勝の栄誉を獲
得し、その得点10点は、大田区の第65回都民
体育大会女子の部総合優勝に大きく貢献しま
した。
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　これは、ひとえに選手諸姉の日頃の精進と、
大会で実力を発揮出来た精神力の賜物です。
　大田区スキー（女子）チームは、来年以降の
大会に於いても立派な成績を収め、大田区女
子総合優勝に貢献すべく努力いたします。

ソフトボール（女子） 準優勝

三 連 覇 一 歩 及 ば ず
大田区ソフトボール（女子）チーム　　　　
「出雲ファイターズ」コーチ　荒川　晃

　今大会は、八王子市の滝が原運動場に於い
て、₅月12日・13日・19日の日程で開催され
ました。
　私達出雲ファイターズは、大田区ソフト
ボール連盟より推薦をいただき、５年連続８
回目の出場となりました。
　12日の１回戦は、初回の一点を守り切り稲
城市に辛勝し、13日は、まず青梅市と対戦し、
五回に二本塁打で３対１として２回戦に勝利
し、続く江戸川区との対戦は打線が繋がり10
対１で大勝しました。
　最終日の19日は、監督が都合で不在の中選
手達は、吉報が出来る様にと準決勝に臨み立
川市に投手の好投と堅い守備で１対０と勝利
しました。決勝戦は小金井市と対戦し、初回
にクリーンアップの三連打で、３点を先取し
好発進でしたが、その後点が取れず、相手に
追いつかれ３対３で迎えた延長戦タイブレー
カー方式で１点取られてさよなら負けを喫し
ました。

　監督に優勝報告が出来なかったと選手達
が、悔しがっていました。

　結果は、準優勝でしたが、５年連続のベス
ト₄以上は素晴らしい成績で、選手たちを誇
りに思います。

訃　報
平成24年5月12日大田区体育協会幹事（前
大田区ダンススポーツ連盟会長）　植田泰
嗣氏（享年64歳）が逝去されました。
　ご冥福をお祈り申し上げます。
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「大田スポーツサミット 2012」

　今、スポーツに出来ること、スポーツでな
くては出来ないこと。競技団体やサークルだ
けではなくプロ、企業、地域、学校、自治体
の連携で、「大田のまち」をもっともっと元気
にする方法を考える講演・シンポジウムが、
平成24年₅月19日（土）大田区民プラザ　大
ホールに於いて開催されました。当日は400
名を超える皆様方のご参加をいただきまし
た。

（内容）≪基調講演≫「スポーツと観光を活用
したまちづくり」静岡県伊豆市長　菊地豊氏	
「強いチームとは・・・見えない力を引き出す」
元伏見工業高等学校ラグビー部監督　山口良
治氏　≪シンポジウム≫テーマ「スポーツで
つなげよう大田の地域力」－₄つの視点から
－（コーディネーター）神奈川大学教授　大竹
弘和氏　（シンポジスト）・「大田にプロスポー
ツの芽をー横浜マリノスの実践事例に学ぶ」
横浜マリノス（株）取締役　中村勝則氏・「メ
ディアから見た地域活性化戦略」（株）JTB	
法人東京	取締役　大塚雅樹氏・「地域の絆と
田園調布グリーンコミュニティに託す夢」	

（一社）田園調布グリーンコミュニティ理事長	
飯島髙尚氏・「スポーツでつながる地域力―
大田区スポーツ推進計画」大田区教育長　清
水繁氏

「おおたファミリースポーツ
フェスタ 2012」
　大田区総合体育館が平成24年₆月30日（土）
にオープンしました。開館イベントの一環と
して、₇月15日（日）に「おおたファミリ―ス
ポーツフェスタ2012」が開催され、だれもが
スポーツと親しめる楽しい一日となりまし
た。当日参加者は約3100名でした。

（内容）	①スポーツ体験コーナー	②フットサ
ルエキシビジョン	③フットサル親子教室	④
ママとベビーのふれあい体操、キッドビクス
など
　なお、稲葉洸太郎氏（大田区在住、2012年
AFCフットサル選手権において日本代表選手
としてチームを優勝に導きました）に大田区
体育協会会長特別表彰が贈られました。

大田区体育協会主催イベント・講演会が開催さ
れました
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受付日の翌日午前0時より平成25年3月31日午後12時まで

800円

1,450円

800円

1,850円

1,300円

1,000円

11,000円

公益
財団
法人

健康体操教室が始まりました!!

（１）健康体操教室「はつらつ体操」（₃日制）
　運動不足の解消やシェイプアップを目的と
した体操教室です。
【対象】15歳以上の方	【日時】①平成24年₇月
₄・11・18日		 ②平成24年₉月₅・12・19日	
₉：30～10：30	【会場】田園調布せせらぎ公園
多目的室	【費用】1,500円	【定員】抽選で各30名
（注）①②ともに終了しました。
（２）夏休み・こども体育塾（₅日制）
　体育の苦手なお子さんに、走る、投げる、
跳ぶなどの基本動作を楽しく教えます。
【対象】①小学₁～₂年生	②小学₃～₆年生
【日時】平成24年₇月26・27・30・31日、₈月₁日
　　　①13：30～14：30	②15：00～16：00
【会場】大森スポーツセンター　【費用】2,500円

【定員】抽選で各20名
（注）①②ともに終了しました。
（３）健康体操教室「はつらつ体操」（₄日制）
【対象】15歳以上の方	【日時】平成24年10月₃・
10・17・24日	9：30～10：30	【会場】田園調布
せせらぎ公園多目的室	【費用】2,000円	【定員】
抽選で30名	【申込方法】往復はがきで（財）大田
区体育協会へ	【申込期限】平成24年₉月21日
（金）必着
（４）健康体操教室「はつらつ体操」（₃日制）
平成24年度は次の日程でも開催予定です。
田園調布せせらぎ公園多目的室
毎週　水曜日	₉：30～10：30
①11月₇・14・21日	②12月₅・12・19日	③₂
月₆・13・20日	④₃月₆・13・20日（申込方法・
期限等は区報でお知らせします）どなたでも
気軽に参加できます。楽しく、気持ちの良い
汗を流しませんか？
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平成24年度 賛助会員 ご芳名（順不同・敬称略）

【企業団体】
・平和島競艇運営協議会 ・（有）稲岡商事 ・（株）光和商事

・東京ガス（株）南部支店 ・（有）ウメザワ商事 ・大田建設協会

・（社）大森医師会 ・（社）田園調布医師会 ・（社）蒲田医師会

・大田区柔道接骨師会 ・東京商工会議所大田支部 ・関東警備保障（株）

・青　樺　楼 ・藤東造園建設（株） ・（株）ネット城南支店

・（株）オーエンス大田支店 ・（株）三協ビルメン大田支店 ・関東管財（株）

・（株）津南高原開発 ・大田区商店街連合会

【個　　人】
・石原　宏高　・小野　清子　・平　　将明　・松原　　仁　・鈴木　晶雅　・神林　　茂

・藤井　　一　・遠藤　　守　・田中　　健　・可知佳代子　・安藤　　充　・岸田　哲治

・高瀬　三徳　・田中　一吉　・深川　幹祐　・松原　秀典　・松原茂登樹　・馬橋　靖世

・張替　 雄　・横川　敏男　・鈴木　清子　・芳賀　　淳　・尾形　　威　・藤崎　雄三

・横山　富子　・渡辺　秋江　・藤野　真弓　・田村　　亘　・江口　初枝　・谷澤　節子

・羽倉　しげ　・長島　幸江　・豊洲香士子　・新倉　浩子　・平井　叶子　・俵　　久子

・南須原悦子　・小西　笑子　・荒　　秀子　・河西　昭夫　・日下部　弘　・星野　　仁

・熊谷　善徳　・堀口　健男　・山見　哲郎　・遠藤　銀蔵　・三橋美榮子　・倉澤　隆司

・杉原　栄一　・高橋　弘樹

［平成24年8月2日現在］

建 物 総 合 管 理
電気及び空調工事請負

本　　社　〠104-0043　東京都中央区湊３丁目２番１１号　☎03（3553）3521（代）
城南支店　〠144-0031　東京都大田区東蒲田２丁目３２番５号　☎03（3739）2060
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◇賛 助 会 費 の お 礼◇

大田区体育協会	会長　西野　善雄
平素から当協会の運営にご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。平成24年度も多くの方々
から賛助会費をいただき、誠にありがとうご
ざいました。この貴重な財源を区民スポーツ
の振興・発展のために活用させていただきま
す。今後ともよろしくご指導・ご鞭撻のほど
お願い申し上げます。

体育協会 賛助会員
加 入 の お 願 い

　当協会の事業は、皆様のご支援とご賛助の
支えで運営されています。多くの方々のご賛
同・ご協力をお願いいたします。

　1口　5,000円
　《連絡先》財団法人	大田区体育協会
　　TEL.03-5471-8787
　　FAX.03-5471-8789

“OTAふれあいフェスタ”で
体育協会と加盟団体をPR

　地域のふれあいと交流の輪を広げていくこ
とをめざした「OTAふれあいフェスタ」が、	
11月₃日（土）・₄日（日）の両日、平和島競艇
場をメイン会場に開催されます。
　当体育協会では、今年もこのイベントに参
加して、本協会及び協会加盟団体のPRを行う
とともに、おいでになった皆様にダーツゲー
ムを楽しんでもらいます（当協会ブースは前
年同様、「水のエリア」を予定）。
　多くの皆様のご来場をお待ちしています。
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大田区ゲートボール協会
創 立 30 周 年 を 迎 え て
大田区ゲートボール協会	会長　橋見　久夫

　当時北海道で、子どもへのスポーツとして
開発されたものでしたが、軽い運動量や、頭
脳プレーがお年寄りのスポーツとして全国に
急激に広がっていった。

　現相談役増田邦夫氏が中心となり、体育指
導委員の有志が区民普及のため教室の開催な
ど普及の足がかりを作った。
　区内の老人会などで普及しつつあったので
協会設立し、ルール統一など故西山理事長を
中心に、普及活動で147チームの大会を、多
摩川河川敷で盛大に行われたものです。
　ルールの厳しさもありましたが、改正を重
ね親しみやすい競技として30周年を迎えるに
あたり、教室を開催するなど子どもや若い競
技者やお年寄りとの三世代で楽しめる競技と
して広く区民に知ってもらえるよう協会役員
一同活動をしていきたいと存じますので、
益々のご理解とご指導ご鞭撻のほどをお願い
致します。

〒 104-0045
東京都中央区築地 4-1-17

TEL　03-3544-1551
FAX　03-3544-1560

快適な都市空間を創造する
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平成24年度
大田区体育協会表彰

【体育功労者】（順不同） 18名

氏　　名 所属団体名

保井俊一郎 大田区ウエイトリフティング協会

竪山　龍一 大田区空手道連盟

竹村　博夫 大田区弓道連盟

古岡　　伸 大田区ゴルフ連盟

渋谷　金次 大田区スポーツ少年団本部

中村　光雄 大田区ソフトテニス連盟

安田　勝明 大田区卓球連盟

手塚　　隆 大田区軟式野球連盟

鈴木　雅則 大田区バレーボール協会

西ヶ谷さやか 大田区バレーボール協会

飯田　良一 大田区ライフル射撃協会

小野　久夫 大田区ライフル射撃協会

北奥　英雄 大田区ライフル射撃協会

鶴岡　徳幸 大田区ライフル射撃協会

藤谷　敏秋 大田区ライフル射撃協会

金子　正恵 大田区ラジオ体操会連盟

和田　　香 大田区ワンダーフォーゲル協会

浜多　　明 大田区ワンダーフォーゲル協会

【体育優良団体】（順不同） 3団体

団　体　名 代　　表

大 田 区 弓 道 連 盟 小山　孝昭

大 田 区 空 手 道 連 盟 岡田　　誠

大田区アーチェリー協会 水野　　洋

【永年勤続功労者】（順不同） 9名

氏　　名 所属団体名

井上　雪江 大田区なぎなた連盟

今浦　量平 大田区軟式野球連盟

大内　邦彦 大田区陸上競技協会

川島　義人 大田区ゴルフ連盟

河津　章夫 大田区少林寺拳法連盟

迫口ひで子 大田区水泳協会

高野　広行 大田区ハンドボール協会

平塚　宜信 大田区陸上競技協会

和田　芳明 大田区合気道連盟

◉	₉月₂日（日）の区民スポーツ大会総合開会
式で、以上の方々の表彰を行います。

平成24年度
東京都体育協会表彰

【生涯スポーツ功労者】 3名

氏　　名 所属団体名

植田　泰嗣 大田区ダンススポーツ連盟

岡田　　誠 大田区空手道連盟

北嶋　　守 大田区馬術連盟

【生涯スポーツ優良団体】 2団体

団　体　名 代　　表

大田区剣道連盟 西岡　寛治

大田区馬術連盟 野呂　恵子

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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（公財）東京都体育協会
大田区役員の就・退任について

公益財団法人東京都体育協会
　新任期：平成24年６月27日～平成26年
　　　　　６月評議員会

《就任》　理　　　　事　　尾﨑　　晌
　　　　評 　 議 　 員　　時任　宥幸
　　　　体育大会委員　　佐藤　元子

《退任》　旧財団法人　任期満了
　　　　常 務 理 事　　尾﨑　　晌
　　　　評 　 議 　 員　　時任　宥幸
　　　　体育大会委員　　小西　　誠

大田区体育協会職員の配置

 平成24年7月1日現在
【事務局】
《事 務 局 長》　武田　守史
《事務局次長》　吉田　　博
《職　　　員》　亀田　　守　　岡村　義次
　　　　　　　中村　恵蔵　　雨宮　謙二
　　　　　　　西塚　　順　　船山三四郎
　　　　　　　鈴木　滋子

【大森スポーツセンター】
《所　　　長》　平野　　壽
《参　　　与》　長谷　　隆
《職　　　員》　大塚　民子　　小野　敏治

【大田スタジアム】
《所　　　長》　高橋　正志
《職　　　員》　木曽　邦夫　　高瀬　　茂

平成23年度 事業・決算報告
承 認 さ れ る

平成23年度の事業報告・決算の特色は、以
下のとおりです。

①	　第64回都民体育大会において、女子が昨
年に続き総合優勝を果たし連覇。高松宮妃
殿下記念杯を賜りました。

②	　区では平成24年₃月、スポーツ推進計画
（スポーツいきいきプランおおた）を策定
し、今後の区のスポーツ施策の方向性を示
しました。

③	　大田区総合体育館が平成24年₃月16日に
竣工しました。オープンは₆月30日、合わ
せて「スポーツ健康都市宣言」が行われま
す。

④	　平成25年₄月を予定している公益財団法
人移行後の理事、監事が決まりました。
	　評議員は₅月15日開催の評議員選定委員
会において決まります。

上記特色のもとで、平成23年度事業報告及
び決算が₅月10日に当協会の常任監事及び監
事₂名による決算監査を経て、同月22日の理
事会・評議員会でいずれも承認されました。
なお、₅月31日に大田区の財政援助団体等

の監査も実施されましたが、指摘事項等は特
にありませんでした。
収入の部、予算現額298,899,836円に対し、

決算額は300,092,291円（差異△1,192,455円）。		
支出の部、予算現額298,899,836円に対し、決
算額は293,014,147円（差5,885,689円）でした。
事業報告・決算の詳しい内容は大田区体育協
会ホームページに掲載していますので、ご覧
ください。

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29回　大田区区民スポ－ツまつりプログラム】

実　施　会　場 実　施　内　容 実　施　会　場 実　施　内　容

大田区総合体育館
ドッジボール大会＆クリニック、
障がい者スポーツ体験、健康づくり会場、
和弓で的あて

池  上  会  館 初めてのフォ－クダンス、レクダンス
美原文化センター テコンドー体験教室
こらぼ大森 ソフティテニス体験教室

嶺町文化センター 健康づくりにチャレンジ、体力測定、
健康体操、ケガ予防セミナ－

大森 スポ－ツセンタ－

エアロビクス、少林寺拳法、空手、
ボクシング、合気道、スポ－ツとケガ、
ストレッチ教室、ウエイトリフティング、
バトントワリング

東調布中学校 楽しく遊ぼうバスケットボ－ル
洗足池小学校 フラッグフットボール体験教室
東調布公園野球場 グラウンド・ゴルフ体験

東調布公園プ－ル 水泳教室、水あそび、長距離水泳記録会、
投網体験大森第五小学校 ミニテニス初心者体験会

大森学園高等学校 健康づくりにチャレンジ、
体力測定、健康相談

大田区民プラザ 卓球、テ－ピング講習、ケガの応急措置
大田区民センター 社交ダンス、ダンススポ－ツ、スポーツ吹矢
蒲 田 小 学 校 太極拳初心者体験

大田スタジアム

ソフトボール親善試合、的当てゲーム、
ニアピンコンテスト、バットゴルフコンペ、
投手王・打撃王は誰か？
スピードガンコンテスト、フリーバッティング

東 蒲 小 学 校 体力測定
萩 中 集 会 所 民踊で楽しく踊ろう
萩中公園野球場・プ－ル アクアスロン（水泳・ランニング）
コミュニティセンター羽田旭 釣り体験、ビームライフル射撃体験

平和島公園プール 水泳教室
萩中小学校・出雲中学校 健康づくりにチャレンジ、体力測定、

健康体操大森ふるさとの浜辺公園 カヌ－体験教室
森ヶ崎公園運動広場 タッチ＆タグラグビー体験 萩中文化センター インディアカ体験
大森西区民センター バドミントンしませんか？ ガス橋付近河川敷 ボート教室
中央五丁目公園 冒険遊び場体験 ガ ス 橋 緑 地 こども乗馬
南馬込文化センター てのひらけっと、プレイステイテニス

多 摩 川 緑 地
ゲ－トボ－ル、サッカ－教室、
親子陸上トライアル、釣り、
エア－トランポリン

池上文化センター カンフーと武術太極拳

馬込テニスクラブ ぶらっと初めてテニス体験、
初心者テニス教室

大田文化の森 健康法太極拳教室

☆ 協 力 民 間 施 設 ☆　
施　　設　　名 施設所在地・電話 施　設　内　容 対　　　象

コナミスポ－ツクラブ 蒲田 蒲田5－47－7 （3737）1601 プール・マシン・スタジオ 高校生以上
ウェルネスコンプレックス　レテ 西馬込2－34－1 （3772）6680 フィットネスジム、スタジオ 小学生以上

◇ ほ か の 日 程 で 実 施 す る 会 場 ◇
 9月30日 久原小学校 自治会対抗競技大会

10月14日 本門寺公園
グラウンド

池上地区内小学校・町会
対抗競技会 9月30日 池雪小学校 池雪地区区民スポーツまつり

10月 7日 大森第七中学校 町会対抗運動会
10月14日 ふれあい

はすぬま
玉入れ・障害物競争・綱引き・
その他ニュースポーツ10月 7日 六郷文化センターほか 六郷ウォークラリー大会

★今年も区民スポーツまつりが、10月8日（月・祝日）の「体育の日」に下記の各会場で開催されます。

人と人のつながりを、大切にします。
Good  Communications

DesigningPlanning Printing
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種　　　　目 期　　　　日 会　　　　場 申込締切日

　【区民スポーツ大会】
1 アーチェリー 12月 2日 平和の森公園 アーチェリー場 11月18日
2 合気道演武 10月 7日 南馬込文化センター 体育室  9月29日
3 アマチュアボクシング 11月11日 メディカルスポーツセンターリアル 10月25日
4 アマチュアレスリング 10月28日 洗足区民センター 体育室 当日会場受付（９時～９時30分）
5 居 合 斬 道 12月 2日 大田区民プラザ 体育室 11月12日
6 インディアカ 11月18日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 1日
7 ウエイトリフティング  9月 9日 大森スポーツセンター 健康体育室 当日会場受付（9時～10時）
8 エアロビクス  9月30日 池上会館 集会室　  9月29日
9 空　手　道 11月10日 大森スポーツセンター アリーナ  9月 6日
10 弓　　　道  9月23日 大田区総合体育館 弓道場 当日会場受付（9時30分まで）
11 クレー射撃  9月 2日 千葉県成田射撃場 当日会場受付（７時50分～８時30分）
12 ゲートボール  9月23日 六郷橋緑地ゲートボール場  9月10日
13 剣　　　道 11月11日 大森スポーツセンター アリーナ  9月26日
14 ゴ　ル　フ 10月18日 香取市｢オークヒルズカントリークラブ」  9月17日
15 サ ッ カ ー  9月 2日～12月23日 多摩川緑地サッカー場　ほか  1月10日
16 柔　　　道 10月21日 大森スポーツセンター アリーナ  9月28日
17 少林寺拳法演武  9月16日 大森スポーツセンター アリーナ  8月16日
18 スキー競技 平成25年1月13日 南魚沼市「五日町スキー場」 平成24年12月20日
19 相　　　撲  9月30日 梅屋敷公園 相撲場 当日会場受付（11時～12時30分）

20
ソフトテニス（一般）  9月16日 六郷橋緑地庭球場  8月24日
ソフトテニス（小学生）  9月 2日 六郷橋緑地庭球場  8月24日
ソフトテニス（中学生） 10月13日 ガス橋緑地庭球場  8月24日

21 ソフトボール  9月 2日～10月28日 ガス橋緑地野球場　６～８号面  7月28日

22
卓球（小･中･高校生）  9月 8日 大森スポーツセンター アリーナ  8月19日
卓球（一般）  9月 9日 大森スポーツセンター アリーナ  8月19日
卓球（Ⅱ部） 10月 6日 大森スポーツセンター アリーナ  9月 9日

23 ダンススポーツ 平成25年1月20日 大森スポーツセンター アリーナ 12月17日
24 釣魚（カワハギ） 10月14日 三浦半島「油壷沖」 10月 5日
25 テニス（ダブルス）  9月 1日～ 9月30日 本羽田公園庭球場ほか  7月17日（消印有効）
26 な ぎ な た 11月11日 大田区民プラザ 体育室 10月 6日
27 軟 式 野 球  8月26日～11月11日 大田スタジアム・多摩川緑地野球場  6月 1日～ 6月15日
28 区民ハイキング  9月30日 あきるの市　金比羅山  9月14日
29 馬　　　術 12月 2日 綾瀬市「綾瀬乗馬クラブ」 11月22日
30 バスケットボール  9月 3日～10月27日 大森スポーツセンター アリーナ  8月10日

31
バドミントン（Ⅰ部・中学生） 9月29日 大森スポーツセンター アリーナ  8月29日
バドミントン（Ⅰ部・一般）  9月30日 大森スポーツセンター アリーナ  8月29日
バドミントン（Ⅱ部） 10月27日 大森スポーツセンター アリーナ  9月26日

32
バレーボール（一般・6人制） 10月14日～11月 5日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 6日
バレーボール（中学生・6人制）12月 1日・12月15日 大森スポーツセンター アリーナ 11月20日

33 ハンドボール 11月23日・11月25日 大森スポーツセンター アリーナ 11月10日
34 武術太極拳 12月 8日 大森スポーツセンター アリーナ 10月20日
35 ボウリング 10月21日 蒲田イモンボウル 当日会場受付（９時～９時50分）
36 ミニテニス（ダブルス） 12月 2日 大森スポーツセンター アリーナ 11月18日
37 民　　　踊 10月21日 大田区民ホール アプリコ　大ホール  9月19日

38
ライフル射撃（小口径） 10月 7日 千葉県総合スポーツセンター射撃場 当日会場受付（８時～８時30分）
ライフル射撃（大口径） 10月27日 埼玉県長瀞総合射撃場 大会当日10時まで

39 陸 上 競 技  9月17日 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場  9月 7日
40 レク・フォークダンス 10月28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】
41 オリエンテーリング 11月11日 三浦半島　武山 11月 2日
42 自転車走行会 10月 7日 ガス橋→等々力渓谷→次太夫堀公園→ガス橋 当日９時に多摩川ガス橋下広場集合
★各種目の参加申込案内は『大田区報』に掲載されます。★観戦・見学も可能です。★詳細については、当体育協会にお尋ねください。

【第65回 区民スポーツ大会（秋・冬季）＆ スポーツ奨励事業 日程表 ［五十音順］】
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