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快挙 !  ２年連続 男・ 女総合優勝

今回で66回目となる都民体育大会は、昨年
の８月から本年６月まで数多くの種目で熱戦
が繰り広げられました。
大田区選手団は、西野善雄体育協会理事長

を団長とする役員・監督・コーチ・選手等の
総勢525名で大会に臨みました。そしてこの
間、選手団は各種競技で健闘し、男子は２年
連続、女子は４年連続の総合優勝という輝か
しい成績をおさめました。この結果、大田区
選手団は２年連続で男子・女子総合優勝とい
う快挙を達成しました。

種目別では、男子はゴルフ、サッカー、ダ
ンススポーツ（混成）で優勝、バスケットボー
ルで準優勝、駅伝競走、陸上競技、テニス、
柔道で３位となりました。女子は弓道で優勝、
ゴルフ、陸上競技、バスケットボール、ボウ
リング、ゲートボールで準優勝、スキー、バ
レーボール、ソフトボールで３位となりまし
た。このほかにも、男子、女子ともに多くの
競技で入賞しています。そして、６月28日の
解団式では、男女総合優勝を祝うとともに、
あらためて今後の活躍を誓い合いました。

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

─  第66回　都民体育大会（区市町村対抗）  ─

― 開会式で選手宣誓をする大田区の奥山律子選手　（写真中央） ―
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第66回都民体育大会　　入 賞 種 目 ・ 成 績

第66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 ゴルフ　サッカー　ダンススポーツ（混成） 弓道

準優勝 バスケットボール ゴルフ　陸上競技　バスケットボール
ボウリング　ゲートボール

3　位 駅伝競走　陸上競技　テニス　柔道 スキー　バレーボール　ソフトボール
4　位 馬術　弓道 テニス
5　位 卓球　ソフトボール　剣道
6　位 ボウリング
7　位 クレー射撃
8　位 フェンシング　空手道 なぎなた

　【公開競技】
5　位 ハンドボール
6　位 少林寺拳法
8　位 ローラースケート　少林寺拳法

【正式競技】
水　泳（男子） ＜監督＞石川作男
 ＜選手＞川戸慎一・井上慶隆・池上賢二・金子豪一・渡辺佐武郎・永沼和也

水　泳（女子） ＜監督＞石川作男
 ＜選手＞永沼　文・飛田美保・設楽絵梨・西川聡美・大田恭美・別府由香里

ゴルフ（男子） ＜監督＞大久保二郎
 ＜選手＞［Ａクラス］ 川田　守・後藤勝彦　　［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］ 村上喜代子・鈴木ミヨシ　　［ｂクラス］ 岡部華奈子・鈴木由香

スキー（男子） ＜監督＞狩野公明
 ＜選手＞［１部］ 高埜　晃・丸山昌平・加藤淳一
 　　　　［２部］ 山田邦博・宇田孝史・大石英男・丸山恭弘
 　　　　［３部］ 丸山　浩・吉田　祐・日比野猛・山崎　淳
 　　　　［４部］ 狩野公明・石井弘行・渡辺敦史　　［５部］ 田口栄司・遠藤善信・丸山英樹

スキー（女子） ＜監督＞狩野公明
 ＜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・井上祥子

駅　伝（男子） ＜監督＞大内邦彦
 ＜選手＞笠原大康・櫻井勇樹・坂西　勉・酒井房樹・小野智弘・金子隼輔・澤田慎治・星　正行

陸　上（男子） ＜監督＞大内邦彦
 ＜選手＞［100ｍ］ 児玉　丈・大内恵吏也　　［200ｍ］ 吉田憲和・齊藤雄介　　［400ｍ］ 松本雄二郎・井原英毅
 　　　　［800ｍ］ 酒井房樹・金子隼輔　　［1,500ｍ］ 八鳥伸之助・下島千明　　［5,000ｍ］ 澤田慎治・小野智弘
 　　　　［走高跳］ 平山　淳・佐野正人　　［走幅跳］ 中田勇樹・福島拓治　　［三段跳］ 陳　洋明・池畑　塁
 　　　　［砲丸投］ 木村潤平　　［やり投］ 小野田巧・小柴英二
 　　　　［4×100ｍリレー］ 児玉　丈・大内恵吏也・吉田憲和・齊藤雄介・松本雄二郎・井原英毅

陸　上（女子） ＜監督＞吉田幹夫
　 ＜選手＞［100ｍ］ 高橋さやか・武山詩歩　　［400ｍ］ 古口夕貴・峰　悠花　　［1,500ｍ］ 宮内瑠以・尾崎亜矢可
 　　　　［5,000ｍ］ 黒田なつみ・小越あや　　［走高跳］ 楠　芽衣・森山幸子　　［走幅跳］ 中川紗輝・国分春菜
 　　　　［砲丸投］ 武末　優・佐藤由佳　　［やり投］ 田中あゆみ・青海順子
 　　　　［4×100ｍリレー］ 高橋さやか・武山詩歩・尾崎亜矢可・楠　芽衣・国分春菜

サッカー（男子） ＜監督＞工藤義勝
　 ＜選手＞青木伸泰・大澤俊隆・宮野達也・白石　敬・海老澤　生・判澤俊介・吉井　謙・逸見敏明・太田雅也・
 　　　　伊藤直宏・堀ノ内秀樹・阿部健太・斉藤正樹・澤登　乾・鈴木暢二・高井啓侑・板坂　奏・大島　拓・
 　　　　茨木　優
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テニス（男子） ＜監督兼選手＞勝間　豊
　 ＜選手＞林　直樹・長田祐治・市野　穣・小林穂高・野瀬優助・寺内健二・木下真祐央・江淵正浩・
 　　　　中川　有・上田吾郎

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

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＞津谷　錦　　＜マネージャー＞嶋田亜紀
　 ＜選手＞中村政彦・藤井栄次・生井重幸・松江　工・澤　徹郎・柳沢聡洋・瀬川裕也・田中　僚・
 　　　　竹森諒平・金杉真也・工藤真克・林　淳平・篠原弘樹・内藤　昇・酒井秀士

バレーボール（女子） ［チーム名　ひまわり］ 
　　 ＜監督＞宇野晴彦　　＜コーチ＞郷　　巌　　＜マネージャー＞郷　栄子
　 ＜選手＞堀内智子・宇野祐香・・中村香恵・松倉晴美・日向野久美子・宇野友里香・河野麻衣子・
 　　　　田中直美・生井素代・本間　薫・鎌田美南・塗師智恵美・生出笑子・鈴木香苗・瀬川鮎美

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＞蔵上敏雄・村田智史・森井隆平・袴田勇太・木村太一・片岡　航・木ノ本卓也・金子宗太郎
 　　　　田中暁大・西　祐輔・藤岡広太郎・平本　琢・大堀　俊・渡辺浩介・国吉祐介

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＞斉藤智明
　 ＜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・佃　夏子・三野宮寿江梨・浅羽麻子・大西真由・楠田亮子・斉藤和枝

ソフトテニス（男子） ＜監督＞中村光雄
 ＜選手＞［一般］ 原　敏夫・渡辺　潤・玉垣雄太・高木大作・中村光雄・小八木利実・大森祐樹・谷田部雄太
 　　　　［成年］ 米山晃司・石田康洋・近藤夏彦・鈴木正太郎
 　　　　［シニア］ 北村篤男・大内田将俊・新田一郎・加藤　悟

ソフトテニス（女子） ＜監督＞落合幸作
　 ＜選手＞［一般］ 松本三千代・川守田均子・稲垣まり子・佐々木三枝子
 　　　　［成年］ 渡部　操・南山和江・石川美雪・村上希永子
 　　　　［シニア］ 水谷泰子・井上まゆ美・林実千代・菊池　薫

卓　球（男子） ＜監督兼選手＞畠山講史郎
　 ＜選手＞［一般］ 日高良太・野本譲大　　［セミシニア］ 安田勝明・大城良彦　　［シニア］ 登尾日出男・黒坂和美
 　　　　［ベテラン］ 畠山講史郎・若松　茂　　［ハイベテラン］ 鈴木睦男・望月立也

卓　球（女子） ＜監督＞川野明子
　 ＜選手＞［一般］ 白井智子・内田陽子　　［セミシニア］ 佐藤　伸 ・内村真理　　［シニア］ 滝沢啓子・白井涼子
 　　　　［ベテラン］ 松岡菊子・鈴木和子　　［ハイベテラン］ 児玉志津子・鶴見京子

軟式野球（男子） ［医療法人社団　松和会］ 
 ＜監督兼選手＞朝倉眞治
　 ＜選手＞柴　泰雄・室井洋輔・田中　彰・木元達也・小野公裕・石田時文・内田洋輔・前橋圭佑・
 　　　　川上和宏・鈴木亮介・森下忠信・橋本陽介・欠端光来・今福　勝・大畑晴貴・鋤田圭史

馬　術（男子） ＜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・北嶋隆規・福田　猛・森　豊・高野由紀子・土橋文子・林　叔瑞

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・加藤栄助・小林賢二・村田真幸・松山弘志
 　　　　［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・山崎達也・瀧浪尚也

フェンシング（女子） ＜監督＞村山香江子
　 ＜選手＞［フルーレ個人］ 内川まさ恵　　［エぺ個人］ 内川まさ恵

バドミントン（男子） ＜監督＞山口髙司
　 ＜選手＞石井幸男・厚川　勇・江川博康・金内正文・宮崎浩一・山口高志・門井　誠・増田朋之・
 　　　　岡本康志・越智大介

バドミントン（女子） ＜監督＞塚田敦子
　 ＜選手＞石井笙子・吉川さとみ・今仲由香里・岩下美奈子・伊澤ひろ子・小宮和枝・大森美菜子・
 　　　　藤原曜子・姉崎佑依・二梃木暖子

2013年（平成25年）9月 1日	 （公財）大田区体育協会会報『ひろば』第57号	 （3）



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

弓　道（女子） ＜監督＞古田健一　　＜選手＞吉村智子・藤岡典子・張間瑠美子・沼里恵子・小山充子・久保田優子

ソフトボール（男子） ［チーム名　BBC出雲］ 　＜監督＞中村　誠　　＜コーチ＞荒川光正・菱沼繁俊　　＜マネージャー＞土田知子
　 ＜選手＞荒川大輔 ・萩原雄一・坂口　堅・大熊健太郎・相沢秀夫・大久保勲・石坂一樹・笠井健太郎・
 　　　　三浦勝義・成井勇一・鬼頭裕介・小倉聡太・中島　良・薄井　豪・金子　航・佐藤順一・石田朋之

ソフトボール（女子） ［チーム名　出雲ファイターズ］ 　＜監督＞荒川佳保　＜コーチ＞中村　誠・荒川　晃　＜マネージャー＞荒川大輔
　 ＜選手＞荒川　歩・新里のりえ・柏崎まりも・中村佐和子・ 三浦美智子・岩本恵里・佐藤良美・佐藤智子・
 　　　　荒川宏美・河原友美・加藤　恵・横川美世子・大平美和子・新里あさみ・小笠原恵・大久保浩美・
 　　　　猿田久美子

柔　道（男子） ＜監督＞宮本功三　　＜選手＞［無差別］ 桜井浩司　　［90kg以下］ 八代清美　　［73kg以下］ 今仲正博

クレー射撃（男子） ＜監督＞井澤光太
　 ＜選手＞［トラップ］ 荒井昂康・北村俊彦・内田啓二・伊東　厚
 　　　　［スキート］ 板倉孝夫・渡邉一太・板倉幹夫

ライフル射撃（男子） ＜監督＞北奥英雄
　 ＜選手＞［20MW］ 松下　直　　［P60MW］ 松原茂登樹　　［S60MW］ 海野靖子　　［P60MW］ 佐藤　真
 　　　　［AP60MW］ 原　治

剣　道（男子） ＜監督＞鎌田幹雄　　＜選手＞高岡慎也・三森望美・青木康和・丸山　浩・荻津　太

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

空手道（男子） ＜監督＞湊　雄士
　 ＜選手＞色部　耕・佐久間友輔・和田剛士・小泉康太・小島竜一・池尾　歩・金澤大蔵・鶴岡兼一郎・
 　　　　脇阪　順・安藤　寛

なぎなた（女子） ＜監督＞町田恭子　　＜選手＞井上雪江・辰巳康恵・立原さおり・蕪山智恵

ボウリング（男子） ＜監督＞長久保　勲　　＜選手＞森野丈栄・縣　孝男・松原　聡

ボウリング（女子） ＜監督＞長久保　勲　　＜選手＞森野華世・西村則子・安藤いく子

ゲートボール（男子） ＜監督兼選手＞海老沢要　　＜選手＞池田信夫・宗像正治・間部僐造・畑元健一・幸田光男

ゲートボール（女子） ＜監督兼選手＞西山きみ　　＜選手＞斉藤はる・斉藤由紀子・丸井尚子・水越崇子・閏米やす・滝志津子

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＞幸重憲治・川口陽子　　＜タンゴ＞川口隆雄・川口はるみ
 　　　　＜ワルツ＞斎藤　実・斎藤千枝子　　［ラテン］ ＜サンバ＞玉川　慶・玉川美紗
 　　　　＜チャチャチャ＞高橋和則・高橋京子　　＜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・伊東孝俊・飯田善也・石川　大・森田光則・前原　充・塚本真人・
 　　　　関耕一郎・湯川輝一・月村太郎・芳賀快輝・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＞小嶋哲生　　＜マネージャー＞小嶋花々子
 ＜選手＞齋藤奈々子・新藤はるか・小宮由香里・山本里乃・和田真実・椋原香代・阿部百理恵
 　　　　野杁美紀・中田梨沙・佐川美沙・奥野佳那・高橋瑛莉佳・川上幸那・相川智子

ローラースケート（男子） ＜監督＞尾花愛ら　　＜コーチ＞尾花栄一　　＜マネージャー＞尾花清子
 ＜選手＞［スピード］ 渡邉正悟・村田　舟・棟方守仁・山本悠介・和田大我
 　　　　［リレー］ 阿久津優輝・小林浩己・平野光男　　［フィギュア］ 佐藤　悠・関矢耕平
 　　　　［ホッケー］ 小池修平・三橋紀希・鈴木　隆・真野孝一・戸川賢司・菅原　崇・田中雄一・朴　竜樹

少林寺拳法（男子） ＜監督＞南　　卓　　＜選手＞［３段以上の部］ 野辺耕一・鈴木啓明

少林寺拳法（女子） ＜監督＞南　　卓　　＜選手＞［有段・段外単独演武の部］ 清田裕子

【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・高野恵子・正田有紀・脇阪　翼
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ゴルフ（男子）

初 の 優 勝
大田区ゴルフ連盟　理事長　大久保　二郎

　今回、男子が優勝という素晴らしい成績を
おさめることができたことは、ゴルフ連盟と
して初の快挙であり、これも選手団の努力と
体育協会のバックアップのたまものと心から
感謝しております。
　平成８年に体育協会に加盟して以来、女子
は数回入賞していますが、今回、男子の初の
入賞が一位ということで、二重の喜びであり
ます。男子は３年間同じメンバーで、来年も
このメンバーで是非上位入賞を目指して頑
張ってください。
　ゴルフ連盟も、会員が延べ2,000人入会して
ますが、今後もジュニアの育成や高齢者のた
めにも、ゴルフが区民に親しまれ、健全なス
ポーツとしての確固たる地位を目標に、区民
とともに歩んでいきたいと思います。
　どうぞ皆様、ご支援を宜しくお願い致しま
す。

サッカー（男子）

「サッカー31年ぶりの優勝」
大田区サッカー協会	副理事長　郷右近　浩成

　男女総合優勝おめでとうございます。サッ
カー競技で貢献できた事は、我々の誇りです。
　８回目の優勝ですが、前回は昭和の時代
（S57・1982）の事で、実に31年ぶりです。
　平成２年度より、都民大会担当として勝て
ない、また、２度の失格という不祥事があり
苦難の時代を経験しているだけに、優勝旗を
持ち帰れたことは、誠に感無量であります。
　協会役員・帯同審判員・友人・家族のサポー
トがあり、決勝戦には多くの方々が、駆けつ
け、「大会史に残る観客数」（本部役員談）熱い
声援を頂きました。工藤義勝監督には、50件
以上のお祝いメールが届き「大田区に生まれ
て良かった」と感謝感激雨あられです。
　１か月５試合と長い道のりでしたが、大会
を通して参加者数が最も多く、交代枠を最大
限活用して全員参加で戦い抜きました。
　相手は昨年優勝、試合巧者の調布市。勝敗
の鍵を握る先取点を得て、終始優位に進め、
峻烈なる攻撃と体を張った守りにより、結果
は４－２。激しくはありましたが、決勝戦に
ふさわしいフェアなゲームでした。（調布市
は東京都サッカー協会フェアプレー賞を受賞
しました）

優勝とともにペットボトルでの水かけ。全身ビショビショ。全員水
も滴るいい男。「はい、ポーズ」、笑顔さわやかな「大田っ子」達です。

優 勝 ・ 準 優 勝 チ ー ム の 紹 介

2013年（平成25年）9月 1日	 （公財）大田区体育協会会報『ひろば』第57号	 （5）



ダンススポーツ（混成）

３連覇を報告します
大田区ダンススポーツ連盟	会長　小山　明

　昨年の本稿執筆以来のプレッシャーから、
ほんの一瞬解放されました。６月９日駒沢総
合体育館決勝のフロア。ダンススポーツ３年
連続優勝の瞬間です。

　私事になりますが、体調を崩したため今年
は代表選手から外れ、大会の進行役に立場を
変えて当日の試合に臨みました。
　選手として出場できない歯痒さは否定しま
せんが、我が大田区チームには全幅の信頼を
置いています。大田区代表は予選・準決勝と
自信を持って演技を披露し、ライバルチーム
の取りこぼしが目立つ中、昨年同様に全員が
決勝に進出しました。この時点で３連覇を確
信しました。
　過去５年間で優勝４回・準優勝１回の常勝
大田区チームは、勝って当たり前、負ければ
ニュースになります。「負けるわけにいかな
い、少しのスキも見せられない」こんな考え
が邪念につながらなければよいと、大横綱た

ちの心の内を少し垣間見る思いでおります。
大田区体協・ダンススポーツ連盟会員・役員・
選手一同が、また一年間心地良いプレッ
シャーとの闘いです。

弓道（女子）

1 0 年 ぶ り の 優 勝
大田区弓道（女子）チーム	監督　古田　健一

　平成25年５月19日（日）東京都武道館で行わ
れました。出場は全45チーム、予選は四矢を
２回、計８射の的中数により上位８チームが
決勝トーナメントに進みます。

　今年は練習から成績が良く、予選突破を目
標に一本一本を大切に引くよう、頑張ってき
ました。しかし、試合になると緊張からか今
まで出たことのないような射が出て、予選の
１回目から手に汗握る状態でした。予選２回
目が終わり決勝トーナメントに残り、安堵と
更なる緊張が起こりました。
　決勝の一回目は調布市、６対６の同中一本
競射で競り勝ち、二回戦は町田市、５対５、
またか…持っている予備矢が汗で濡れないよ
うに気が気ではありませんでした。そして、

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

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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またも競り勝って優勝決定戦へ。あとはどれ
だけ普段通りの射ができるかどうかです。弓
道の場合は声を出しての応援はできません。
心の中で「いつも通りの射を！」と思い、後ろ
姿を見ていました。
　優勝が決まり道場から出てやっと「良く頑
張りました。おめでとう」と声を掛け合い応
援の方々の笑顔に包まれました。新弓道場で
練習ができたこともとてもプラスになったと
思います。また、来年に向けて「次は私が選
手に！」とうい方々と切磋琢磨し稽古に励み
たいと思います。

バスケットボール

男女なかよく準優勝
大田区バスケットボールチーム	監督　小林　正明

　今年もやりました、大田区選手団男女総合
優勝。男子２連覇、女子４連覇。バスケット
ボール競技はこの連覇に大きく貢献すること
ができ光栄に思います。
　先ず、男子１回戦、狛江市に112対52で快勝。
２回戦目を昨年３位の練馬区に前半は苦戦す
るものの終わってみれば100対74という大差
で勝利しました。この１勝が大田区総合優勝
へ大きく貢献することになります。その後、
墨田区を93対72で破り、新宿区に87対82の接
戦で勝利。新宿に勝った時点で30数年ぶりの
ベスト４入りです。準決勝は昨年優勝してい
る足立区に77対71と接戦の末、勝利しました。
決勝戦は、女子の決勝戦を挟んで準決勝と同
じ日に行われました。優勝旗奪還を目指す葛

飾区と64対66という最後の最後残り１秒を残
してまで優勝の行方が分からない一戦でした
が葛飾区に優勝旗を持って行かれてしまいま
した。この悔しさをバネに、来年は優勝を目
指しチームは再スタートをしました。
　もし２回戦目で練馬区に負けていて練馬区
が準優勝していたら、大田区が参加点の１点
で、練馬区が準優勝で10点とすると、男子総
合で大田区134点、練馬区138.5点で総合優勝
を練馬区に持っていかれるところでした。

　女子はぶっちぎりの総合優勝ですが、総合
第２位の世田谷区に73対62と準優勝で勝利
し、得点差をさらに広げることができました。
　女子も１回戦から戦績を紹介します。昨年
優勝していますので２回戦からのスタートと
なりました。国立市に97対32と昨年優勝チー
ムの貫録を見せ快勝。３回戦は品川区に79対
66で勝ち。４回戦を昨年５位の渋谷区に79対
54で勝利。準決勝は世田谷区。その後男子の
準決勝を挟んで、港区と対戦しましたが、世
田谷区戦での疲れが残っていたのか前半は５
点差をつけて折り返すものの第３ピリオドで
逆転を許し52対75で敗れ連覇を達成すること
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が出来ませんでした。来年優勝旗奪還に向け
頑張ります。

　東日本大震災の後、なでしこジャパンが世
界選手権で優勝し、日本国民の多くに感動と
希望を与えました。大田区の選手団も総合優
勝することにより少なくとも区内のスポーツ
関係の皆さんに元気を与えていると信じてい
ます。「スポーツでまちを元気にする」ってこ
んなことから始まるのではないでしょうか？

ゴルフ（女子）

「 ゴ ル フ 大 好 き 」
大田区ゴルフ連盟	監督　野崎　裕子

　大田区のゴルフ連盟は、今年で18周年にな
ります。始まった時から割に女子会員が多く、
年４回のコンペを楽しみに親睦を図ってきま
した。
　66回の都民大会も26チーム中、総合で準優
勝と個人でも村上さんが２位に入り、皆さん
で心を一つにして頑張ってくださいました。
それぞれに家庭を持ち、子育てもしながらの
ゴルフです。ご家族の協力なしには出来ない
ことですが、皆さんお忙しい中、上達を目指

して努力されています。ゴルフ大好きなので
す。練習ラウンドと本番と他のスポーツより
割と高額な自己負担になりますが、気持ち良
く出場してくださっていることに、心から感
謝です。
　「歩ける限り、ゴルフはできる」と昔から
コーチや先輩から聞いていました。腰が悪く
なり、膝が痛くなっても、スコアが増えてい
くことにがっかりしながら、何とか一つでも
二つでも数が少なくなることを目指して、ラ
ウンドを続けています。「ゴルフ大好き」なの
です。今年私は80歳になりゴルフも53年目で
す。でも何とか歩ける幸せを感じながら月３、
４回はラウンドしています。これからも、永
年楽しませていただいたゴルフに、有難うの
気持ちを込めて、ゴルフ大好きな方達のお力
になるため、連盟の皆さんとお手伝いさせて
いただきます。
　最後に、次の都民体育大会も大田区の代表
として、上位目指して頑張ります。

陸上競技（女子）

復 活 の 準 優 勝
大田区陸上競技協会　副理事長　大内　邦彦

　長年続けてきた選手強化がようやく実を結
び始めました。
　2009年（62回）の５位から４位、１位、３位
と続き、今年2013年（66回）は、２位と上位を
狙えるような選手層に成長しました。
　選手編成上、今年は嬉しいことがありまし
た。やり投げの黄金コンビが戻ってきたこと

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

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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です。今年やり投げで優勝（１位）した田中選
手は、昨年は出場しませんでしたが、５年連
続優勝しています。また、今年３位の青海選
手は、昨年は出場しませんでしたが、ここ４
年ほど２位、３位と連続入賞しています。驚
くことに青海選手は学生時代から参加し、途
中、出産で３回ほど休みましたが、19年間も
出場してくれています。しかも、記録は４～
５年前よりも相当伸ばしています。頭が下が
る思いです。
　また、今年の圧巻はリレーでした。長距離
で参加した選手は、入賞はしたものの満足の
いく記録ではなかったため、「リレーでリベ
ンジする！」と物凄い意気込みでチャレンジ
し、見事２位という素晴らしい結果に貢献し
てくれました。
　年々選手の意気込みが意欲的になってきて
います。今後が楽しみです。

ボウリング（女子） 準優勝

都民大会に参加して
大田区ボウリング連盟	副会長　鈴木　智雄

　第66回都民体育大会「ボウリング競技」にお

いて、大田区女子は準優勝に輝きました。
　大会は平成25年５月12日（日）、調布スポー
ツセンターで行われ、女子の部参加チームは
22区市・約100名（監督・選手）の参加でした。
　大田区女子チームは森野華世選手、西村則
子選手、安藤いく子選手、（長久保勲監督）の
メンバー。

　競技は、前・後半（3G×2）の合計点で争われ、
大田区女子チームは、各選手の活躍で、前半
戦（3G）1,783点でトップとなりました。
　後半戦（3G）は、八王子市が後半1G目で一歩
リードする中、各チームとも上位入賞を目指
し激しい接戦となりましたが、我がチームは、
各選手の奮闘で、みごと準優勝（合計3,471点）
となりました。
　特に森野選手は出産後、初めての都民大会
でおおいに活躍されました。
　ボウリングは、子どもからお年寄りの方ま
で、幅広く親しまれているスポーツです。何
といっても、ストライクが出たときの爽快感
は忘れられません。
　来年以降の大会においても、大田区女子総
合優勝に貢献すべく努力いたします。

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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ゲートボール（女子）

よ ろ こ び の 一 日
大田区ゲートボール協会	選手　水越　崇子

　ゲートボールと縁を持ちまして十余年、本
年の都民大会ほど選手に加わった日より重責
を感じ勝利を願った大会は他に類を見ません。
昨年の男性チームの成績も刺激でしたし近年
の女性チームの体たらく散々な成績も恥ずか
しいものでした。大田区体協、ゲートボール
協会にも面目をつぶしてしまい、本年こそ発
奮しなければの思いでした。心中より勝利の
取得を願いました。
　大会当日は良い日和に恵まれ、静かな闘志
を秘め家を出ました。監督の西山理事長より
力強い励ましもあり、チーム皆一球に心しま
した。予選通過を果たし、決勝トーナメント
まで上りつめ、終了５分前までは完全な勝ち
試合でしたが、今一つの執念が足らず１点の

逆転負けとなりました。残年無念!!	しかし準
優勝もこの上ないよろこびでした。ライフ
ワークとして今後も健康を目的に続けるだろ
うゲートボールに自信がつきました。
　関係者の皆様の応援、ご協力に感謝申し上
げます。うれしい、よろこばしい１日有難う
ございました。

受付日の翌日の午前０時から平成26年3月31日午後12時まで

（10）	 （公財）大田区体育協会会報『ひろば』第57号	 2013年（平成25年）9月 1日



大 田 区 剣 道 連 盟
六 十 年 の 歩 み

大田区剣道連盟	会長　西岡　寛治
　当連盟は昭和27年に大田区剣友会として都
剣連に加盟し、翌28年５月大田区剣道連盟を
創立。平成23年に60周年事業として記念大会・
懇親会・記念誌を発行いたしました。大田区
区民スポーツ大会春・秋剣道大会、指導者へ
の年１回の合宿研修会、年２回の指導者講習
会を範士八段豊村東盛先生の講師で指導者の
心技向上を図っております。
　小・中・高校生にはジュニア強化練習を講
師に豊村先生を迎え５年間の実施でレベル
アップしております。また、次代を担う若手
の育成にも数多くの練習会を開催しておりま
す。これまでの成果が都民生涯スポーツ大会、
家庭婦人大会、城南四区親善大会等の優勝、

そして都青年大会三位、都民大会五位、都少
年剣道大会準優勝に表れております。
　伝統文化の継承、そして生涯剣道をめざし、
青少年の健全育成に尽力してまいります。
　今後ともご支援、ご協力をお願いし、皆様
方のご健勝を祈念し挨拶といたします。

〒 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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東京都野球連盟

　「２０１３年度　公益財団法人 日本野球連盟スローガン」

野球で繋ぐ地域との架け橋
～ 喜 び と 感 動 を Ｊ Ａ Ｂ Ａ と 共 に ～

日本野球関東地区連盟

東 日 本 大 震 災 復 興 支 援
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〒144-0032　東京都大田区東蒲田1-11-1

皆様のご利用を心よりお待ちいたしております。

大田区総合体育館 検索

「する」スポーツと「みる」スポーツを基本コンセプトに
スポーツ事業を推進・展開します。
「する」スポーツでは、区民がスポーツに親しめるよう、
施設利用はもちろんのことスポーツ教室などの事業を
行います。
「みる」スポーツでは、各スポーツのリーグや、
国際試合・全日本レベルの大会を誘致します。

※多目的な使用が可能なサブアリーナ 

※4,000席の観客席を備えたメインアリーナ 

大田区総合体育館 

大田区総合体育館

TEL 03-5480-6688
HP：http://ota-sports.jp

「する」「みる」スポーツにご参加ください！

カ ヌ ー ス プ リ ン ト

10／ ４ （ 金 ） ～10／ ７ （ 月 ）

正 式 競 技
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インディアカを　　　
　楽しんでみませんか!!

◆【インディアカ】はどんなスポーツ？
いつでも誰でも出来るニュースポーツです。
バトミントンコートでネットごしに赤い羽根を
３回以内で相手に返す、対戦型スポーツ。【相
手がサーブを打ち、レシーブ･トス･アタックを
駆使し、相手コートに落として得点を取る】　
基本的に、手のひらで羽根を打ちます。片手の
ひじから指先まではOK。体･頭等はアウトです。

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ 4人 対 4人

アタックトス

レシーブ

移動

ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ 4人 対 4人

トスアタック

アタックトス

レシーブ

移動

レシーブ

◆練習見学・入会ご希望の方は（区内チームを紹介）
連絡先：大田区インディアカ連盟　事務局：齊藤
電話・FAX　03－3737－7083

電話・ＦＡＸ：０３－３７３７－７０８３“OTAふれあいフェスタ”で
加盟団体の活動などを紹介

　今年で24回目となる「OTAふれあいフェス
タ」が、地域のふれあいと交流の輪を広げて
いくことをテーマに、11月16日（土）、17日（日）
の２日間、平和島競艇場をメイン会場として
開催されます。
　当協会では、加盟団体の活動などの紹介と
ともに、お見えになった皆様に楽しんでいた
だくためにダーツゲームを予定しています。
　多くの皆さまのご来場をお待ちしています。

首都大学野球連盟

【加盟校】

・足利工業大学 ・桜美林大学 ・城西大学 ・成城大学

・玉川大学 ・大東文化大学 ・筑波大学 ・帝京大学

・東海大学 ・東京経済大学 ・獨協大学 ・日本体育大学

・武蔵大学 ・明治学院大学 ・明星大学

⃝会　長　 松前 達郎 （公益財団法人 日本学生野球協会名誉会長）
⃝理事長　 尾郷 良幸 （公益財団法人 全日本大学野球連盟副会長）
⃝事務局　〒 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-28-4 東海大学内

連盟広告_2013.indd   1 13.7.26   2:01:31 PM

<　OTAふれあいフェスタ 2012　>
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大田スポーツサミット 2013

　今年も昨年に引き続き「大田スポーツサ
ミット2013」が開催されました。
　川淵三郎氏の基調講演に続き、「スポーツ
でまちづくり、ひとづくり」をテーマに平成
25年５月18日（土）大田区民プラザ大ホールに
おいて開催しました。当日は450名を超える
皆様方のご参加をいただきました。
　講演内容は「夢があるから強くなる」と題し
て（公財）日本サッカー協会最高顧問川淵三郎
氏に基調講演をいただきました。その後「ス
ポーツでまちづくり、ひとづくり」～地域コ
ミュニティーの形成と地域スポーツクラブの
育成～をテーマに、シンポジウムに移りまし
た。コーディネイターは神奈川大学教授大竹
弘和氏、シンポジストは（公財）日本サッカー
協会最高顧問川淵三郎氏、文部科学省スポー

ツ・青少年局スポーツ振興課連携推進係長竹
河信裕氏、ＮＰＯ法人高津総合型スポーツク
ラブＳＥＬＦ副理事長菊地正氏、帝京平成ス
ポーツアカデミー事務局南木恵一氏の各氏か
ら地域スポーツクラブの設立・運営支援等の
取り組み状況の報告を受け、会場の地域のス
ポーツ指導者をはじめとする多くの方々と
「何故いま、地域スポーツクラブなのか」につ
いて熱い議論が交わされ、盛況のうちに終了
することができました。
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平成25年度
大田区体育協会表彰

【体育功労者】（順不同） 14名

氏　　名 所属団体名
蜷川　和子 大田区インディアカ連盟
小松　紀子 大田区スポーツ少年団本部
小田　勝洋 大田区スポーツ少年団本部
高階　和子 大田区テニス連盟
中澤とく子 大田区テニス連盟
井上　雪江 大田区なぎなた連盟
波田野治之 大田区軟式野球連盟
榎本　慎司 大田区軟式野球連盟
小余塚章義 大田区軟式野球連盟
藤沢　友子 大田区ボクシング連盟
大内　洋子 大田区ミニテニス連盟
倉方　敏秋 大田区ミニテニス連盟
上野　久代 大田区民踊連盟
平井　文男 大田区ラジオ体操会連盟

【スポーツ功労者】（順不同） ２名

氏　　名 所属団体名
久保田秀敏 大田区ウェイトリフティンング協会
保井俊一郎 大田区ウェイトリフティンング協会

【体育優良団体】（順不同） ２団体

団　体　名 代　　表
大田区サイクリング連盟 中島　雅良
大田区なぎなた連盟 大井　幸枝

平成25年度
東京都体育協会表彰

【生涯スポーツ功労者】 1名

氏　　名 所属団体名
高井貞太郎 大田区インディアカ連盟

【生涯スポーツ優良団体】 1団体

団　体　名 代　　表
大田区水泳協会 鈴木　耕司

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

DesigningPlanning Printing

2-24-26 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo, 146-0092  Tel. 03-3758-7788 Fax. 03-3758-7787 
PHOTO PRINTING CO.,LTD.

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

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 ４－７－17

TEL（０３）３７５７－３６６５
FAX（０３）３７５７－３６６７
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平成25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）

・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 ・城南信用金庫 ・首都大学野球連盟

・日本野球関東地区連盟 ・東京都野球連盟

【個　　人】
・石原　宏高　・平　　将明　・松原　　仁　・鈴木　晶雅　・神林　　茂　・藤井　　一

・遠藤　　守　・鈴木　章浩　・安藤　　充　・岸田　哲治　・高瀬　三徳　・田中　一吉  

・野呂　恵子　・深川　幹祐　・松原　秀典　・松原茂登樹　・丸山　かよ　・横川　敏男

・鈴木　清子　・芳賀　　淳　・尾形　　威　・藤崎　雄三　・金光喜恵子　・横山　富子

・渡辺　秋江　・田村　　亘　・江口　初枝　・谷澤　節子　・羽倉　しげ　・長島　幸江

・豊洲香士子　・俵　　久子　・南須原悦子　・小西　笑子　・荒　　秀子　・上野　久代

・横堀麻佐己　・横山　康夫　・河西　昭夫　・日下部　弘　・星野　　仁　・熊谷　善徳

・堀口　健男　・室中　道雄　・遠藤　銀蔵　・倉澤　隆司　・杉原　栄一　・高橋　弘樹

［平成25年8月１日現在］
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◇賛 助 会 費 の お 礼◇
大田区体育協会	理事長　西野　善雄

　平素から当協会の運営にご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。平成25年度も多くの
方々から賛助金をいただき、誠にありがとう
ございました。当協会は本年４月に公益財団
法人に移行しました。皆様からのこの貴重な
財源を活用し、一層公益目的のため事業を進
めてまいりますので、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》	公益財団法人　大田区体育協会
　　TEL.03-5471-8787　FAX.03-5471-8789

平成24年度 事業・決算報告
　平成24年度事業報告及び決算が当協会監事
による監査を経て５月16日開催の理事会及び
５月22日開催の評議員会において承認されま
した。収入の部は、予算現額292,697,144円に
対し、決算額は294,243,554円で1,546,410円の
増、支出の部は、予算現額292,697,144円に対
し、決算額は286,390,797円で差異は6,306,347
円でした。
　事業報告・決算書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。なお
24年度の主な特色は次のとおりです。
①	第65回都民体育大会において、男子、女子
ともに総合優勝しました。

②	「大田のまち」をもっともっと元気にする方
法を考える講演会・シンポジウムを開催し
多くの方々にご参加いただきました。

③	運動不足の解消やシェイプアップを目的と
した「健康体操教室」を始めました。
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【第30回　区民スポ－ツまつりプログラム】
★今年も区民スポーツまつりが、10月14日（月・祝日）の「体育の日」に下記の各会場で開催されます。

☆ 協 力 民 間 施 設 ☆
会場・申込先 内容・対象

ビフレクス　大森 大森北1-10-14 LUZ大森2F 5767-7395 ホグレルマシンジム、フリースペース １６歳以上
ウェルネスコンプレックス　レテ 西馬込2-34-1 3772-6680 マンツーマンでのストレッチポール体験会 小学生以上
馬込テニスクラブ（貸しコート） 西馬込2-34-1 3776-8030 はじめてのテニス体験会 高校生以上

◇ ほ か の 日 程 で 実 施 す る 会 場 ◇
日程 会　場 内　　　容

10月 6日 松仙小学校 第24回ふれあい久が原大運動会
10月 6日 雪谷小学校 雪谷地区９自治会スポーツまつり
10月 6日 六郷文化センターほか 六郷ウォークラリー大会
10月20日 本門寺公園グラウンド 池上スポーツまつり
10月20日 ふれあいはすぬま 第４回かまにしふれあい運動会

実施会場 実施内容

大田区総合体育館

ミニバスケットボール大会＆ク
リニック、和弓で的あて、楽し
く踊ろうエアロビクス、私の健
康づくり大作戦！体力測定・模
擬店など

大森スポーツセンター

スポーツとケガ、空手初心者体
験コース、少林寺拳法教室、ボ
クシング体験コーナー、合気道
教室、ウェイトリフティング体
験練習、バトントワリング体験、
トレーニングルーム無料開放と
楽しい教室

大森第五小学校 ミニテニス初心者体験会

大田スタジアム

的あてゲーム、ニアピンコンテ
スト、ソフトボール親善試合、
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

中央五丁目公園 冒険遊び場体験

池上会館 はじめてのフォークダンス・レ
クダンス

平和島公園プール 楽しい水泳教室
大森西区民センター バドミントンしませんか？
大森ふるさとの浜辺公園 カヌー体験教室
森ヶ崎公園運動場 タッチ＆タグラグビー体験教室
南馬込文化センター 親子でぶらっとテニス体験
大田文化の森 みんなで太極拳に挑戦しよう

池上文化センター みんなで楽しむカンフーと武術
太極拳！

美原文化センター テコンドー体験教室
平和島ユースセンター ソフティテニス体験教室

嶺町文化センター

健康づくり・健康相談、スポー
ツとケガ、体力測定、シニア健
康体操、・キッズダンス、ノル
ディックウォーキング

実施会場 実施内容

東調布公園プール

マラソンスイミング、小学生の
水泳教室、アクア教室、子ども
自由あそび、バルーンアートな
ど

東調布公園野球場 グラウンド・ゴルフ体験教室
東調布中学校 楽しく遊ぼうバスケットボール
大森第六中学校 スポーツいろいろ体験ツアー
東蒲小学校 体力測定

大田区民プラザ 卓球を楽しむ会、スポーツとケ
ガ

大田区民センター
楽しく踊ろう社交ダンス、ダン
ススポーツ、スポーツ吹矢教室
体験会

矢口区民センター

大田区玉入れ競技、吹矢、ミニ
テニス、筋肉筋力年齢テスト、
キンボール、温水プール、ドッ
ヂビー

蒲田小学校 太極拳をやってみよう
ガス橋付近河川敷 ボート教室
ガス橋緑地 こども乗馬
萩中文化センター インディアカ体験会
萩中集会所 民踊で楽しく踊ろう
萩中公園・プール
萩中公園野球場

アクアスロン大会（水泳・ラン
ニング）

コミュニティーセンター羽田旭 釣り体験・ビームライフル射撃
体験

萩中小学校・出雲中学校
健康づくり・ニュースポーツに
チャレンジ、体力測定、健康相
談

多摩川緑地

ゲートボール体験教室、サッ
カー教室、親子陸上トライアル、
釣り体験コーナー、エアートラ
ンポリン
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★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。
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 1日 平和の森公園 アーチェリー場 当日会場受付（9時～）
2 合気道演武 10月 6日 南馬込文化センター 体育室  9月28日
3 アマチュアレスリング 10月27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 12月 1日 大田区民プラザ 体育室 11月12日
5 インディアカ 11月17日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 1日
6 ウエイトリフティング 平成26年2月2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）
7 エアロビクス  9月29日 池上会館 集会室　  9月28日
8 空　手　道 11月 9日 大森スポーツセンター アリーナ  9月 5日
9 弓　　　道  9月22日 大田区総合体育館 弓道場 当日会場受付（9時30分まで）
10 クレー射撃  9月 1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  9月22日 六郷橋緑地ゲートボール場  9月 9日
12 剣　　　道 11月10日 大森スポーツセンター アリーナ  9月25日
13 ゴ　ル　フ 10月 2日 市原市｢太平洋クラブ市原」  9月 2日
14 サ ッ カ ー  9月 1日～12月22日 多摩川緑地サッカー場　ほか  1月10日
15 柔　　　道 10月20日 大森スポーツセンター アリーナ  9月27日
16 少林寺拳法演武  9月15日 大森スポーツセンター アリーナ  8月15日
17 スキー競技 平成26年1月19日 南魚沼市「五日町スキー場」 平成25年12月19日
18 相　　　撲 10月 6日 梅屋敷公園 相撲場 当日会場受付（11時～12時30分）

19
ソフトテニス（一般）  9月15日 六郷橋緑地庭球場  8月23日
ソフトテニス（小学生）  9月 1日 六郷橋緑地庭球場  8月23日
ソフトテニス（中学生） 10月12日 ガス橋緑地庭球場  8月23日

20 ソフトボール  9月 1日～10月27日 ガス橋緑地野球場　６～８号面  7月27日

21
卓球（小･中･高校生）  9月 7日 大森スポーツセンター アリーナ  8月18日
卓球（一般）  9月 8日 大森スポーツセンター アリーナ  8月18日
卓球（Ⅱ部） 10月 5日 大森スポーツセンター アリーナ  9月15日

22 ダンススポーツ 平成26年1月26日 大森スポーツセンター アリーナ 12月16日
23 釣魚（カワハギ） 10月13日 三浦半島「油壷沖」 10月 4日
24 テニス（ダブルス）  9月 7日～10月 6日 本羽田公園庭球場ほか  7月22日
25 な ぎ な た 11月10日 大田区民プラザ 体育室 10月 5日
26 軟 式 野 球  8月25日～11月 4日 大田スタジアム・多摩川緑地野球場  6月 1日～ 6月15日
27 区民ハイキング  9月29日 大磯　湘南平  9月13日
28 馬　　　術 10月27日 綾瀬市「綾瀬乗馬クラブ」 10月18日

29
バスケットボール（一般・シニア） 9月 2日～10月19日 大森スポーツセンター アリーナ  8月 2日
バスケットボール（少年） 11月23日・11月24日 大田区総合体育館 メインアリーナ 10月31日

30
バドミントン（Ⅰ部・中学生） 9月28日 大田区総合体育館 メイン・サブアリーナ  8月28日
バドミントン（Ⅰ部・一般）  9月29日 大田区総合体育館 メイン・サブアリーナ  8月28日
バドミントン（Ⅱ部） 11月 4日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 4日

31
バレーボール（一般・6人制） 10月27日～11月 3日 大森スポーツセンター アリーナ 10月16日
バレーボール（中学生・6人制）11月30日・12月14日 大森スポーツセンター アリーナ 11月20日

32 ハンドボール 11月23日・11月24日 大森スポーツセンター アリーナ 11月 9日
33 武術太極拳 12月 7日 大森スポーツセンター アリーナ 10月25日
34 ボウリング 10月20日 蒲田イモンボウル 当日会場受付（９時～９時50分）
35 ボクシング 11月10日 ゴールドジム・サウス東京 10月25日
36 ミニテニス（ダブルス） 12月 1日 大森スポーツセンター アリーナ 11月17日
37 民　　　踊 12月 1日 大田区民ホール アプリコ　大ホール 10月28日

38
ライフル射撃（小口径） 10月27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） 11月10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16日 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場  9月 2日
40 レク・フォークダンス 11月10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10日 横浜市　こどもの国 11月 1日
42 自転車走行会 10月 6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

【第66回（平成25年度） 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］】

（20）	 （公財）大田区体育協会会報『ひろば』第57号	 2013年（平成25年）9月 1日


