
（財）大田区体育協会会報平成１７年３月２８日 （1）

題　字　　名誉会長　古　岡　　　勝�

平成１７年３月２８日　　第４０号
発　行 （財）大 田 区 体 育 協 会
発行人   専務理事　渡  邉  和  彦
編　集 （財）大 田 区 体 育 協 会

企 画 部
〒143-0016   東京都大田区大森北1－32－10
大 田 区 入 新 井 特 別 出 張 所 内

電話・ＦＡＸ（03）3 7 6 8－7 2 2 7
（03）3 7 6 8－3 3 3 6

平成平成平成 1 71 71 7 年 度年度年度

事業計画事業計画事業計画・・・予算が決まる予算が決まる予算が決まる

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

　平成１７年３月１７日に開催された理事

会、２２日の評議員会で、平成１６年度体育

協会補正予算並びに平成１７年度事業計画及

び予算が審議され決定しました。

　体育協会の予算は、体育協会が独自で行う

ための事業（自主事業）経費と大森スポーツ

センターなど体育施設の管理・スポーツ教室

など区から受託している事業（受託事業）経

費とで構成されています。

　１６年度補正予算は、繰越金を財源に「加

盟団体加入金相当額」９２０万円を積立金と

して積み立てることを内容としています。

　１７年度の予算総額は、３億４千６７５万

４千円で、前年度に比べ２千７１６万６千円

の減額になりました。減額の主なものは、独

自事業で約１千３００万円、受託事業等で約

１千４００万円ですが、前者は、１６年度補

正予算で計上した「積立」に起因するもの、
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　また、後者では、体育施設の管理業務の見

直しなどによる節減が大きな減額要因になっ

ています。１７年度の主な事業内容は次のと

おりです。なお、詳しい内容は、体育協会ホー

ムページに掲載しています。

● 事業計画 ●
自主事業

１　年少者スポーツ育成事業

　　・ドッジボール大会、卓球大会、ミニバ

　　　スケットボール大会、バドミントン教

　　　室、野外活動教室

　　・スポーツ少年団本部への助成

　　・スポーツ観戦

２　競技力向上対策等事業

　　・都民体育大会参加選手育成強化費及び

　　　参加費の助成

　　・加盟団体に対する補助金の交付

３　スポーツ振興事業

　　・加盟団体指導者等に対する講習会・研

　　　修会の実施

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　春季及び秋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　都民生涯スポーツ大会等への代表選手派

　　遣

４　歩こう大会とレクリエーションの集いの

　　実施

５　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、ミニテニス

６　スポーツ奨励事業の実施

　　・オリエンテーリング

　　・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、大田区体育館、

　　大田スタジアムの管理

● 予　算 ●
予算総額　３億４千６７５万４千円

主な収入

・基本財産運用　　　　１，１５８千円

・加盟団体分担金　　　１，３８０千円

・賛助会費　　　　　　２，７００千円

・教室参加料　　　　　　　４８８千円

・受託収入等　　　３３２，９４１千円

・雑収入　　　　　　　３，０８５千円

主な支出

・事業費　　　　　２６５，５５０千円

　職員人件費、年少者スポーツ育成事業

費、競技力向上対策等事業費、スポーツ振

興事業費、広報費、加盟団体振興補助金、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、大森スポーツセンター、大田区体育館、

大田スタジアム管理経費等

・管理費　　　　　　　７千６５１万円

　職員人件費、事務局事務費

・周年行事積立金　　　　　５００千円

・基本財産積立　　　　１，０００千円

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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映画とハワイアンの夕べ

　２月２４日、大田区民ホール・アプリコで

大田区体育協会主催の「映画とハワイアンの

夕べ」が開催されました。

　この事業は、加盟団体会員相互の融和親交

を図ることを目的に、第一部をハワイアン演

奏、第二部をスポーツ関連映画として実施し

たもので、１３０名を超える参加者があり、

楽しい一夜を過ごしました。

　第一部のハワイアン演奏は、「シルバーレ

イ・アイランダース」という男性５名、女性

１名で構成されたアマチュアバンドで、男性

の平均年齢が７４歳、最高齢者は８８歳とい

う超ベテランの皆さんです。当体育協会の高

木雄司副会長もメンバーの一人で、ウクレレ

奏者兼メインボーカルとして参加しました。

　演奏、歌声ともに非常に若々しく、昔懐か

しい曲目で参加者を魅了し、常夏のハワイに

いるような気分にさせてもらえました。

　第二部の映画「シコふんじゃった」は、廃

部寸前に追い込まれていた大学相撲部に、単

位ギリギリながらも就職が決まり、楽して人

生を過ごしていこうとしている４年生が勧誘

され入部してくる。あわれ飽食の学生天国か

ら汗と埃にまみれた男の裸が激突する運動部

地獄へ堕ちていく。しかし彼は、そこに今ま

で経験したことのなかった熱く魅力的な何か

を見つけ出していく。

　この学生の苦悩を喜劇風に描いた映画でし

たが、「こんな面白い映画見たことない」と

大変好評でした。

第58回都民体育大会の幕開け

　春季大会に先がけて、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。

　春季大会は、それぞれの種目でベストを尽

くし、昨年（男女とも総合４位）の戦績を上

回る成果を期待いたします。

〇夏季大会

①水泳競技会　　（平成16年8月 8日実施）

＜正式競技＞　　東京辰巳国際水泳場

　　　　　　　　　男子１５位　　女子７位

②ゴルフ競技会　（平成16年8月23日実施）

＜公開競技＞　　青梅ゴルフ倶楽部

　　　　　　　　　男子２２位　　女子２位

〇冬季大会

　スキー競技会　（平成17年3月 6日実施）

＜正式競技＞　　長野県菅平高原

　　　　　　　　シーハイルコース

　　　　　　　　　男子、女子とも入賞外　

※　春季大会の実施概要等は、既に各競技団

体へお知らせしていますが、代表選手の推

薦に当たっては、ベストメンバーの選出を

お願いいたします。

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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バスケットボールフェスタ

　２月５日・６日の両日、「大田バスケット

ボールフェスタinWinter2005」が大森スポー

ツセンターで開催されました。

　このフェスタは、大田バスケットボール実

行委員会が主催（体育協会後援）するもので、

５日にはバスケットボール大運動会、６日に

はWリーグに所属する地元のチーム、荏原

ヴィッキーズがトヨタ紡績サンシャインラ

ビッツを向かい入れて、公式戦を行いました。

　一進一退の息詰まるゲームでしたが、荏原

チームが接戦の末、ゲームをものにしまし

た。　公式戦の試合に先立ち行われた地元小

学生と他区チームとの親善試合では、男女と

も大田区チームが勝利しました。

　小学生とも思えない素晴らしいプレーに、

集まった１，２００名の観衆は、ただただ感

心し、感嘆の声を上げていました。

新年懇親会が盛大に

　平成１７年の新年を寿ぐ大田区体育協会の

懇親会が１月２１日、大田区民ホールアプリ

コで盛大に開催されました。

　厳しい寒さにもかかわらず、会場は、各界

からの来賓を始め、加盟４６団体の代表な

ど、３００人近い参加者で埋まりました。

　定刻の午後６時３０分、体育協会の尾崎　

副会長の司会で会が始まりました。高木雄司

副会長の開会の言葉に続き、主催者代表とし

て挨拶に立った西野善雄会長からは、新しい

年を迎えた慶びと体育協会の躍進を誓った力

強い言葉がありました。

　来賓代表の田口　仁区議会副議長、細嶋徳

明教育長のお二人から祝辞をいただき、鏡割

りの後、白銀正明常務理事の乾杯の音頭で宴

が始まりました。

　おいしいお酒と盛り沢山の料理が用意され

た会場のあちらこちらでは、話の輪が広が

り、親交を暖めていました。余興として行わ

れたオリンピックを中心としたスポーツクイ

ズでは、楽しい商品が当たるとあって大いに

盛り上がりました。

　予定された２時間が瞬く間に過ぎ、会を惜

しみながら司会者の音頭でお開きになりまし

た。

　この会を担当された企画・財務部会の皆さ

ん大変お疲れ様でした。

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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第21回区民スポーツまつり結果

　１０月１１日の体育の日（一部10月2・3・

17日開催）に、大田区区民スポーツまつりが

行われました。今年は台風の影響により残念

ながら、多摩川緑地会場での行事が全面的に

中止になりました。また、そのほかの屋外行

事も一部中止となりましたが、昨年と同様、

身近な区民施設・民間施設を活用したまつり

には、１万１千３百人が参加し、楽しい１日

を過ごしました。

　大田区体育館では開会式の後、昨年にひき

続き少年少女ドッジボール大会（参加２５

チーム、３４４名）が行われ終日熱戦が展開

されました。

成績は次のとおりです。

　・優　勝　　道塚ドリームウイングス　

　・準優勝　　入四ファイター

　・三　位　　女塚ゴッチャンＦ

　・四　位　　ミドリ

表彰式での「道塚ドリームウィングス」の選手たち
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大田区スポーツ少年団本部
創設30周年を迎えて

　　　　　　　　　　　　

　大田区スポーツ少年団本部は、昭和４９年

１０月、スポーツを通じて区内少年の健全な

心身の発達とスポーツ少年団の育成・指導に

寄与することを目的に設立されました。

　設立以来、歴代の本部長の輝かしい足跡のも

とに実績を積み重ね、ここに創設３０周年を迎

えることが出来ました。設立当初は、１３団体、

２００名の組織でしたが、団体数、会員数も

徐々に増加し、現在では、１６団体、４５０名

の団員を擁する組織となりました。

　これも偏に本部役員、団指導者、母集団、

さらに大田区体育協会の各競技団体のご支

援、ご協力のお陰と深く感謝申し上げます。

平成16年11月 23日創設30周年記念祝賀会開催

　この３０年間を顧みますと、昭和４９年１１

月「結成式典」以来活動も区内にとどまらず、

東京都競技別交流大会や関東大会に参加しそれ

ぞれの成績を上げています。

　また、平成元年には模範青少年団体として、

東京都青少年健全育成功労者表彰、平成３年

日本スポーツ少年団顕彰（故湯本重敏本部

長）、平成５年日本スポーツ少年団顕彰（現伴

知子本部長）、平成１０年日本スポーツ少年団

顕彰（市区町村団体）、平成１４年日本スポー

ツ少年団創設４０周年記念表彰で大田区ス

ポーツ少年団指導者２３名が表彰されました。

　現在大田区スポーツ少年団では、軟式野

球・ソフトボール・なぎなた・ミニバスケッ

トボール・バドミントン・空手・水泳等で活

躍しております。

　今年も各団、新団員の入会を募集しており

ますので宜しくお願いいたします。

　これからもさらに努力を傾注し、スポーツ

を通じ子どもたちの健全育成に努めてまいる

所存ですので、皆様のより一層のご支援、ご

協力をお願いいたします。

（スポーツ少年団本部　関澤　彰二郎）

第57回区民スキー大会

　１月３０日（日）区民スキー大会が新潟県

六日町ミナミスキー場で５５名の選手の参加

により開催されました。

　この大会は、昨年までは上越国際スキー場

で行われていましたが、参加者の減少や同ス

キー場の大会日程の関係から会場を変更して

ほしいとの要望が出されていました。

　そこで、大田区スキー連盟で会場候補をい

くつか挙げ検討の結果、交通の便も良く、大

会バーンも適当であるなどの理由で新潟県の

ミナミスキー場で行うことに決定しました。

　当日はこの冬一番の寒波で、朝から大雪に

なりました。このため、タイムを計る計測器

の設置など大会準備に時間が掛かり大幅に遅

れての開始となりました。

　寒い中スタートを待たされた選手は、降り

しきる雪に視界を遮られながらも、日ごろの

足前を発揮すべく頑張りました。しかし、悪

条件の中で実力を発揮できずに終わった選手

もいたようです。

　スムーズな大会運営、より多くの方に参加

していただくためのＰＲの仕方など、次回へ
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の課題が残りました。

　この大会の上位入賞者は３月６日に行われ

た都民大会の区市対抗の代表選手として選考

し、出場していただきました。

成績は次のとおりです。

女子三部　１位 加勢陽子　　２位 稲吉万理

女子二部　１位 渡部　尚　　２位 後藤朋子

　　　　　３位 江良裕子

女子一部　１位 坂田恵美子　２位 毛利雅子

男子五部　１位 土屋幸一　　２位 松原　也

　　　　　３位 五十嵐勝次

男子四部　１位 西沢　武　　２位 西塚　順

　　　　　３位 田口栄司

男子三部　１位 栗城賢二　　２位 石井弘行

　　　　　３位 渡辺敦史

男子二部　１位 吉田　裕　　２位 森　雅昭

　　　　　３位 田村彰規

男子一部　１位 山口典弘　　２位 高　　晃

　　　　　３位 手塚和幸

大田区ロードレース大会
盛大に開催

　　　　　　　　　　　　

　去る12月19日（日）に大井埠頭中央海浜

公園周回歩道コース（１周３．２４５ｍ）に

於いて第53回大田区ロードレース大会が開

催された。

　当日は快晴の絶好のマラソン日和となり東

京都内を始め関東近県より９００名近い競技

者が大井陸上競技場に開門前から集まった。

　レースは9時30分中学男女3ｋｍの部より

開始された。男子は激しいトップ争いが続き

ひばりが丘中の田中新選手が最後に抜け出し

9分57秒でゴール1位となった｡女子は第15

回全国都道府県対抗駅伝東京代表となった忍

岡中の渡辺美保選手が圧倒的な強さで独走し

10分 28秒の大会新記録で優勝した。

　10kmの部は10時より一般男子・壮年男子・

高校男子・一般女子・壮年女子の各部同時に

スタートした。レース全体のトップを東京実

業高の筒井・前田両選手が熾烈な争いを演

じ、ついにゴール直前で筒井選手が前田選手

を制して31分39秒で10㎞全体でトップ、高

校の部では大会新で優勝した。一般男子で井

坂俊英（錦城学園）選手が32分26秒、壮年

男子は望月功久（由比石油）選手35分35秒、

一般女子は伊藤真紀選手39分40秒、壮年女

子は東京女子国際マラソンに毎年出場してい

る山口美津子（多摩川クラブ）選手が40分25

秒の記録で各部の優勝者となった。

　12時よりメーンの10マイルがスタートし

た。競技場内を１周半して公園周回の歩道

コースへ一斉に飛び出していった。３㎞あた

りより縦長になり先頭を加曾利・熊澤・藤木

の3選手が競り合い優勝は加曾利喜雄選手と

なった。タイムは54分00秒。

（陸上競技協会　吉川　進）

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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エアロビクスとボクシングの
コラボレーション

　　　　　　　　　　　　

　昨年の１１月２８日、大田区体育館分館で

アマチュアボクシング連盟とエアロビック連

盟共同企画による「ボクシング＆フィットネ

ス」を開催しました。参加者は女性優勢で、

２８人。

　先ずボクシング連盟高木会長より、ボクシ

ングのフォームの説明を受け、エアロビクス

で準備体操。身体が温まったところで、グ

ローブを嵌めました。サンドバッグとパンチ

ングボール打ち、そしてボクシングの本格的

な技術レッスンであるコンビネーションブ

ロー、例えば指導者のパンチをよけながら、

ミットにストレート･フック･アッパーの連続

パンチを打ち込むという、貴重な体験もでき

ました。

　逞しい方は別として、か弱い？私の力では

サンドバッグはビクともせず、反対にパンチ

ングボールは回転しながらメチャクチャに動

いて、連続打ちは至難の技でした。

　タイミングが合わず、打ったつもりがボー

ルに逃げられて、思わずテレ笑い。仕上げは

ボクシングアクションを組み合わせたエクサ

サイズ。皆様、格好よく決まっていました。

最後にクールダウン。「初めての経験で、楽

しかった♪」嬉しいお声を頂きました。

　欲張って１６５分間、お疲れ様でした。

　ボクシング連盟の皆様、紙面をお借りして

感謝申し上げます。アッ、山崎前教育長、

その後筋肉痛は如何でしたかァ？

（エアロビック連盟　松本）

〔大田区アマチュアボクシング連盟〕

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

〔大田区エアロビック連盟〕

 http://aero-fit.tea-nifty.com/

平成16年度各種表彰

　永年にわたり広く地域の体育・スポーツ振

興に寄与している功績に対して、次の方々及

び団体が表彰を受けました。

　おめでとうございます。

文部科学大臣表彰
（平成１６年１０月８日）

  生涯スポーツ優良団体   バトミントン協会

東京都功労者表彰
（平成１６年１０月１日）

　教育功労 　　　　渡　邉　和　彦

東京都教育委員会表彰
（平成１６年１０月１２日）

　体育功労者 　　　　白　銀　正　明

　社会体育優良団体　　クレー射撃連盟

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　



（財）大田区体育協会会報平成１７年３月２８日 （9）

救命救急講習会

　平成１７年２月１３日、大森スポーツセン

ターで大森消防署・東京救急協会の協力のも

とに救急救命講習会を開催いたしました。　

　この講習会は普及部会が毎年２月に開催す

るもので、スポーツにつきものの怪我等に対

する応急手当の技術を習得していただくもの

です。

　怪我人や急病人が発生した時に、その場に

居合わせた人が速やかに正しい手当てを行え

ば、救命効果が向上し、その後の治療経過に

も好い影響を与えることは医学的にも明らか

になっています。しかし、いざ緊急事態に出

遭っても知識や技術を身に付けていなければ

適切に対処することができません。

　そこで、この講習会は、加盟団体が行う各

大会等のなかで、不測の事態が発生した場合

に、近くに居合わせた会員が適切に対処でき

るよう行っているものです。

　講習会は、応急手当の重要性、傷病者の把

握・心肺蘇生法等の講義と実践を行いました。

約３時間の講習会でしたが参加者は時間の経

つのも忘れ、熱心に指導を受け、実践してい

ました。

　講習会への参加者は、加盟１８団体から２８

名、体育指導員６名、計３４名でした。

　普及部会では、この講習会により多くの加

盟団体の方々に参加していただけるよう、働

きかけて行きたいと考えています。

平成16年度少年少女卓球大会

　平成１６年１１月２３日勤労感謝の日、区

立池上小学校体育館で第２０回少年少女卓球

大会が開催されました。

　この大会は、小学校４年生から６年生まで

を対象とした大会で、小学校２４校の生徒男

子５８名、女子１１名が参加しました。試合

は、男子が学年ごとに、女子は、４年生と５・

６年生に分かれて行われました。会場は、子

どもたちの熱気と父兄の声援で大いに盛り上

がりました。結果は次のとおりです。　

男子優勝者

  ４年生の部　　　岡部 拓哉（入新井第五小）

  ５年生の部　　　南 　　力（徳持小）

  ６年生の部　　　村田 智司（馬込小）

女子優勝者

  ４年生の部　　　小田川 桃子（関東学院）

  ５・６年生の部　鈴木 朱々子（徳持小６年）

訃　　報

　平成１６年８月２８日、当協会参与で大田区

ソフトテニス連盟前会長の宮地　晃氏がご逝去

されました。氏は、大田区ソフトテニスの振興

発展に尽力され、平成１１年には、その功績が

認められ文部大臣から表彰されました。

　１２月８日には、体育協会参与の海沼耕作

氏がご逝去されました。氏は、昭和６１年４

月から平成１６年３月までの１８年間の長き

に渡り体育協会の常務理事として、また、平

成９年６月からは嶺町体育会の会長として地

域スポーツの普及のために活躍されました。

ご冥福をお祈りいたします。
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第５８回区民スポーツ大会日程（春季）

種　　　目 期　　　 日 会　　　場 申込締切日

１ テ ニ ス（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 3月12日 ～ 5月  8日 ガス橋・本羽田・平和の森庭球場 　－

２ クレー射撃 3月19日 　 　 千葉県成田射撃場 　－

３ サ ッ カ ー 3月27日 ～ 7月24日 多摩川緑地サッカー場　他 　－

４ ソフトテニス
  （Ⅰ部） 4月  3日 多摩川六郷橋緑地庭球場 　－

　 　　　　　　  （Ⅱ部） 6月  5日 　 　 多摩川田園調布緑地広場庭球場 5月27日

５ ソフトボール 4月  3日 ～ 6月12日 ガス橋緑地野球場　６～８号面 　－

６ 軟 式 野 球 4月  3日 ～ 7月17日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 　－

７ ハイキング 4月  3日 　 　 奥武蔵「美の山」 　－

８ バドミントン 4月  3日 　 　 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　－

９ 弓    道 4月10日 　 　 大田区体育館　弓道場 当日会場（9時30分～10時30分）

10 卓    球
4月16日 小・中・高校生 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　－

　 　 4月17日 一般 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　－

11 合気道演武 4月17日 　 　 南馬込文化ｾﾝﾀｰ 体育室 4月9日

12 ボウリング 4月17日 　 　 平和島スターﾎﾞｳﾙ 大会当日9時30分まで

13 ゴルフ 4月20日 　 　 鶴舞カントリークラブ 4月1日

14 民    踊 4月24日 　 　 大田区民ｾﾝﾀｰ 音楽ﾎｰﾙ 　－

15
バレーボール　一般（9人制） 4月24日 ～ 5月10日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月9日

　 バレーボール中学生（6人制） 6月  4日 ・ 6月18日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月23日

16 ライフル射撃
　　　　　　　　　 未定　　（小口径） 千葉県営射撃場 大会当日8時30分から

　 　 4月29日 （大口径） 埼玉県長瀞総合射撃場 大会当日の10日前まで

17 インディアカ 4月29日 　 　 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 3月11日

18 レク・フォークダンス   5月  1日 　 　 池上会館 当日会場

19 ミニテニス 5月  3日 　 　 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月18日

20 陸 上 競 技 5月  5日 　 　 大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 4月8日

21 エアロビクス 5月  8日 　 　 池上会館 大会前日

22 相    撲 5月  8日 　 　 大田区体育館 相撲場 当日会場

23 バスケットボール 5月11日 ～ 7月24日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月15日

24 ゲートボール 5月15日 　 　 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 4月28日

25 アマチュアレスリング 5月22日 　 　 洗足区民ｾﾝﾀｰ 体育室 当日会場（9時～9時30分）

26 釣    魚（白きす） 5月22日 　 　 三浦半島 金田湾 5月16日

27 ハンドボール 5月22日 ・ 5月28日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月13日

28 柔    道 5月29日 　 　 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月13日

29 馬    術 5月29日 　 　 綾瀬乗馬クラブ 5月16日

30 アーチェリー 6月  5日 　 　 平和の森洋弓場 当日会場

31 居 合 斬 道 6月  5日 　 　 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 大会日３週間前

32 自転車走行会 6月  5日 　 　 神奈川県立東高根森林公園 当日（多摩川ｶﾞｽ橋下広場）集合場所　午前9時

33 ウエイトリフテイング 6月12日 　 　 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 健康体育室 当日会場

34 空  手  道 6月19日 　 　 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 5月13日

35 剣    道 6月26日 　 　 大田区体育館 5月10日

36 ダンススポーツ 8月28日 　 　 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7月25日

37 水    泳 9月  4日 　 　 平和島公園水泳場 7月22日

－ は、申込期限終了
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