
（財）大田区体育協会会報平成２０年９月１日 （1）

平 成 ２ ０ 年 ９ 月 １ 日 　 　 第 ４ ７ 号
発　行 （財）大 田 区 体 育 協 会
発行人   会　長　　西　野　善　雄
編　集 （財）大 田 区 体 育 協 会

企 　　　画　　　 部
〒143-0016   東京都大田区大森北4－16－5
大田区子ども家庭支援センター大森内

電　話（03）5 4 7 1－8 7 8 7
ＦＡＸ（03）5 4 7 1－8 7 8 9

第第第 6 16 16 1 回　都民体育大会回　都民体育大会回　都民体育大会

７年ぶり男女ともに総合優勝７年ぶり男女ともに総合優勝７年ぶり男女ともに総合優勝

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

　第61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

目での熱戦の総合成績を競うものです。

　大田区選手団は、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436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・フェンシング・少林寺拳法（公開

競技）で優勝し、テニス・ソフトボール・アー

チェリー・ハンドボール（公開競技）は準優

勝、3位には陸上競技・ソフトテニスが入り

その他の種目でも多くの入賞を果たし、総合

得点123点と圧勝し、2年連続の総合優勝を

達成しました。

　一方、女子は種目別優勝は逃したものの、

陸上競技・バスケットボール・卓球・ソフト

ボールが準優勝、3位にはスキー・テニス・ボ

ウリングが入り総合得点86点とこれも圧勝

し5年ぶりの総合優勝を成し遂げました。

　この結果、高松宮殿下杯・同妃殿下杯を同

時に授与され、7年ぶりの男女総合優勝の快

挙となりました。

　6月25日には、松原大田区長よりご祝辞を

いただく中で解団式兼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。
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　第61回　都民体育大会 出場チーム・監督・選手

　第61回　都民体育大会 入 賞 種 目・成 績
正式競技

（男子） （女子）
　優　勝 弓　道　　　フェンシング
　準優勝 テニス　　　ソフトボール 陸上競技　　バスケットボール

アーチェリー 卓　球　　　ソフトボール
　３　位 陸上競技　　ソフトテニス スキー　　テニス　　ボウリング
　４　位 ボウリング
　５　位 バレーボール　　ライフル射撃（混成） ソフトテニス
　６　位 　　　　　　　ダンススポーツ（混成） なぎなた
　８　位 サッカー　　　　　　　馬　術（混成）　水　泳

　　　　　　　　　クレー射撃（混成）
公開競技

　優　勝 少林寺拳法
　準優勝 ハンドボール
　３　位 ローラースケート ゴルフ
　４　位 少林寺拳法
　８　位 フェンシング

［正式競技］

陸上競技（男子）　監督　大内邦彦

　選手　［１００ｍ］斉藤雄介・江　和彦    ［２００ｍ］藤村賢一・篠原雄樹    ［８００ｍ］朴　理起・川名純慈

　　　　［１,５００ｍ］阿藤正行・福谷輝夫    ［５,０００ｍ］林　裕介・笠原大康

        　    ［走り高跳び］平山　淳・須藤勇輝     ［砲丸投げ］青山剛太・近藤倫史　［やり投げ］小野田巧・安田晴貴

　　　　［走り幅跳び］柳井佑介・有田史昭     ［三段跳び］織附朋寿・岩崎勝太郎

          　  ［４×１００ｍリレー］斉藤雄介・江　和彦・藤村賢一・篠原雄樹・柳井佑介・岩崎勝太郎

陸上競技（女子）　監督　吉田幹夫

　選手　［１００ｍ］倉方　優・福島まりえ［４００ｍ］野原紀子・高崎みずほ ［５,０００ｍ］丸山真理恵・植村理枝

　　　　［走り高跳び］小林あかね ・蔵本あゆみ    ［走り幅跳び］大須賀友里　［やり投げ］青海順子・田中あゆみ

　　　　［４×１００ｍリレー］倉方　優・福島まりえ・高崎みずほ・丸山真理恵・大須賀友里・蔵本あゆみ

サッカー（男子）　監督　宮本忠弘　　　　　

　選手　杉野志郎・安藤　寿・宮野達也・町　大輔・海老沢生・筒井琢人・大楠幸平・吉井　謙・小澤佳之・三瓶豊加・

　　　　舘　亮太・堀ノ内秀樹・藤崎　翔・吉井　俊・雨宮　透・逸見敏明・斉藤隆司・川畑慶太・茨木　優

テニス（男子）　監督兼選手　勝間　豊

　選手　長田祐治・岩波広明・鍋谷秀紀・本庄勇治・林　直樹

　　　　江淵正浩・長谷川憲一・渡辺泰一郎・菅原　徹 ・ケニー.ジェイムス

テニス（女子）　 監督兼選手　中澤とく子

　選手　田中久子・大竹由紀絵・吉野美穂・鍋谷洋子・金山幸子・三好智枝子・大熊友希子・辰野和美

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・高橋　亨・柳沢聡洋・生井重幸・榎本貴彦・福山孝士・本間文暁・熱海和巳・北村源太・瀬川裕也

　　　　中道浩之・渡辺　穣・田中　僚・松江　工・津谷　錦

バレーボール（女子）　 ［ひまわりチーム］　    監督　郷　　巌　       コーチ　宇野晴彦　  マネージャー　宇野祐香　

　選手　日向野久美子・中村香恵・石川小百合・武内庸子・鈴木砂織・中道利果・堀内智子・松倉晴美・本間　薫 ・

　　　　郷　栄子・臼田久美子・塗師智恵美・松田沙織・古尾谷真理・鈴木香苗
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バスケットボール（男子）　 監督兼コーチ　平野和則　   マネージャー　北嶋和夫

　選手　塙　隆寿・守田雄一・森井隆平・清水允浩・五味裕太・牛山陽介・塚原裕之・浦上和豊・黒川正則・西田武史・

　　　　木村太一・塚原邦晶・石川丈史・福田幹也・国吉祐介

バスケットボール（女子）　監督　北嶋和夫　 コーチ兼選手　三浦芳恵　  マネージャー　佐藤千果子

　選手　青山恵美・伊佐地敦子・潮田朝子・丸尾　忍・新井麻梨・藤本亜佐子・椎木小百合・秋山育美・石井聡子・

　　　　斉藤和枝 ・高橋玲奈 ・大橋美紀・大西真由・楠田亮子

ソフトテニス（男子）  　監督兼選手　落合幸作　

　選手　［一般］和田祐介・高木大作・原　敏夫・米山晃司・谷田部雄太・和田洋太郎・立花良太・端山信幸

　　　　［成年］近藤夏彦・石田康洋・中村光雄・小八木利実　［シニア］北村篤男・佐藤健司・時任宥幸

ソフトテニス（女子）  　監督　鷹西登美子　　

　選手　［一般］林実千代・石田和江・福田淳子・村上希永子　［成年］石川美雪・谷田泰子・稲垣まり子・梅本清美

　　　　［シニア］菊地　薫・国分とみ子・田中たか子・本間　順

卓　球（男子）　監督　宇野二郎

　選手　［一般］伊藤雅也・兼子　啓・安田勝明　［セミシニア］登尾日出男・小西　誠

　　　　［シニア］畠山講史郎・黒坂和美

　　　　［ベテラン］杉谷浩三・今出川美登

卓　球（女子）　監督　川野明子

　選手　［一般］馬場菜穂子・八木真奈美・内村真理　［セミシニア］白井涼子・佐藤　伸

　　　　［シニア］粟生京子・鈴木知子

　　　　［ベテラン］岡本博子・児玉志津子　　　

軟式野球（男子）　 ［東京ガスチーム］　  監督兼選手　  広木雅徳

　選手　［投手］星　敏幸・田坂将太郎　［捕手］池田　亘・川口　賢

　　　　［内野手］岡村樹和・瀧　陽介・斎藤修太郎・山内裕介・勝田　栄 ・愛甲弘明・斎藤雅路

　　　　［外野手］石塚広伸・小宮　周・細川将幸・辻　信博・手塚慎也

馬　術（混成）　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・石森敦子・北嶋隆規・山岸達彦・福田　猛

フェンシング（男子）　監督兼選手　村山　衛　

　選手　［フルーレ団体］桜井宗大・小出　明・土井哲夫・阪本直樹 ［エペ団体］小出智明・福島俊介・中村克彦・齋藤英一

　　　　［サーブル団体］桜井宗大・土井哲夫・小林賢治・服部信利・山崎達也

フェンシング（女子）　監督　村山　直子　

　選手　［フルーレ個人］内川まさ恵　［エペ個人］村山香江子

バドミントン（男子）　  監督　山口高司

　選手　碓井徳近・門井　誠・増田朋之・宮崎浩一・金内正文・田中藤夫・江川博康・野口　清・石井幸男・谷澤和美

バドミントン（女子）　  監督　田中藤夫

　選手　大森美菜子・岩下美奈子・渡辺教誉・伊澤ひろ子・石井笙子・吉川さとみ・三瓶和美・吉森史枝・谷澤由美子

弓　道（男子）　監督　 山昭人　　　選手　滝沢康弘・中嶋一貴・三村　聡・高野哲史・畝本孝志・渡辺雅英

弓　道（女子）　監督　古田健一　　　選手　富澤美佳・吉村智子・田中　繭・小泉郁子・沼里恵子・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　・　菱沼繁俊

　選手　［投手］荒川大輔　［捕手］萩原雄一

　　　　［内野手］石田朋之・三浦勝義・相沢秀夫・大久保勲・坂口　堅・渡辺康秀・成井勇一・大久保佳雄・宮本重義

　　　　［外野手］石坂一樹・笠井健太郎・萩原圭介・東　慎也・小倉聡太・桐島佳宏

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　新里幸弘・荒川　晃

　選手　［投手］荒川　歩・宮本典子・新里のりえ［捕手］田中佐和子・木下千鶴・太田智子

　　　　［内野手］野村美智子・岩本恵里・佐藤良美・佐藤智子・鈴木由起

　　　　［外野手］荒川宏実・渡辺浩美・加藤　恵・河原友美・木島正子・佐藤美絵

柔　道（男子）　監督　本多　諭　　　選手　桜井浩司・斎藤峰暁・真木大彰
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クレー射撃（混成）　  　監督兼選手　渡邉一太　

　選手　内田啓二・北川一三・板倉孝夫・石川一郎・馬場康守・板倉幹夫

ライフル射撃（混成）　 監督　高橋清春　　　選手　佐藤真理・松下　直・宇貿賀洋祐・方山タカシ

剣　道（男子） 　監督兼選手　荻津　太　　　選手　高橋良尚・本田幸博・青木　泉・松崎正太　

アーチェリー（男子）　監督　佐藤龍男　　　 選手　水野　洋・前田弘毅・田中希美

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・竪山龍一・浜田泰洋・金澤文敏・金澤大蔵・蜷川洋平・和田剛士・左近大祐・

　　　　パスパティ.ナート.ムルミ

なぎなた（女子）　監督　堀江寿々枝　　　選手　神澤洋子・井上雪江・市原史津子・福本武子

ボウリング（男子）　監督兼選手　佐藤真那夫　　　選手　宮田健次・丸山　博　　　

ボウリング（女子）　監督　佐藤真那夫　　選手　長久保華世・西村則子・安藤いく子

ゲートボール（男子）　監督　西山　實　

　選手　池田信夫・石綿敏朗・海老沢要・宗像正治・熊田　貢・下重忠勝

ゲートボール（女子）　監督兼選手　西山きみ　　

　選手　須藤キクヨ・間部良子・丸井尚子・羽染昭子・杉山みどり

ダンススポーツ（混成）　監督　熊谷善徳

　選手　［スタンダード］小山　明・小山美香子・川口隆雄・川口はるみ・若杉雄次・若杉俊子

　　　　［ラテン］高橋和則・高橋京子・熊谷善徳・熊谷美知子・稲田満臣・安藤節子

スキー（男子）　監督　天野太郎

　選手　［１部］加藤淳一・高埜　晃・丸山昌平・吉田幸平　［２部］高橋美昭・森　雅昭・山田邦博・小泉奏一郎　

　　　　［３部］栗城　賢二・山崎　淳　　　　　　　　　　［４部］狩野公明・北村　明・西塚　順・柏崎　昭

　　　　［５部］丸山英樹・田口栄司・五十嵐勝次

スキー（女子）　監督　天野太郎

　選手　［２部］斉藤絵美子・後藤朋子・毛利雅子　  ［３部］江良裕子・中谷順子　  ［４部］本田睦子・鈴木マリ子

駅　伝（男子）　監督　 大内邦彦

　選手　川名純慈・林　裕介・下島千明・板西　勉・山口拓也・石田健太・中村雅也・和田　龍　

水　泳（男子）　監督　村田美智世　　　選手　池上賢二・片岡浩一・水間　源・佐々木将之・鹿内　拓・井上慶隆・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新藤公偉・太田隆之

水　泳（女子）　監督　村田美智世　　　選手　太田奈緒・木闇　文・大田恭美・田中良子

［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　黒沼　隆

　選手　阿部浩明・真鍋和博・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・月村太郎・草川和真

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］金渕勇樹・炭本隼吾・大村　良・菅原　崇・白崎延二   ［リレー］朴　竜樹・戸川賢司・尾花勝太

　　　　［フィギュア］高橋宏明・佐藤優介

　　　　［ホッケー］金渕勇樹・大村　良・高橋宏明・朴　竜樹・菅原　崇・佐藤優介・戸川賢司・金子　登

ゴルフ（男子）　監督兼選手　大久保二郎

　選手　 ［Aクラス］小淵　徹・川田　守　 ［Bクラス］黒野浩太郎・亀井宏一・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・黒野美奈

少林寺拳法（男子）　監督　瀬川伸一　　　選手　上小牧　翼・小野寺裕之・上小牧　諒・折橋裕人・平田健一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　類家　勝・秋吉聖也・千場俊範

少林寺拳法（女子）　監督　瀬川伸一　　　選手　加藤雅美・富山こずえ・七海祥江
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●●  優勝優勝・・準優勝チーム紹介準優勝チーム紹介  ●●

むちゅう かいちゅう

「無中から皆中で勝利」

大田区弓道連盟副会長　弓道競技男子監督

山昭人

　昨年は3位に甘んじた。今年は若手でチー

ムが構成できた。皆には言えなかったが5人

チームで、練習での確実性・的中率６～８割、

日本のトップクラスだと自負できるチーム。

さりながら試合は魔物、苦い思いも幾度と味

わっている。弓道は静中の動、動かぬ36cmの
あてき

的との対決、試合の雰囲気、中て気、対戦チー

ムへの意識、強気や弱気が的中に現れます。

常に平常心で自己との戦い、自満の離れが要

求されます。予選１回戦、立順が２番目と早

く、練習の２割減、しかも５月の京都全国大
ないなか

会優勝の兵が無中、不安が走る、監督として
あたり

ここ一番を信じ２回戦に期待、練習時の中り

を取戻し、予選２位でベスト８戦へ。

　トーナメント１回戦、選手相互の気合も乗

り準決勝へ、最初の１射から５射まで連中、

息を飲む６射７射‥‥10射皆中、会場にどよ

めきと大きな拍手がわいた。決勝戦は相手

チームが実力不発で大差、精気と活気が上

回った大田区の勝利。強化練習とチームワー

クでその成果を十分発揮、久々15年振りの優

勝の感激を皆さんと共に味わう事が出来まし

た。選手関係各位に多謝、来年への連覇を目

指しスタート！

少林寺拳法、男子優勝

少林寺拳法大田支部長　瀬川伸一

　5月5日、東京武道館において少林寺拳法

都民大会が行われました。

　大田区からは男子が8人、女子が3人の選

手が出場しました。選手達は気合いと気迫に

満ちあふれ素晴しい活躍を見せてくれまし

た。男子においては、初二段の部で上小牧諒、

折橋裕人、平田健一組が第1位。級の部で類

家勝、秋吉聖也組が第1位。3段以上の部で

上小牧翼、小野寺裕之組が3位という成績に

輝き、総合で見事に第1位となりました。

　単独の部で出場した干場俊範選手も入賞は

しませんでしたが全力を尽くして頑張りまし

た。女子においても、昨年の都民大会より成

績を伸ばした加藤雅美、富山こずえ選手や入

会して日が浅いながらとても努力した七海祥

江選手達の活躍によって総合で4位になるこ

とができました。

　この都民大会という場で選手一人一人が自

分の力を出し切り素晴しい思い出と経験と

なってくれたことを心より嬉しく思います。

　来年は男子・女子共に総合優勝を目指しま

す。もちろん勝つためだけの鍛錬ではいけな

いと思いますが、一人一人の選手が目標を持

ち精進努力して社会にも通用する人造りを信

念に頑張っていきたいと思います。

　その結果として都民大会の成績にも優勝と

いう文字が必ずついてくると思います。
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「継続は力なり」

大田区フェンシング選手団代表　村山　衛

　この度、第61回東京都民体育大会におい

て、大田区が男子、女子共に総合優勝すると

いう快挙の中、私達フェンシング選手団は、

悲願の初優勝を成し遂げる事が出来ました。

　そして、他の競技団体の方々と優勝の喜び

を分かち合えた事が、本当によかったと思い

ます。

　現在、フェンシング選手団は連盟やクラブ

などの組織ではなく、特に名もない有志の集

まりです。私自身、18年前に初めて都民大会

に参加させて頂き、それ以来、毎年様々な方

に出会いお力を得る事で競技活動を続けてく

る事が出来ました。特に前任の故成瀬正澄様

には選手として、大変お世話になりました。

残念ながら8年前に急逝されましたが、優勝

旗を手にする事で、戴いた御恩を少しでもお

返し出来たのではないかと思います。

　フェンシングは欧米ではメジャーな部類

で、オリンピックでも第1回アテネ大会から、

今年の第29回北京大会までの全ての大会で

実施されている数少ない競技のひとつです

が、日本での馴染みは浅く、練習場所の確保

が常に私達の課題となっておりました。今

回、大田区選手団は西日暮里のＤ．Ｆ．Ａ東

京（ﾀﾞｳﾝﾀｳﾝ ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ ｱｶﾃﾞﾐｰ）さんに多大な

ご協力を頂き競技を続けられる事への感謝

と、続ける事の大切さを再認識しました。こ

れからも益々の努力をしていきます。

都民大会に参加して
（全員で掴んだ勝利）

大田区アーチェリー協会　田中希美

　5月11日雨、都民大会には三回出場してい

るが、こんなに天気が崩れたのは初めてだ。何

か起こりそうな雰囲気の中試合が始まった。

　午前は予選も兼ねた個人戦。大田区のメン

バーは、いつも温かく見守ってくださる監

督、出場選手は頼りになる会長と優しいお兄

さん的存在の前田さん、私の三人。そして応

援にきてくださったいつも練習を共にしてい

る明るく元気な大田区の皆さん。私は久しぶ

りの試合の緊張と体力不足で苦戦し、最後数

本という所で放った矢は的を超え場外へ…。

　呆然とする私に即座にみんなが駆け寄って

きて「気にするな、大丈夫だから」と声を掛

けてくれたことがどんなに支えになったかわ

からない。　　　　

　午後の決勝トーナメント戦。いつもの私な

らきっとここで自分の気持ちに負けてしまっ

ていたと思う。でもこの日は違った。絶対に

負けたくない、応援してくれるみんなの笑顔

をもっと見てみたい。その一心で接戦を繰り

返し、なんと決勝戦まで進む事が出来た。

　最後まで気持ちが折れる事なく試合に挑め
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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

３年連続準優勝の称賛を頂いて‥

卓球競技　白井涼子

　それは一昨年の初戦、起死回生の大逆転か

ら始まった。気づいたら決勝まで勝ち上がり

誰も思わぬ準優勝だった。

　第2シードながら厳しい組合せの昨年。二

匹目のドジョウなどいるわけがないと、全員

が１回戦は勝とうとスクラム組んだ結果が二

匹目ならぬ２年連続の準優勝。誰もが「奇跡

だ！」と驚いた。

　いいことはそう続かないのが世の常。ド

ジョウも二匹はいても三匹は聞いたことはな

い。前回優勝チームが１回戦で姿を消すのも

よくある話。ところが今年も大田区は、誰か

が負けると誰かが取り返し、次々に救世主が

現れ、またしても決勝に勝ち残った。昨年が

奇跡なら、今年は何と表現しよう？

　３年連続準優勝の快挙！いや待て３年続け

て決勝で「よくまあ負けた」とも言える。三

度目の正直の場面でやらしてしまったのは‥

この私である「皆さんごめんなさい！」

　卓球競技では『元中国ナショナルチーム』

がそこかしこに当たり前に存在する昨今、中

国選手どころか特筆するような有名選手を擁

さない大田区がなぜ上位に残ることができる

のか？考えられる唯一の理由‥‥それは「都

民大会1番のチームワークなのだ！」と大田

区のメンバー全員が胸を張るはずである。出

る選手もサポーターも男子も女子もなく、活

気に溢れ明るく楽しい雰囲気は他に類を見な

い。元気になる応援に選手たちは背中を押さ

れ、いつも以上の力を発揮‥これが大田区の

強さである。

　すでに新しいシーズンのスタートは切られ

た。大田区の仲間である幸せと誇りを胸に、

皆の想いはひとつ「よっしゃ！来年こそ！」

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

第61回都民体育大会ソフトボール競技
男子・女子の部アベック入賞して

ソフトボールクラブ出雲代表　中村　誠

　男子「BBC出雲」チ－ムは5年連続出場、

ここ2年の成績は優勝・3位と連続入賞しま

した。

　また、女子「出雲ファイターズ」チームは、

3年振りの出場でした。結果は男女とも準優

勝という好成績を残すことが出来ました。

　両チーム共ソフトボールクラブ「出雲」の

一般男女チームで、出雲小学校をホームグラ

ンドとし毎日曜日の午後お互いに練習してい

る兄弟チームです。平成17年度に初めて男女

同時出場しましたが、女子が3位入賞しまし

たのは大好きなメンバーの皆さんがいたから

だ。これからも、おばちゃんになるまでこの

メンバーの一員としてアーチェリーを続けら

れたら素敵だなと思う。
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たが、男子は2回戦負けでした。今年は3年

振りの同時出場ということで、最近のチーム

状態から内心男女共良い所まで勝ち上がるこ

とが出来ると思っていましたが、最終日の最

終試合まで男女共が残るとは思ってもいませ

んでした。うれしいの一言でした。

　男子は江戸川区、女子は練馬区という様に

同じ23区に負けたのが少し心残りです。

振り返れば平成3年～5年度の小学生チーム

の卒業生が中心になって出来たチーム「ＢＢ

Ｃ出雲」「出雲ファイターズ」です。一般チー

ムということで大会初日は土曜日なので毎回

選手集めが一番の苦労です。そういうチーム

事情の中これからも日々練習に励んで男女ア

ベック優勝目指して頑張ります。

絆と成長

大田区テニス連盟　本庄勇治

　私は大田区テニス連盟に五年間在籍し、多

くの方々に支えられながらテニスを続けてき

ました。

　連盟に加入した年の都大会、当時大学二年

生であった私は数試合に出場する機会を与え

ていただきましたが、一度たりとも勝利を収

める事ができませんでした。明らかに他のメ

ンバーと比べて実力の劣る私が試合に出場で

きたのは、今後の私の成長を期待した皆さん

の配慮だったと思います。

　悔しい惨敗から数年を経て、私は四年目に

してようやく都大会で一勝を挙げる事ができ

ました。先にダブルスが二勝して勝敗が決し

た後のシングルスの試合にも関わらず、心か

ら応援してくださり、私の勝利を自分の事の

様に喜んでくれた大田区の皆さんの笑顔に本

当に感動しました。更に今年の都大会では、

連盟の方々だけではなく女子の代表メンバー

全員までもが私の試合を応援してくださいま

した。特に、連盟の方々には個人戦でも応援

していただく等、毎年私の成長を見届けても

らっていたので、自分は皆さんに支えられな

がら成長してきた事を改めて実感しました。

　結果的に、今年大田区は男女ともに都大会

を制覇することはできませんでしたが、今後

は大田区の「絆」を糧に一層の成長を遂げ、

少しでも大田区の「成長」に貢献できればと

考えています。

優勝を目指して

バスケットボール女子　新井麻梨

　一回戦、二回戦は順調に勝ち進みいよいよ

三回戦。相手は以前にも対戦したことがある

港区。少し課題の残る試合内容でしたが、80-

62で見事勝利しました。そして準決勝。この

日は二試合目となり、疲労もありましたが先

程の試合の反省点を改善できる様に試合に臨

みました。準決勝の相手は勢いに乗っている

多摩市。その勢いに押されない様チーム一丸

となり戦いました。出だしから大田区のペー

スで進み、76-56で勝利しました。　

　この試合では選手一人一人が自分の持ち味

を発揮することができ、「大田区らしさ」を

出せた試合になりました。　　　　

　そしていよいよ決勝戦、相手は世田谷区。

前半は世田谷区のスピードに押されてしまい

9点のビハインドにて終了。後半はいつもの
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自分たちのバスケットができる様、気持ちを

切り替えて戦いました。

　しかし、始めの点差が響き最終的には59-

74で負けてしまいとても悔いの残る試合にな

りました。

　準優勝という結果はいい結果かもしれませ

ん。しかしチーム全員が感じた決勝戦での悔

しさをステップにこの負けが無駄にならない

様に来年へ繋げて行きたいと思います。そし

て来年こそは優勝できるように頑張りたいと

思います。

都民大会陸上競技
女子総合２位

陸上競技協会　吉川　進

　都民体育大会陸上競技は総合開会式に先立

つ５月５日に駒沢オリンピック記念公園陸上

競技場において行われた。昨年は女子は７位

と不成績であったので、今年こそ好成績をと

選手１１名は意気込んで大会に臨んだ。その

結果種目別で２種目の優勝を果たした。

　大田区は毎年やり投において得点を稼いで

いるが今年も優勝と６位の成績で大量得点を

挙げた。特に４５ｍ３７の記録で優勝した田

中あゆみさんは春先より非常に好調であり、

４月の東京陸上選手権大会にも優勝を果た

し、６月の日本陸上選手権の出場資格を獲得

している。またやり投６位に入賞した青海順

子さんは小学生二人のお母さん競技者で１０

年以上も大田区のため、都民大会において現

役の選手として頑張っている。

　走高跳においても小林あかねさんが優勝、

蔵本あゆみさん３位の成績で高得点を獲得し

た。他の種目でも１００ｍ倉方優さん５位、

５０００ｍ植村理枝さん５位、走幅跳大須賀

友里さん５位、４×１００ｍＲ５位など各種

目入賞し、総合得点で２位を確保出来た。

　残念なのは優勝の世田谷区には大きな得点

差をつけられたことである。選手一同、来年

こそは優勝することを目指し練習に励むこと

を誓った。　

　なお、男子は２位が３区同得点となり、種

目別成績内容の差（優勝数）により残念なが

ら３位となった。

　区陸上競技協会としては、来年度は駅伝も

含めて男女とも優勝を目指し、区内の埋もれ

た優秀な競技者を発掘し、さらに既存の選手

も含め、強化にも力を入れ優勝可能な強力な

選手団を編成することが課題である。

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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「生涯スポーツで豊かで健康な生活」

教育長　清水　繁

平成20年３月26日に教育

長に就任いたしました。

微力ではございますが、

大田区のスポーツ振興の

ために力を尽くして参り

ますので、よろしくお願いします。

　大田区体育協会は現在46団体が加盟する

都内でも最大の組織となっておられます。こ

のたび、第61回都民体育大会における男女総

合優勝という輝かしい成績は「区内における

スポーツを振興し、もって区民の心身の健全

な発達と明るく豊かな形成に寄与すること」

という貴協会の目的がその組織力の下で見事

に成果を達成したものと考えております。

　9月に入り、秋季の区民スポーツ大会がス

タートします。私も開会式をはじめ、いくつ

かの会場にてご挨拶をさせていただきます

が、晴天の下、スポーツに汗を流し、生きい

きと活動される多くの区民の方に出会えるこ

とと楽しみにしております。

　高齢化社会が進展する中、区民が健康で豊

かな生活を続けるためには、貴協会が担う役

割はさらに重要になっていくことと思います。

　貴協会のスポーツに寄せる熱い思いとご尽

力に厚く感謝申し上げるとともに、今後、ま

すますのご発展を祈念しております。

教育委員会人事異動

　平成20年４月1日付人事異動があり教育委

員会事務局次長に金澤　彰氏、社会教育課長

に榎田隆一氏がそれぞれ就任しました。

ラジオ体操
ＮＨＫ全国放送大田区大会を終えて

大田区ラジオ体操会連盟　宮島紀典

　NHK夏期巡回“ラジオ体操・みんなの体操

会”が7月20日（日）平和の森公園で行われ

全国巡回43会場のスタートを切った。心配さ

れた天気も前日に梅雨明けが発表され、新し

い朝は穏やかな希望の朝だった。

　各役員は、早朝4時集合、各々の役割分担

によって配置につき準備万端、ピアノが運ば

れＮＨＫ技術陣も全国中継に向けて緊張感が

漂う。

　今年はラジオ体操80年の記念すべき年に

当たり、夏期巡回では初めてのテレビ放映を

行うため、特段の放送設備と技術を伴う万全

の体制を配備する。

　野中連盟理事の司会進行により定刻6時に

開始。白石ラジオ体操会連盟会長が力強く開

会宣言、続いて主催者を代表して㈱かんぽ生

命山口大森支店長、山登ＮＨＫ中央営業セン

ター長、藤川東京地方ラジオ体操連盟副会長

より順次挨拶があり最後に、松原忠義大田区

長より歓迎の言葉を頂いた。

　6時15分リハーサル開始、本日の講師は指

導が西川佳克、ピアノが幅しげみ、アシスタ

ントは金子梨沙・横川道乃である。

　6時30分、いよいよテーマ音楽が流れる。

「新しい朝がきた」から始まる「ラジオ体操

の歌」はこれも初めての試みとして、大森第

5小学校の生徒さんがこの日のために特訓を

受けて元気に歌い上げた。

　会場には1,500人を超える人々が元気一杯、

10分間の体操に気持ちのいい汗を流した。

　午前6時40分放送終了、参加者及び関係各

位に心からお礼を述べ、大会の幕を下ろした。
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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

創立15周年記念式に感謝

大田区ダンススポーツ連盟　会長 植田泰嗣

　平成5年4月に日本アマチュアダンス協会

（JADA）に２サークルでサークル加盟してい

た大田区に3番目の加盟申請をしました。

　東京都アマチュアダンス協会からは区内の

サークルをまとめての協会として加盟するよ

う指導があり、森田直氏の呼びかけに発足準

備会が開催されて以来、同年8月に発足し現

在に至っております。

　発足したての頃にさかのぼって議事録を読

み直すと、現在では考えられない事を真剣に

各理事が討議していたことが思い出せます。

　たとえば「JADAに加入することイコール

競技会に出場せねばならないのか」とか、当

時は競技会指向に協会がなってはいけないと

か、かなりの競技会に対するアレルギーがあ

りました。

　発足パーティを平成6年4月10日午後に開

催し、午前にJADA規程フィガー講習会を行

いましたのが一般会員にとって規程フィガー

との初めての出会いでした。

　以後、月2,3回の協会主催の規程フィガー

講習会を重ね、平成 7 年 4 月には初めての

JADA認定会を開きました。その後数年実施

しましたが参加者が減り役目を終えました。

　余談ですが認定会であるサークルの出場者

全員がルンバで音を外し、指導者がリズムの

取り方を真剣に教えていないことがわかり、

指導者の入れ替えがあったりサークル指導上

の質の向上が図られたりしました。

　認定修了者の中から競技会に出場したいと

いう要望が広がっていきました。

　平成７年10月1日は初めての大田区体育協

会主催のクローズ競技会を42組の選手と39

人の役員で開催しました。

　以後、第３回大会からは新築されたばかり

の冷暖房が完備された大森スポーツセンター

で、第５回大会からは年2回開催され第23回

大会まで開催しています。

　発足当時、競技指向に異論を唱えた人も競技

に目覚め今はＣ級選手として活躍しています。

　十年ひと昔と言われますが15周年を迎え

るにあたり、発足準備会からの議事録に目を

通すと色々な人々と様々な出来事が思い返さ

れこれから先の10年に興味がわいてきます。

　今春、桜満開の本門寺境内の区立池上会館で

創立15周年パーティを開催するにあたり多勢

の方に参加して頂き有難うございました。

　紙面を借りて厚く御礼申し上げます。

体育協会　新規事業

スポーツ実技指導員派遣
　　　　　　　がスタートしました！

　　　　　

《目的》　区内のスポーツを目的としたサ

ークル・団体の育成・支援と本協会加盟

団体等の人材活用を図り、地域スポーツ

の振興と加盟団体の発展に資すること。

《派遣対象団体》　５名以上の区民で構成

する、スポーツを目的としたグループ。

《派遣対象事業》　下記要件を満たす事業。

1.申請者が主体的に企画・実施するもの

2.会員以外も参加できること

3.営利を目的としていないこと

《派遣料》　無料。

《派遣期間および回数》　1団体あたり、年度

内４回以内(１回あたり、２時間程度)。
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平成20・21年度　役員決まる

　去る３月24日に行われた理事会・評議員会

で、平成20年・21年度の役員が選任されま

した。

会　　　長　　西野　善雄

副　会　長　　渡 　和彦　　高木　雄司

　　　　　　　尾 　　

専務理事　　　倉澤　隆司（事務局長）

常務理事　　　加藤　昌晴　　西山　　實

　　　　　　　時任　宥幸　　金光喜惠子

　　　　　　　摩壽意眞郎

理　　事　　　榎田　隆一　　鷹西登美子

　　　　　　　小西　　誠　　奈良　繁夫

　　　　　　　丹羽　康雄　　鈴木　廣司

　　　　　　　宮島　紀典　　松田　　薫

　　　　　　　鈴木　　清　　武藤　健男

　　　　　　　青山　吉延　　堀江壽々枝

　　　　　　　高橋　史郎　　松本やよひ

　　　　　　　 井貞太郎

常任監事　　　室中　道雄

監　　事　　　稲岡　弘子　　大槻　　生

　　体育協会職員の配置

平成20年 4月 1日現在

事務局

　局長　倉澤隆司

　職員　長谷川睦雄　大場光之　深谷秀紀　笹原正直

　　　　　小高　勇　生越哲男　岡村義次　亀田　守

大森スポーツセンター

　所長　林　文榮

　職員　青木　博　黒澤雄二　大塚民子

大田スタジアム

　所長　林　文榮（兼務）

　職員　村松俊秀　篠原　丕　　吉澤恒夫

　　　　吉田勝紀　今井喜一郎　 　記幸　齋藤芳之

◆19年度事業計画・決算承認される◆
　平成19年度事業報告及び決算が、5月12日

当協会の常任監事及び監事２名の下、決算監

査を実施し、同月20日の理事会・評議員会で

いずれも承認されました。

　なお、6月10日には大田区の財政援助団体等

の監査も実施され、指摘事項等は皆無でした。

　19年度の予算・決算の特色としては、大田

区体育協会創立60周年記念事業費（記念誌の

発行・記念講演会・式典）及び当体育協会事

務所移転経費が含まれています。収入の部で

は、予算366,326千円に対し決算額は369,804

千円で収入率は100.9％、支出の部では、予算

額366,326千円に対し決算額は362,409千円で

執行率は98.9％でした。事業報告・決算の詳

しい内容は体育協会ホームページ（http:// ｗ

www.sportsota.or.jp）に掲載していますのでご

覧ください。

スポーツセンターの小ホール
ご利用ください～

　大森スポーツセンターには、カラオケや音

楽発表会、コンサートなどに利用できる小

ホールがあります。ピアノやカラオケセッ

ト・音響・照明設備も完備しています。

　施設は、ゆったりした観客席が88席、舞台

50㎡の小規模なホールですが、臨場感は満点

です。憩いのひと時を友達・グループ・サー

クル仲間で楽しんでみてはいかがですか。

　▲問合せ先　５７６３－１３１１

厚生労働省・農林水産省�
HACCP高度化基準認定工場�
各種弁当・仕出・出張パーティー�
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
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平成20年度大田区体育協会表彰

体育功労者（順不同）　２５名　　

氏　名 団　体　名

川嶋　　毅 軟式野球連盟

村岡　保利 ソフトテニス連盟

赤池　邦広 卓球連盟

太田　浩子 卓球連盟

半田　敏彦 柔道会

林　　一夫 剣道連盟

相原　一矢 ハンドボール協会

斉藤　勇二 サイクリング連盟

済川　和子 サイクリング連盟

金子　芳男 ラジオ体操会連盟

平井　叶子 民謡連盟

大山　清次 民謡連盟

一瀬　廣行 ソフトボール連盟

中村　　誠 ソフトボール連盟

島根　清幸 スポーツ少年団本部

長村　康男 スポーツ少年団本部

松本やよひ エアロビック連盟

寺村　弘次 ミニテニス連盟

関口あい子 ミニテニス連盟

前原　良啓 インディアカ連盟

井貞太郎 インディアカ連盟

鈴木　孝男 インディアカ連盟

蜷川　和子 インディアカ連盟

鈴木　利子 インディアカ連盟

塩原　　透 インディアカ連盟

永年勤続功労者（順不同）　６名

氏　名 団　体　名

岡田　　誠 空手道連盟

神原　泰久 釣魚会連盟

平林　元康 剣道連盟

細谷　　宏 卓球連盟

山口　 司　バドミントン協会

和田　徹也 ゲートボール協会

体育優良団体　　３団体

団　体　名 代　表

ゲートボール協会 弘田　幸裕

バレーボール協会 摩壽意眞郎

サッカー協会 大前　卓也

　９月７日（日）区民スポーツ大会の総合開

会式で以上の方々の表彰を行います。

ラジオ体操全国表彰に
宮島紀典氏が個人表彰を受賞

　7月27日東京ビックサイト

で行われたラジオ体操80周

年記念・第47回1000万人ラ

ジオ体操・みんなの体操祭に

おいて、平成20年度ラジオ体

操優良団体等全国表彰が行

われ、かんぽ生命、ＮＨＫ、全国ラジオ体操連

盟より、宮島紀典氏（大田区ラジオ体操会連盟

理事長）が個人表彰を受賞されました。

　誠に栄誉ある受賞であり、今後、益々のご

活躍を祈念申し上げます

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２０年度賛助会員御芳名（順不同、敬称略）

（平成２０年７月３１日現在）

企業団体

　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㈱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 （社）大森医師会

　（社）田園調布医師会 （社）蒲田医師会 大田区学校医会

　大田建設協会 関東警備保障（株） マホロバ・マインズ三浦

個　　人

　小野　清子　　平　　将明　　松原　　仁　　名取　憲彦　　神林　　茂　　鈴木　晶雅

　宇佐美　登　　張替　 雄　　渋谷　　要　　河津　章夫　　安藤　　充　　田中　一吉

　海老澤信吉　　岸田　哲治　　松原茂登樹　　松原　秀典　　渡邉　盛雄　　 山美智子

　野口　和矩　　櫻井　光政　　河西　昭夫　　日下部　弘　　横山　房義　　高山　徳治

　星野　　仁　　熊谷　善徳　　皆川　敏郎　　江口　初枝　　羽倉　しげ　　横山　富子

　新倉　浩子　　田村　　亘　　豊洲香士子　　平井　叶子　　俵　　久子　　横堀麻佐巳

　長島　幸江　　小西　笑子　　荒　　秀子　　渡辺　秋江　　岡　千鶴子　　青木　照美

　南須原悦子

◇賛助会費の御礼◇

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20年度におきまし

ても、多くの方々から賛助会費をいただき誠

に有難うございました。

　この貴重な財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。今後と

も宜しくご指導ご鞭撻のほどお願い申しあげ

ます。

OTAふれあいフェスタで
体育協会加盟団体を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8日（土）・9日（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。

　大田区体育協会では、毎年このイベントに

参加して、ダーツ競技を中心に、体育協会及

び協会加盟団体のPRします。多くの皆様の

ご来場をお待ちしています。
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　第25回大田区民スポーツまつりが10月 13日の体育の日に次の各会場で開催されます。

実施会場 実施内容

開会式､エアロビクス､合気道､

少林寺拳法､空手､ボクシング､

大森スポーツセンター 柔らかストレッチ教室､

スポーツとケガ､

ウェイトリフティング

大森第五小学校 ミニテニス初心者体験

大森学園高等学校
健康づくりにチャレンジ

大森西３－２－12
体型分析測定（体脂肪量・骨量・

（３７６２）７３３６
筋肉量・筋バランス）

体力測定､健康相談

ソフトボール親善試合

的あてゲーム､ニアピンコンテスト､

大田スタジアム バットゴルフコンペ､

スピードガンコンテスト､

投手王・打撃王は誰か？

中央五丁目公園 冒険遊び場体験

池上会館
初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

大森第四中学校
気功太極拳・シェイプアップ体操､

卓球体験

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

健康づくりにチャレンジ

嶺町文化センター・
体型分析測定（体脂肪量・骨量・

嶺町集会室
筋肉量・筋バランス）､体力測定､

健康相談､ニュースポーツ体験､

スポーツとケガ

東調布公園プール
水泳教室､アクア教室､

水あそび

大田区民プラザ 卓球を楽しむ会、スポーツとケガ

矢口区民センター
アクアビクス教室、

ニュースポーツ体験

消費者生活センター
楽しく踊ろう､社交ダンス・

ダンススポーツ

蒲田小学校 太極拳をやってみよう

実施会場 実施内容

ふれあいはすぬま グラウンド･ゴルフ体験教室

梅屋敷弓道場 和弓で的当て

東蒲小学校 体力測定

ガス橋緑地 こども乗馬

ガス橋付近河川敷 多摩川ボート教室

糀谷文化センター ビームライフル射撃体験

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･少年野球場･プール アクアスロン大会（水泳､ランニング）

コミュニティセンター羽田旭（プール） 釣り体験

健康づくりにチャレンジ

萩中小学校
体型分析測定（体脂肪量・骨量・

出雲中学校
筋肉量・筋バランス）､体力測定､

健康相談､ニュースポーツ体験

ウォーキングセミナー

ゲートボール・ゲートゴルフ､

多摩川緑地
サッカー教室､

親子陸上トライアル､釣り､

エアートランポリン

荏原製作所畠山体育館
楽しく遊ぼうバスケットボール

羽田旭町11ー１

☆協力民間施設☆

★印は９月28日までに各施設へ申し込み（先着順）

①スポーツクラブＮＡＳ大森 大森西６－５－１２ （３７６６）４６８１

②コナミスポーツクラブ大森町 大森西３－３１－８ （５４７１）９８７１

③コナミスポーツクラブ大森山王 山　王１－３－１ （３７７３）７９９１

④コナミスポーツクラブ蒲田 蒲　田５－４７－７ （３７３７）１６０１

★プール★スタジオ★トレーニングジム

①～④は高校生以上

⑤テニスフレンズ羽田 東糀谷２－５－８ （３７４３）３６９９

★室内テニス体験会（中学生以上）

◇ほかの日程で実施する会場◇

10月5日 六郷文化センターほか 六郷ウォークラリー大会

11日 入新井第五小学校 ドッジボール・ドッヂビー大会

19日 中富小学校 大森東スポーツまつり

19日 本門寺公園 池上スポーツまつり（雨天時；大森第四中学校体育館）



（財）大田区体育協会会報 平成２０年９月１日（16）

第６１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 アーチェリー 12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 10月  5日 南馬込文化センター 体育室 9月27日

３ アマチュアボクシング 11月  2日 大森ゴールドジム 7階競技場 10月18日

４ アマチュアレスリング 10月26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  7日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 11月10日

６ インディアカ 11月23日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月6日

７ ウエイトリフテイング 9月  7日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 健康体育室 当日会場受付（13時～14時）

８ エアロビクス 9月28日 池上会館 集会室　 9月27日

９ 空  手  道 12月6日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月4日

10 弓    道 9月28日 聖蹟梅屋敷公園 弓道場 当日会場受付（９時30分～10時30分）

11 クレー射撃 9月15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 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 9月11日

13 剣    道 11月16日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月30日

14 ゴ ル フ 10月23日 香取市「香取カントリークラブ」 10月5日

15 サ ッ カ ー 9月  7日 ～ 11月16日 多摩川緑地サッカー場　ほか 平成20年1月11日

16 柔    道 10月19日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月26日

17 少林寺拳法演武 9月21日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8月21日

18 ス キ ー競技　　　　　　　　　平成21年1月18日 南魚沼市「六日町ミナミスキー場」 平成21年1月9日

19 相    撲 9月28日 聖蹟梅屋敷公園 相撲場 当日会場受付(11時～12時30分）

20 ソフトテニス 9月21日 多摩川六郷橋緑地庭球場 9月1日

21 ソフトボール 9月  7日 ～ 10月26日 多摩川ガス橋緑地野球場　6～8号面 8月6日

卓    球（小・中・高生） 9月13日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8月24日

22 卓    球（一　般） 9月14日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8月24日

卓　球（Ⅱ　部） 10月11日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9月21日

23 ダンススポーツ　　　　　　　  平成21年1月18日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 12月15日

24 釣    魚（皮はぎ） 10月12日 三浦半島「油壷沖」 10月1日

25 テ ニ ス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 9月6日 ～ 10月12日 多摩川ガス橋緑地・本羽田公園・平和の森公園各庭球場 7月23日（消印有効）

26 な ぎ な た 11月9日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 10月10日

27 軟 式 野 球 8月24日 ～ 11月  9日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ・多摩川緑地野球場 6月1日～6月15日

28 ハイキング 9月28日 大磯駅→高来神社→高麗山→湘南平→大磯駅 9月19日

29 馬    術 10月26日 大田区矢口三丁目先 ｢多摩川大橋緑地」 当日会場受付（9時30分まで）

30 バスケットボール 9月  1日 ～ 10月25日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8月14日

31
バドミントン（Ⅰ 部） 10月  5日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ ・ー大森第５小 9月1日

バドミントン（Ⅱ 部） 11月  4日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月1日

32
バレーボール（一　 般・6人制） 10月26日 ～ 11月10日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 10月11日

バレーボール（中学生・6人制） 11月29日 ・ 12月13日 大森八中学校・大森スポーツセンター 11月19日

33 ハンドボール 11月24日 ・ 11月25日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月14日

34 ボウリング 10月19日 平和島スターボウル 当日会場受付（9時～9時50分）

35 ミニテニス 12月  7日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11月23日

36 民    踊 11月16日 大田区民ﾎｰﾙ ｱﾌﾟﾘｺ　大ホール 10月6日（18時～消費者生活センター）

37
ライフル射撃（小口径） 7月13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） 8月10日 埼玉県長瀞総合射撃場 7月31日

38 陸 上 競 技 9月21日 都立大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 9月5日

39 レク・フォークダンス 10月26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 オリエンテーリング 11月  9日 横浜市「県立四季の森公園」 10月31日

２ 自転車走行会 10月19日 ガス橋→等々力渓谷→次太夫堀公園→ガス橋 当日９時に多摩川ｶﾞｽ橋下広場集合
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