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大田区選手団　健闘 ! !
─第63回都民体育大会　女子総合優勝・男子総合準優勝─

　第63回都民体育大会（昨年８月～本年６月
開催）は、夏季１種目・冬季２種目・春季28種
目の計31種目で熱戦が繰り広げられました。
　大田区選手団は、“優勝杯奪還”をめざして、
西野体育協会会長を団長とする役員・監督・
コーチ・選手の総勢539名で大会に臨み、30の
競技種目に出場しました。選手団は各競技種
目で健闘し、女子が堂々の総合優勝、男子が
総合準優勝と、好成績を収めました。
　種目別では、テニス（男子）、バレーボール
（女子）、ソフトボール（女子）、少林寺拳法（男

子）が優勝、スキー（女子）とテニス（女子）、
アーチェリー（男子）、ダンススポーツ（混成）、
ローラースケート（男子）が準優勝を勝ち取り
ました。
　３位には、男子の部でバレーボール、クレー
射撃、ハンドボール、女子の部でバスケット
ボール、ソフトテニスが入り、その他の種目
でも多数の入賞を果たしました。
　６月25日の「解団式」では２年ぶりの女子総
合優勝を祝うとともに、次回大会での“男女総
合優勝”をめざしての活躍を誓い合いました。

〈女子総合優勝に大きく貢献したソフトボールとバレーボールのメンバーを囲んで ─ 解団式会場にて ─ 〉

（財）大田区体育協会ホームページ　http://www.sportsota.or.jp
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第63回都民体育大会　　入 賞 種 目 ・ 成 績

第63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 テニス　　 バレーボール　　ソフトボール　
準優勝 アーチェリー　　ダンススポーツ（混成） スキー　　テニス　
３　位 バレーボール　　クレー射撃　　 バスケットボール　　ソフトテニス　  
４　位 弓　道　　ライフル射撃　　 陸上競技　
５　位 ソフトテニス 　 ボウリング
６　位 陸上競技　　馬　術　　ゲートボール
７　位 クレー射撃
８　位 駅　伝 水　泳

　【公開競技】
優　勝 少林寺拳法
準優勝 ローラースケート
３　位 ハンドボール
４　位
５　位 少林寺拳法　

【正式競技】
水　泳（男子） ＜監督＞石川作男
 ＜選手＞鹿内　拓・池上賢二・片岡浩一・川戸慎一・太田隆之・水間　源・永沼信二・井上慶隆・渡邉裕太・佐々木将之・
 　　　　永沼和也

水　泳（女子） ＜監督＞石川作男
 ＜選手＞大田恭美・木闇　文・太田奈緒・斉藤亜津子・宮越　愛・田中良子・川戸真紀子

ゴルフ（男子） ＜監督兼選手＞大久保二郎
 ＜選手＞［Aクラス］伊藤義忠・川田　守　［Bクラス］黒野浩太郎・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］黒野美奈・岡部華奈子
 ＊ゴルフ競技は、大会当日台風による悪天候のため競技中止となり、大会不成立。

スキー（男子） ＜監督＞天野太郎
 ＜選手＞［１部］高埜　晃・加藤淳一・高橋智耶・矢嶋真至・丸山昌平　［２部］山田邦博・宇田孝史・小泉奏一郎・
 　　　　小野　衛
 　　　　［３部］吉田　裕・新穂浩士・日比野猛・山崎　淳
 　　　　［４部］西塚　順・狩野公明・渡辺敦史　［５部］田口栄司・丸山英樹

スキー（女子） ＜監督＞天野太郎
 ＜選手＞［１部］鈴木智子・重原優実子　［２部］毛利雅子・斉藤絵美子　［３部］中谷順子・後藤朋子
 　　　　［４部］中岡玲子・本田睦子・加勢陽子・鈴木マリ子

駅　伝（男子） ＜監督＞大内邦彦
 ＜選手＞下島千明・高尾敏幸・木屋村守・板西　勉・島林　進・森　賢太・針谷勇司・桜井祐樹

陸　上（男子） ＜監督＞大内邦彦
 ＜選手＞［100ｍ］斉藤雄介・半澤拓人　［200ｍ］佐伯治樹・江　和彦　［400ｍ］栗原大輝・朴　理起
 　　　　［800ｍ］藤村賢一・下島千明　［1,500ｍ］中山晃一・坂西　勉　［5,000ｍ］笠原大康・中部大也
 　　　　［走高跳］平山　淳・須藤勇樹　［走幅跳］柳井佑介・山崎貴之　［三段跳］布施卓哉・織附朋寿
 　　　　［砲丸投］青山剛太・近藤倫史　［やり投］小柴英二・前畑行宏
 　　　　［４×100ｍリレー］斉藤雄介・半澤拓人・藤村賢一・下島千明・中山晃一・坂西　勉

陸　上（女子） ＜監督＞吉田幹夫
 ＜選手＞［100ｍ］大場優佳・田中祐子　［400ｍ］川角恵里衣・倉方　優　［1,500ｍ］植村理枝・岡村佐和子
 　　　　［5,000ｍ］黒田なつみ・吉迫亜希子　［走高跳］古宿桂子・早川沙織
 　　　　［走幅跳］古口夕貴・大須賀友里　［砲丸投］佐藤由佳・高岡杏菜　［やり投］田中あゆみ・青海順子
 　　　　［４×100ｍリレー］大場優佳・田中祐子・川角恵里衣・黒田なつみ・古口夕貴・森山幸子
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サッカー（男子） ＜監督＞永久保徹也
 ＜選手＞黒田悟之・友山祐太・吉井　俊・藤崎　翔・町　大輔・鈴木暢二・村松勇紀・逸見敏明・小澤佳之・大楠幸平・
 　　　　斉藤隆司・細川博之・舘　亮太・大澤正義・伊藤直宏・佐藤那由多・伊藤　勇・大島　拓・岩崎崇士

テニス（男子） ＜監督兼選手＞勝間　豊
 ＜選手＞林　直樹・長田祐治・本庄勇治・長谷川憲一・長　　敬・市野　穣・小林穂高・大関欽也・桜本裕二・寺内健一

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・小林まゆみ・金山幸子・鍋谷洋子・三好智枝子・木下陽子・吉野美穂・寺内純子・
 　　　　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＞牛嶋正幸　　＜マネージャー＞嶋田亜紀
 ＜選手＞中村政彦・生井重幸・本間文暁・柳沢聡洋・榎本貴彦・熱海和己・北村源太・瀬川裕也・田中　僚・松江　工・
 　　　　藤井栄次・中間章浩・竹森諒平・林　淳平・中道浩之

バレーボール（女子）	 ［大田ナインチーム］
 ＜監督＞高橋孝子　　＜コーチ＞生井重幸　　＜マネージャー兼選手＞浦野美左子
 ＜選手＞永冨真紀子・黒崎広子・中村香恵・徳田恭子・植木絵美・本間真希・生井素代・土屋律江・平吹典子・増田由紀・
 　　　　釣谷咲紀・諸徳寺真奈美・宮田奈津美・工藤知美・中道利果

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＞相澤信二
 ＜選手＞国吉祐介・塙　隆寿・木村太一・清水允治・国澤正悟・羽鳥勇也・久恒充章・平本　琢・田中敏雄・上野幸太郎・
 　　　　杉村尚大・牛山陽介・亀井祐介・角田亮平・君島壮美

バスケットボール（女子） ＜監督＞小林正明　　＜コーチ＞諸田知枝子　　＜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・伊藤久美子・高橋玲奈・椎木小百合・鶴本尚子・
 　　　　石井聡子・藤本亜佐子・西澤有紀・大西真由・楠田亮子・大橋美紀

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・谷田部雄太・高木大作・阿部一臣・小八木利実・鈴木正太郎・和田祐介
 　　　　［成年］岡　史浩・米山晃司・近藤夏彦・中村光雄　［シニア45］北村篤男・時任宥幸・佐藤健司・新田一郎

ソフトテニス（女子） ＜監督兼選手＞田中たか子
 ＜選手＞［一般］水谷泰子・中村加津子・五藤有希・南山一江　［成年］林実千代・菊池　薫・井上まゆ美・国分とみ子
 　　　　［シニア45］福本一江・田中たか子・稲垣まり子・本間　順

卓　球（男子） ＜監督＞宇野二郎
 ＜選手＞［一般］日高良太・野本譲大・佃　亮二　［セミシニア］登尾日出男・宇田和久
 　　　　［シニア］黒坂和美・畠山講史郎　［ベテラン］今出川美登・杉谷浩三

卓　球（女子） ＜監督＞川野明子
 ＜選手＞［一般］馬場菜穂子・白井涼子・裘　錦鵑　［セミシニア］佐藤　伸・松岡菊子
 　　　　［シニア］粟生京子・向山由紀子　［ベテラン］鈴木知子・岡本博子

軟式野球（男子）	 ［東京スターズチーム］
 ＜監督＞舛井　清
 ＜選手＞［投手］飯塚光正・豊島淑光・神　智範　［捕手］舛井　強・兼田祐輔
 　　　　［内野手］平林愉司・半澤　徹・下平克巳・星野　祐・三瓶雅也・伊藤雅也・岸本　誠・永田四郎
 　　　　［外野手］田中啓介・縄　里志・本山貴章・小楠建二・小林大輔・渡辺　剛

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・山岸奈美恵・齋藤　晃・原元千明・森　豊・石森敦子・福田　猛・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］村山　衛・土井哲夫・桜井宗大・小出　明・松山信弘
 　　　　［エペ団体］村山　衛・福嶋俊介・佐藤一弘・松山信弘・手塚文治
 　　　　［サーブル団体］村山　衛・土井哲夫・佐藤一弘・小林賢治・桜井宗大

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・村山香江子・村山直子　［エぺ個人］内川まさ恵・村山香江子・村山直子

バドミントン（男子） ＜監督＞山口高司
 ＜選手＞石井幸男・厚川　勇・江川博康・田中藤夫・宮崎浩一・門井　誠・碓井徳近・森谷満佳・増田朋之・岡本康志

バドミントン（女子） ＜監督＞塚田敦子
 ＜選手＞石井笙子・今仲由香里・樋川麻子・岩下美奈子・渡辺教誉・吉森央枝・小宮和枝・増田江美・姉崎佑依・
 　　　　恩田暖子
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弓　道（男子） ＜監督兼選手＞山口忠重　　＜選手＞星　洸太・中嶋一貴・石井　潤・畝本孝志・小山孝昭

弓　道（女子） ＜監督兼選手＞丸山永子　　＜選手＞富澤美佳・吉村智子・張間瑠美子・小泉郁子・沼里惠子

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・小池直之・坂口　堅　［捕手］萩原雄一・成井勇一　
 　　　　［内野手］小池寛之・三浦勝義・相沢秀夫・大久保勲・石田朋之・小倉聡太・寺川達也・薄井　豪
 　　　　［外野手］石坂一樹・笠井健太郎・萩原圭介・佐川洋介

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・新里のりえ　［捕手］中村佐和子・柏崎まりも
 　　　　［内野手］野村美智子・岩本恵里・佐藤良美・佐藤智子・小笠原恵
 　　　　［外野手］荒川宏実・人見梨絵・加藤　恵・河原友美・中村祐子・大久保浩美・佐藤美智子・安斉和子

柔　道（男子） ＜監督＞佐藤恵一　　＜選手＞［無差別］鹿毛雄介　［90kg以下］石塚友規　［73kg以下］永井進也

クレー射撃（混成） ＜監督＞渡邉一太
 ＜選手＞［トラップ］内田啓二・井澤光太・伊東　厚・石川一郎　［スキート］山崎慎也・板倉孝夫・板倉幹夫

ライフル射撃（混成） ＜監督＞北奥英雄
 ＜選手＞［AP60］原　　治　［ARS60］石井真理　［ARP60］高橋清春　［SFR3P60］宇留賀洋祐
 　　　　［SFRP60］方山タカシ

剣　道（男子） ＜監督兼選手＞荻津　太　　＜選手＞五十嵐清裕・杉浦佳夫・高岡　翼・内田貴大

アーチェリー（男子） ＜監督＞外山菜保子　　＜選手＞佐藤光秀・星野芳輝・萩本　仁

空手道（男子） ＜監督＞関口　徹
 ＜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・奥東誠一郎・脇坂　順・橋間　優

なぎなた（女子） ＜監督兼選手＞井上雪江　　＜選手＞宮崎美咲・山上喜久子・辰巳康恵

ボウリング（男子） ＜監督兼選手＞増田　操　　＜選手＞木舟正剛・長谷川順一

ボウリング（女子） ＜監督＞鈴木智雄　　＜選手＞長久保華世・西村則子・安藤いく子

ゲートボール（男子） ＜監督兼選手＞西山　實　　＜選手＞石綿敏朗・熊田　貢・池田信夫・海老沢要・宗像正治

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

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〉斎藤　実・斎藤千枝子
 　　　　〈ワルツ〉川口隆雄・川口はるみ
 　　　　［ラテン］〈サンバ〉細谷克己・皆川愛美　〈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・真壁和博・山本晃央・吉田　洋・飯田善也・森田光則・安藤祥雄・小嶋哲生・間々田浩一・千葉康史・
 　　　　斎藤靖宏・関耕一郎・月村太郎・塚本真人

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

ローラースケート（男子） ＜監督＞尾花栄一　　＜コーチ＞大場愛ら　　＜マネージャー＞尾花清子
 ＜選手＞［スピード］朴　竜樹・西増仁志・高橋宏明・戸川賢司・和田大我
 　　　　［リ レ ー］山中政樹・岸田直人・尾花勝太　［フィギュア］倉澤秀和・渡辺裕之
 　　　　［ホッケー］高橋宏明・菅原　崇・鈴木　隆・真野孝一・朴　竜樹・白崎延二・渡辺暁男・西増仁志

少林寺拳法（男子） ＜監督＞瀬川伸一
 ＜選手＞［３段以上の部］上小牧　航・干場俊範　［初・２段の部］上小牧　諒・平田健一
 　　　　［段外の部］斉藤光生・設楽直伸　［有段単独演武の部］三浦荘太郎

少林寺拳法（女子） ＜監督＞瀬川伸一　　＜選手＞［有段・段外の部］日高　舞・五味春香　［有段・段外単独演武の部］加藤祐美
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テ ニ ス（ 男 子 ）

　 悲 願 の 優 勝 ！
大田区テニスチーム	選手　市野　　穣

　曇り空の下で行われた都民体育大会「テニ
ス競技」の決勝戦は、強豪板橋区チームとの
対戦となりました。
　ダブルスを１－１で終え、最後のシングル
スまでもつれ込んだ試合を７－５で制した大
田区チームは、悲願の優勝を決めました。
　都民体育大会「テニス競技」は、ダブルス２
試合・シングルス１試合を行い、２試合に勝
利したチームが勝ち残るノックアウト形式の
団体戦です。

　１試合１
試合がチー
ムの勝敗を
大きく左右
する団体戦
は、プレー
する選手に
とって個人
戦とはまっ
たく異なる
プレッシャ
ーを感じま
す。そのた
め団体戦に

おいて実力どおりのプレーをするのは難しく、
どんな相手にも勝つチャンスがあるし、どん
な相手にも負ける可能性があると言えます。
　決勝戦を含む５試合すべてを２－１で勝利
した大田区チームは、大会を通して最もプ
レッシャーに打ち勝ち、実力を発揮できた
チームでした。大田区チームの選手が大会を

通して力を発揮できた大きな理由は、選手の
特性をよく把握した勝間監督の見事な采配と、
連盟スタッフの方々を中心に一つにまとまっ
たチーム力ではないでしょうか。
　最後になりましたが、選手のご家族を始め
関係者の皆様、手厚く選手をサポートしてく
ださった連盟スタッフの皆様、会場でのひと
きわ大きな声援は、プレー中の大きな力とな
りました。心よりお礼申し上げます。

バレーボール（女子）

　５年ぶりの優勝！
大田区バレーボール（女子）チーム

「大田ナイン」	監督　高橋　孝子
　大会は５月22日、東京体育館でスタートし
ました。チームは１回戦、台東区チームと対
戦。２セットとも１ケタで下し、勝ち上がり
ました。
　２回戦の相手は、大会５連覇を狙う日野市
チーム。１セット目はサーブ、レシーブ、ア
タックと順調で、相手チームに先行されるこ
となくセットを取りました。２セット目、中
盤３点リードされ17対17と追いつきましたが、
勝ちを意識したのか足が止まってしまい、そ
の後、１点も取れずセットを落としました。

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

平成22年（2010年）9月1日	 （財）大田区体育協会会報「ひろば」第51号	 （5）



　３セット目は選手に、気持ちを切り替えて
自分達のバレーをしていこうと伝えました。
すると１セット目の動きが戻り、相手チーム
のミスも誘って21対15とセットを取り、２日
目（23日）に繋げました。
　２日目、前日優勝候補に勝って余裕が生ま
れたのか、品川区チームに２対０。次の葛飾
区チームには、追い上げられ苦戦しましたが、
２対０で勝ち上がりました。
　決勝戦の相手は強敵の新宿区チーム。しか
しチームは好調で、１セットを取り２セット
目、17対13と勝利が見えてくるとスタッフと
控えの選手が感極まって泣き出しました。
　優勝が決まり、ヤッター！と叫びたい気持
ちを抑え胸が熱くなりました。５年振りの優
勝。選手は、皆よく頑張ってくれました。生
井コーチ、ありがとう。感謝しています。当
日応援に来てくださった方々にも感謝いたし
ます。

ソフトボール(女子)

　25年ぶり優勝！
大田区ソフトボール（女子）チーム

「出雲ファイターズ」	主将　佐藤　智子
　私達出雲ファイターズは、大田区ソフト
ボール連盟の推薦をいただき、ここ３年、連
続で都民体育大会ソフトボール競技（女子）に
出場し、第３位、準優勝、第３位とあと一歩
のところで惜敗していました。
　しかし今年、同じクラブの男子チームに遅
れること４年、念願の初優勝を勝ち取ること
が出来ました。

　大田区の女子チームが都民体育大会で過去
に優勝したのが1985（昭和60）年。以来、実に
四半世紀ぶりの優勝でした。
　本大会は練馬区の光が丘公園野球場にて５
月８日（土）・９日（日）・15日（土）の日程で開
催されました。土曜日が初日という変則日程
のなかで、出場メンバーの確保が試合に勝つ
ことよりも難しいことを一番に感じました。
　そのなかで３日間、同じメンバー11人が仕
事の都合をつけて参加してくれて最後まで戦
い、優勝することが出来ました。仕事の都合
上、大会に参加出来なかったメンバーを含め
た全員で勝ち取った勝利だと思っています。
素直にこの優勝を喜ぶとともに、小学生チー
ムのときから指導していただいている荒川監

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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督には、感謝の気持ちでいっぱいです。
　チームは昨年11月、一般女子チームとして
再出発して10年が経ち、ささやかながらも心
温まる“10周年記念パーティー”を開催しまし
た。その席で今後も生涯スポーツとしてのソ
フトボールを、エンドレスで楽しく続けて行
くことをみんなで誓い合いました。
　これからもメンバー全員で楽しくプレーす
るとともに、緊張感あふれるなかでの試合を
して行きたいと思っています。

少林寺拳法（男子）

　 大 会 三 連 覇 !
大田区少林寺拳法チーム	監督　瀬川　伸一

　５月５日、東京武道館において第63回都民
体育大会春季大会少林寺拳法競技会が開催さ
れました。今年は22地区の級拳士から七段拳
士までの参加があり、級拳士、初・二段、三
段以上の部に分かれての競技となり、活気あ
ふれた大会となりました。

　大田区少林寺拳法（男子）チームの選手達は
今年三連覇を目指して大会に臨み、見事にそ
れを達成してくれました。その中でも級拳士
の部と初・二段の部は見事第一位を獲得しま
した。毎週日曜日と火曜日の３時間の稽古で
共に汗を流し、お互いの上達を願い、時には

厳しく時には優しく、切磋琢磨して技を磨き、
精進してきた賜物だと思います。
　チームを構成する少林寺拳法連盟東京大田
支部（以下「東京大田支部」）のメンバーは団結
心が強く、私は皆を家族のように思っていま
す。私を慕ってくれ、少林寺拳法が大好きな
門下生達ですが、都民体育大会を通して大田
区選手団とのつながりや連帯感も強く感じて
くれるようになりました。
　東京大田支部として少林寺拳法を頑張って
いく中で、大田区（区連盟及び大田区選手団
等）を盛り上げていく一端を担えればと思っ
ています。来年も四連覇目指して頑張ってい
きますので、今後ともよろしくお願い致しま
す。

ス キ ー ( 女 子 )

 ２年連続"準優勝"
大田区スキー連盟	会長　天野　太郎

　昨年予言したとおり、第63回都民体育大会
冬季大会「スキー競技」で、本年も大田区ス
キー（女子）チームは総合準優勝の好成績を上
げました。
　大会は３月７日（日）、長野県菅平高原裏太
郎シーハイルコースで行われました。女子の
部参加チームは54区市町・118名でした。
　大田区女子チームの成績は下記の通りです。
　　１部（14名）	重原	優実子	選手　第４位
	 鈴木　	智子	選手　第８位
　　２部（31名）	斉藤	絵美子	選手　第４位
	 毛利　	雅子	選手　第９位
　　３部（43名）	中谷　	順子	選手　優　勝
　　４部（30名）	中岡　	玲子	選手　第12位
	 本田　	睦子	選手　第14位
　昨年は得点した選手のみをあげましたが、
好成績は選手全員の協力のお蔭ですので、全
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選手の成績を記載した次第です。
　この結果、大田区女子チームは２年連続総
合準優勝の栄誉を獲得し、その得点	10点は、
大田区の第63回都民体育大会女子の部優勝に
大きく貢献しました。これは昨年も申しあげ
た如く、偏

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。

来年こそは、　優勝を！
─ テニス（女子）　堂々２位 ─

大田区テニスチーム	選手　吉岡　　舞
　この度、大田区テニス（女子）チームは、第
63回都民体育大会において、参加49区市町
チームの中で第２位に輝きました。大会は
１日２試合を３日間かけて、有明テニスの森
公園コートで開催されました。
　大田区チームは、１試合目からチーム全体
が良い緊張感をもって試合に臨むことができ、
順調に決勝まで進むことができました。
　決勝戦の対戦相手は、優勝候補の練馬区
チームです。一人ひとり全力を尽くして戦い
ましたが、あと一歩及ばず、１－２で負けて
しまいました。
　しかし、チームのみんなで勝ち取った準優
勝は、とても思い出に残るものでした。今回

の結果を受け止め課題を克服し、ステップ
アップして、次回大会こそは優勝を勝ち取り
たいと思います。
　最後に、支えてくださった監督、コーチを
はじめ大田区の皆様に感謝申し上げます。あ
りがとございました。大田区、最高です	! !

マ イ ペ ー ス な 団 体
― アーチェリー（男子）　準優勝 ―

大田区アーチェリーチーム	監督　外山　菜保子
　今年度の都民体育大会は始終ずっと雨で、
今までの人生で一番長靴の有難みを思い知ら
された日でした。そんな環境でも、大田区は
いつも通りの雰囲気だったと思います。
　「アーチェリーは紳士淑女のスポーツです」
というフレーズを時々見聞きしますが、紳士
らしいスポーツとはどういう意味でしょうか。
　私が存じ上げる大田区はここ３年ばかりで

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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すが、内外から「必要以上に無理をしない団
体」という説明？を受けています。そのため
か、大会前は選手決めよりもお弁当の種類決
めの方がずっと熱いようです。また、選手３
人が揃って練習をしたのは、大会前日の１回
きりです。会長の野次に応援席は笑い、選手
は笑いを堪

こら

えるという和やかな？練習でした。
　普段からこのような環境で自由に活動して
いるためか、水の上を歩く環境や多少のトラ
ブルに動じない人が多い気がします。

　休憩時間には３歳のお子さんと折り紙をし、
決勝戦の間には来年のお弁当は何がいいかと
議論をし、準優勝になった時は来年のお茶菓
子を話題にしていました。
　一見呑気ですが、大田区アーチェリー協会
は毎年応援する人がたくさん集まります。人
が好きな紳士の集まりなのです。これからも
大田区らしい紳士淑女のスポーツをしていき
ましょう。

子連れの選手も活躍
― 今年は 惜しくも準優勝 ―

大田区ダンススポーツ連盟	会長　植田　泰嗣
　今大会は、「優勝」ではありませんでした。
　監督から「今年は選手の編成が大変ですよ」と
言われました。エントリーを組んでいるときの
話です。
　ダンススポーツは「男女混成」種目です。都民
で、大田区在住か在勤の最強のペアを選ばなけ
ればいけないのです。大田区民で、個人の選手
を選抜するのは比較的簡単ですが、「男女混成」
で選抜しなければならないために、毎年、同じ
ようなご苦労を掛けています。

　大田区選手団には、子育て中のカップルも参
加していて、ベビーシッター（監督夫人）も選手
団に組み込まれています（写真でお母さんがど
なたか判りますか？）。今年は、１月の区民ス
ポーツ大会秋季大会（都民体育大会代表選手選
抜戦）でラテン種目に抜群の若手選手を発掘し
ました。その選手は、今大会、「サンバ」で２位
の成績を収め、準優勝に貢献してくれました。
　今年度も、来年１月23日（日）に、区民スポー
ツ大会秋季大会を大森スポーツセンターで開催
します。区民の皆様、是非応援・観戦にお越し
下さい。そして「ダンススポーツ競技」を楽しん
でください。
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 2年連続総合第2位

 今 後 の 課 題 は
大田区ローラースケート・チーム監督

尾花　栄一
　ローラースケート競技は、ホッケーとスピー
ドとフィギュアの３部門の総合で争われます。
今回はまず、ホッケー・チームがトーナメント
初戦で負けてしまい、急遽スピードとフィギュ
アの選手達に、“ここは踏ん張りどころ、強い
気持ちを持って！”と励ましました。その効果
あってか、なんとか踏ん張ることができ、昨年
に引き続き総合第２位の成績を維持することが
できました。
　しかしながら、「ホッケーとスピードは弱い
が、フィギュア部門は大田区」という伝統が、
他地区の育成強化によって脅かされることと

なってまいりました。つきましては今後、フィ
ギュア部門のより一層のレベルアップと、下位
のホッケーとスピード部門の底上げを早急の課
題として、より精進してまいりたいと思います。
　ところで現在、区営で国際大会も開催可能な
ローラースケート競技専用リンクを有する江戸
川区、練馬区、板橋区に続き、他の地区での計
画もいくつか聞こえてまいります。
　しかしながら、まず私達大田区ローラース
ケート・チームといたしましては、定期に区内
の体育館をお借りして、「大田区民ローラース
ケート教室」を開催させていただき、ローラー
スケートの楽しさ素晴らしさを広めていけたら
なと願っております。
　ぜひ、今後とも私達ローラースケート・チー
ムに、より大きなご支援・ご助力をよろしくお
願い申し上げます。

※同一団体で１口しか加入できません。中途加入する場合、中途脱退する場合も年間掛金を適用します。加入後の加入者の入換え、加入区分の変更はできません。
※掛金には（財）スポーツ安全協会で運営する「共済見舞金制度」の掛金、１人２０円が含まれています。
※危険度の高いスポーツ活動はD区分以外では補償されません。

団体活動中の事故／往復中の事故対象となる事故
平成22年4月1日午前0時より平成23年3月31日午後12時まで（申込受付は平成22年3月から）保　険　期　間

5名以上の団体で
ご加入ください（団体活動を行う5名以上の方々で、加入区分をそれぞれお選び頂いてご加入ください。）

インターネットからの加入受付を行っております。詳しくは、ホームページをご覧ください。

傷 害 保 険 賠償責任保険 共済見舞金

加入対象者 補償対象となる団体活動 加入
区分

年間掛金
（一人当たり）

傷害保険金額 賠償責任保険
支払限度額
（免責金額なし）

共済見舞金
死　亡 後遺障害

（最　高）
入　院
（日　額）

通　院
（日　額）

子ども

中学生以下
（特別支援学校
高等部の
生徒を含む。）

スポーツ・文化・ボランティア・
地域活動 A1 600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

身体・財物賠償
合算 1事故 5億円
ただし、身体賠償は 1人 1億円

突然死

（ 急性心不全
脳内出血など）
180万円上記団体活動に加え、個人活動も対象 

上段：団体活動中及びその往復中の補償額
下段：上記以外（個人活動など）の補償額

AW 1,150円

2,100万円 3,150万円 5,000円 2,000円 身体・財物賠償
合算 1事故 5億500万円
ただし、身体賠償は 1人 1億500万円

100万円 150万円 1,000円 500円 身体・財物賠償
合算 1事故 500万円

対象と
なりません

大
　
人

高校生
以上

65歳以上
の方も加入
できます。

文化・ボランティア・地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け A2 600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

身体・財物賠償
合算　1事故 5億円
ただし、身体賠償は1人 1億円

突然死

（ 急性心不全
脳内出血など）
180万円

スポーツ活動
スポーツ活動の指導 C 1,600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円
子どものスポーツ活動の指導
※C区分でも加入可 AC 1,100円 1,000万円 1,500万円 2,500円 1,000円

65歳
以上

スポーツ活動
※C区分でも加入可
※スポーツ活動を行わない方はA2区分

B 800円 600万円 900万円 1,800円 1,000円

全年齢 危険度の高いスポーツ活動 D 9,000円 500万円 750万円 1,800円 1,000円

日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はA1区分と同様

スポーツ安全協会 検 索

〒150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館内  TEL 03-3481-2423 電話受付時間：午前10時～午後5時（土、日、祝日を除く。）

東京都支部
（東京都体育協会内）
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平成22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 ・大田区商店街連合会
・大田区学校医会 ・関東警備保障（株） ・（株）四季の自然舎
・青 樺 楼

【個　　人】
・小野　清子　・松原　　仁　・石原　宏高　・平　　将明　・鈴木　晶雅　・神林　　茂
・湯本良太郎　・藤井　　一　・近藤　忠夫　・可知佳代子　・河津　章夫　・田中　一吉
・鈴木　章浩　・海老澤信吉　・松原　秀典　・高瀬　三徳　・岸田　哲治　・張替　 雄
・横川　敏男　・髙山美智子　・野口　和矩　・櫻井　光政　・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　・横山　房義　・高山　徳治　・星野　　仁
・熊谷　善徳　・堀口　健男　・藤崎　雄三　・山見　哲郎　・倉澤　隆司　・皆川　敏郎
・松原茂登樹

◇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22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
６日（土）・７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、	“ダーツ競技”を中心に本協会及び協会加
盟団体のPRをします（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。

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

［2010年8月12日現在］
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《創立50周年を迎えた協会の課題》
若年層の育成・女子大会の開催

大田区アマチュアレスリング協会	理事長

間宮　一雄
　今春50周年を迎えた本協会は、1960（昭和35）
年５月、早大を中心に日体大、法大等のレスリ
ング部OBにより創立されました。東京オリン
ピックを４年後に控えたその年、区内の関係者
・同好者の参加のもと、春・秋季の区民スポー
ツ大会が盛大に開催されました。
　その後30年を経て、競技者数の減少により、	
大会運営が困難な状況が数年続きました。
　局面打開のため、新会長に水井達興氏（法大
OB・区議会議員）を迎えるとともに、協会の若
返りを図りました。それが功を奏し、最近では、
出場者数は常時6階級・30～50余名を数えるに
至っています。

　今後は、競技人口の着実な増加をめざして、
底辺拡大の一環としての若年層（少年・少女）の
育成が大きな課題です。
　近年、オリンピックや国際大会において女子
選手の活躍が顕著です。その影響もあって女子
競技者の増加傾向が見られます。本協会として
は、この状況を踏まえて区民スポーツの振興の
ために、女子大会開催のための準備に早急に着
手しなくては、と思います。大田区及び大田区
体育協会の本協会に対する期待も同様と思いま
す。

創立50周年と
サッカー競技の発展
大田区サッカー協会	副理事長

郷右近　浩成
　当協会は本年４月、 創立50周年を迎えました。
11月には記念式典を予定しています。
　さて、FIFAワールドカップでの日本代表の
活躍（ベスト16）は、ご記憶に新しいものと存じ
ます。 ’90年代以降、 ’93Ｊリーグ開幕・ ’98ワー
ルドカップ初出場・2002ワールドカップ開催等、
日本のサッカー界は大きく躍進致しました。
　当協会においては、従来の一般部（社会人）・
少年部（小学生）にシニア部（40歳以上）・ジュニ
アユース部（15歳以下）・女子部（小学生女子及
び成人女子）が加わり、あらゆるカテゴリーに
てサッカー競技を楽しむ状況に至っております。
　当協会には現在、少年部にて活躍した子ども
達が社会人となり一般部に、一般部の選手達が
シニア部にと参加して来ております。協会では、
少年少女からシニアまで、生涯スポーツとして
のサッカー競技の魅力を引き出す円滑な組織運
営を目標にしています。
　さて、サッカー競技は雨天でも実施する競技
です。残念ながら大田区には、雨天でもサッカ
ーの出来るグラウンドがありません。都民体育
大会をはじめ東京都の大会では当然のことなが
ら雨天決行です。
　将来のＪリーガーが多数輩出する環境、また
サッカー競技の魅力を引き出すためにも、雨天
でもサッカーの出来るグラウンドは必要不可欠
です。当協会は雨天でもサッカーの出来るグラ
ウンドの創設に向けて努力していきます。
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平成22年度
大田区体育協会表彰

【体育功労者】（順不同） 31名

氏　　名 所属団体名

稲川　　徹 大田区弓道連盟
吉田　　弘 大田区弓道連盟
河上　克夫 大田区サイクリング連盟
渡辺　良男 大田区サイクリング連盟
杉原　栄一 大田区柔道会
榎本　慎司 大田区スポーツ少年団本部
石坂　欣也 大田区ソフトテニス連盟
大谷　義通 大田区ソフトボール連盟
大橋　正剛 大田区ソフトボール連盟
鈴木　英明 大田区ソフトボール連盟
橋本　邦治 大田区ソフトボール連盟
村石　忠司 大田区ソフトボール連盟
白井　涼子 大田区卓球連盟
半沢　信宏 大田区卓球連盟
松本　晶子 大田区卓球連盟
渡部　総平 大田区釣魚会連盟
今野　忠男 大田区軟式野球連盟
立野袈裟男 大田区軟式野球連盟
手塚　　哲 大田区軟式野球連盟
平野　和則 大田区バスケットボール連盟
長洲　弘文 大田区バドミントン協会
中村　政彦 大田区バレーボール協会
内田　正行 大田区ハンドボール協会
醍醐　末子 大田区フォークダンス協会
尾川　好子 大田区民踊連盟
菊地やす子 大田区民踊連盟
谷澤　節子 大田区民踊連盟
森山とよ子 大田区民踊連盟
土方　保子 大田区ラジオ体操会連盟
大窪　光子 大田区ワンダーフォーゲル協会
谷　多喜子 大田区ワンダーフォーゲル協会

【体育優良団体】 １団体

団　体　名 代　　表

大田区硬式野球連盟 西谷　昌信

【スポーツ功労者】 １名

久保田秀敏（大田区ウエイトリフティング協会）

　７月17日～19日、栃木県で開催された第28
回	全日本マスターズウエイトリフティング競
技選手権大会の［M35	69kg級］で優勝。

【永年勤続功労者】（順不同） ７名

氏　　名 所属団体名

伊東　義高 大田区アーチェリー協会
佐藤　龍男 大田区アーチェリー協会
大圖　　満 大田区アマチュアボクシング連盟
高井貞太郎 大田区インディアカ連盟
内田　正行 大田区ハンドボール協会
関口あい子 大田区ミニテニス連盟
渋沢　綾子 大田区ラジオ体操会連盟
◉	９月５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22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

松本やよひ 大田区エアロビック連盟

【生涯スポーツ優良団体】 １団体

団　体　名 代　　表

大 田 区 卓 球 連 盟 氏田　　守

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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平成22･23年度
大田区体育協会の役員体制

　去る３月25日に開催された評議員会及び理事
会で、平成22・23年度の役員が下記のとおり選
任されました。
≪会　　長≫　西野　善雄
≪副 会 長≫　高木　雄司　　尾﨑　　晌
　　　　　　　加藤　昌晴
≪専務理事≫　西川　　泉（事務局長）
≪常務理事≫　西山　　實　　時任　宥幸
　　　　　　　金光喜惠子　　摩壽意眞朗
　　　　　　　稲岡　弘子　　白銀　正明
≪理　　事≫　榎田　隆一　　北嶋　栄治
　　　　　　　久保　秀夫　　小西　　誠
　　　　　　　小林　正明　　鈴木　　清
　　　　　　　鈴木　廣司　　高井貞太郎
　　　　　　　中村　貞夫　　奈良　繁夫
　　　　　　　堀江壽々枝　　松本やよひ
　　　　　　　水井　達興　　宮島　紀典
　　　　　　　山口　高司
≪常任監事≫　室中　道雄
≪監　　事≫　大槻　　生　　平塚　宜信

大田区体育協会職員の配置

2010年４月１日現在

【事務局】
《事務局長》　西川　　泉
《職　　員》　生越　哲男　　亀田　　守
　　　　　　岡村　義次　　中村　恵蔵
　　　　　　大饗　啓子　　雨宮　謙二
　　　　　　西塚　　順　　船山三四郎
【大森スポーツセンター】
《所　　長》　平山　政雄
《職　　員》　笹原　正直　　大塚　民子
　　　　　　小野　敏治
【大田スタジアム】
《所　　長》　平山　政雄（兼務）
《職　　員》　篠原　　丕　　吉澤　恒夫
　　　　　　木曽　邦夫　　村松　俊秀
　　　　　　今井喜一郎　　神　　記幸
　　　　　　齋藤　芳之

平成21年度 事業報告・決算
承 認 さ れ る

　平成21年度の事業報告・決算の特色は、
①第62回都民体育大会において、女子は総合で
２位、男子は総合で４位の成績でした。
②２施設（大森スポーツセンター、大田スタジ
アム）の指定管理者再指定後の初年度の決算と
なり、的確な事業執行に努めました。
③平成18年度から指定管理者として、３施設（大
森スポーツセンター、大田スタジアム及び大田
区体育館）の管理代行業務の履行に伴い締結し
た協定書に貼付の印紙は印紙税法上、不要であ
ることが判明したため、過去３ヵ年分の印紙税
相当額（60万円）を大森税務署から還付を受け、
区へ全額返還しました。
　上記特色のもとで、平成21年度事業報告及び
決算が５月11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25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８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297,295,288円に対し、決
算額は297,024,951円（差異270,337円）。支出の
部、予算現額297,295,288円に対し、決算額は
293,252,942円（差異4,042,346円）でした。事業報
告・決算の詳しい内容は（財）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27回  区民スポーツまつり プログラム】
実　施　会　場 実　施　内　容 実　施　会　場 実　施　内　容

大森スポ－ツセンタ－

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

嶺町文化センタ－ 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－

東調布中学校 楽しく遊ぼうバスケットボ－ル
東調布公園野球場 グラウンド・ゴルフ体験

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

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、ケガの応急処置
矢口区民センター アクアビクス教室、ニュ－スポ－ツ体験

大田スタジアム

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、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、
ベースランニングコンテスト

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
ふれあいはすぬま グラウンド・ゴルフ体験
梅屋敷公園弓道場 和弓で的当て
蒲 田 小 学 校 太極拳初心者体験

平和島公園プール 水泳教室 東 蒲 小 学 校 体力測定
大森ふるさとの浜辺公園 カヌ－体験教室 萩 中 集 会 所 民踊で楽しく踊ろう
森ヶ崎公園 運動広場 タッチ&タグラグビー体験 萩中公園野球場・プ－ル アクアスロン（水泳・ランニング）
大森西区民センター バドミントンしませんか？ コミュニティセンター羽田旭 釣り体験、ビームライフ射撃体験
中央五丁目公園 冒険遊び場体験 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、

健康体操南馬込文化センター てのひらけっと、プレイスティテニス
馬込文化センター 武術太極拳教室 萩中文化センター インディアカ体験
馬込テニスクラブ 初心者テニス教室 ガス橋付近河川敷 ボート教室
大田文化の森 健康法太極拳教室 ガ ス 橋 緑 地 こども乗馬
大森第四中学校 気功太極拳、シェイプアップ体操

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 会 館 初めてのフォ－クダンス

レクリエ－ションダンス

☆ 協 力 民 間 施 設 ☆　　★①～⑥は、９月27日までに各施設へ申し込み（先着順）
施　　設　　名 施設所在地・電話 施　設　内　容 対　　　象

①コナミスポ－ツクラブ大森町 大森西３－31－８ （5471）9871 トレーニングジム
スタジオ
プール 高校生以上

②コナミスポーツクラブ山王 山王１－３－１ （3773）7991
③コナミスポ－ツクラブ蒲田 蒲田５－47－７ （3737）1601
④東京ベイフットサルクラブ 羽田旭町10－1 （5737）7377 フットサル、ビーチバレー
⑤テニスフレンズ羽田 東糀谷２－５－８ （3743）3699 室内テニス 中学生以上
⑥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 18歳以上の女性
⑦生涯体育アトラス 山王３－27－６ （6429）9072 トレーニングジム 中学生以上（中学生は保護者同伴）

◇ ほ か の 日 程 で 実 施 す る 会 場 ◇
10月 3日 久原小学校 第21回ふれあい久が原大運動会 10月17日 本門寺公園

グラウンド
池上スポ－ツまつり

（雨天時：大森第四中学校）10月 3日 六郷文化センターほか 六郷ウォークラリー大会 10月17日
10月17日 大森第四小学校 大森東スポーツまつり 10月17日 萩中小学校 羽田地区スポ－ツまつり（子どもフェスタ）
10月17日 馬込中学校 馬込スポーツまつり

★今年も区民スポーツまつりが、10月11日（月・祝日）の「体育の日」に下記の各会場で開催されます。

三浦マホロバ温泉三浦マホロバ温泉三浦マホロバ温泉品川か
ら

京急6
0分

三浦海
岸駅よ

り

徒歩5
分

すぐ近くにあるあったか温泉

天然温泉と新鮮な魚介類や山の幸、表情豊かな四季をお楽しみ戴けます。

大田区体育協会提携施設

日帰りプラン 1泊朝食プラン いきいきプラン レディースプラン 1泊2食プラン

（マホロバマインズ三浦）

お一人様
昼食・入浴・クア1回付
無料休憩室（大広間）ご利用は
9:00～16:00となります。
前日までの予約制です。

60歳以上の熟年の方に
　　　1日20組様限定
　　1泊2食付　お一人様

女性のみ1日20組様限定

　　　　　　クアパーク利用

　　1泊2食付　お一人様

お一人様　クア利用1回付

2,900円

6,500円

（すべて、サ・税込。入湯税150円は別途かかります）

7,875円  9,450円7,500円

別 

館

本 

館 8,500円 9,500円

クア利用1回付　お一人様

9,000円

10,000円

別 

館

本 

館

●研修会議に 会議室料込み

別館宿泊研修プラン　本館宿泊研修プラン

ご 予 約
お問い合わせ

東京予約センター 四季の自然舎 ０１２０－０４６－８９１
営業時間（日・祭日は定休）（月～金）AM9：00～PM7：00（土）のみAM10：00～PM5：00

TEL.03-3365-6231
FAX.03-3365-5622

担　当
橋本重夫

2,900円

6,500円

7,875円  9,450円7,500円 8,500円 9,500円

9,000円

10,000円
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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 5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10日 南馬込文化センター 体育室 10月 2日
3 アマチュアボクシング 11月 7日 早稲田大学（17号館） 体育館 10月16日
4 アマチュアレスリング 10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）
5 居 合 斬 道 12月 5日 大田区民プラザ 体育室 11月15日
6 インディアカ 11月21日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 4日
7 ウエイトリフティング 12月 5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26日 池上会館 集会室  9月25日
9 空　手　道 11月13日 大森スポーツセンター アリーナ  9月 2日
10 弓　　　道  9月26日 梅屋敷公園 弓道場 当日会場受付（9時30分まで）
11 クレー射撃  9月20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20日 大田スタジアム  9月 6日
13 剣　　　道 11月14日 大森スポーツセンター アリーナ  9月29日
14 ゴ　ル　フ 10月13日 香取市「香取カントリークラブ」  9月20日
15 サ ッ カ ー  9月 5日〜11月21日 多摩川緑地サッカー場 ほか 受付終了
16 柔　　　道 10月17日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 1日
17 少林寺拳法演武  9月19日 大森スポーツセンター アリーナ 受付終了
18 スキー競技 2011年1月23日 南魚沼市「六日町スキーリゾート」 2011年1月14日
19 相　　　撲  9月26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19日 多摩川六郷橋緑地 庭球場 受付終了
ソフトテニス（小学生）  9月 5日 多摩川六郷橋緑地 庭球場 受付終了
ソフトテニス（中学生） 10月 9日 多摩川六郷橋緑地 庭球場 受付終了

21 ソフトボール  9月 5日〜10月31日 多摩川ガス橋緑地 野球場 6〜8号面 受付終了

22
卓球（小・中・高校生）  9月11日 大森スポーツセンター アリーナ 受付終了
卓球（一般）  9月12日 大森スポーツセンター アリーナ 受付終了
卓球（Ⅱ部） 10月 2日 大森スポーツセンター アリーナ  9月12日

23 ダンススポーツ 2011年1月23日 大森スポーツセンター アリーナ 12月13日
24 釣魚（カワハギ） 10月10日 三浦半島「油壷沖」  9月30日
25 テニス（ダブルス）  9月 4日〜10月17日 本羽田公園 庭球場 ほか 受付終了
26 な ぎ な た 11月 7日 大田区民プラザ 体育室 10月 9日
27 軟 式 野 球  8月22日〜11月14日 大田スタジアム・多摩川緑地 野球場 受付終了
28 区民ハイキング  9月26日 小田原市「石垣山、一夜城歴史公園」  9月17日
29 馬　　　術 10月24日 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 6日〜10月25日 大森スポーツセンター アリーナ 受付終了

31
バドミントン（Ⅰ部） 10月 3日 大森スポーツセンター・大森第五小学校  9月 8日
バドミントン（Ⅱ部） 11月 6日 大森スポーツセンター アリーナ 10月 6日

32 バトントワリング 12月12日 大森スポーツセンター アリーナ 10月30日

33
バレーボール（一般・6人制） 10月24日〜11月8日 大森スポーツセンター アリーナ 10月13日
バレーボール（中学生・6人制）12月 4日・12月18日 大森スポーツセンター アリーナ 11月22日

34 ハンドボール 11月23日・11月28日 大森スポーツセンター アリーナ 11月13日
35 ボウリング 10月17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 5日 大森スポーツセンター アリーナ 11月21日
37 民　　　踊 10月24日 大田区民ホール アプリコ 大ホール  9月17日18時抽選会

38
ライフル射撃（小口径）  9月12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）  9月20日 埼玉県長瀞総合 射撃場 大会の10日前

39 陸 上 競 技  9月19日 都立大井ふ頭中央海浜公園 陸上競技場  9月 3日
40 レク・フォークダンス 10月24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 7日 多摩丘陵「都立小山田緑地」 10月29日
2 自転車走行会 10月 3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63回区民スポーツ大会（秋・冬季）&スポーツ奨励事業（秋季） 日程表［五十音順］】
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