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惜しくも 連続男女総合優勝 ならず
第62回 都民体育大会 男子4位・女子準優勝

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

　都民体育大会は32競技種目を区市町村対

抗で競うものです。昨年８月の水泳種目で火

蓋が切られた第62回都民体育大会は、この６

月まで32種目の熱戦が繰り広げられました。

　大田区選手団は、昨年に続いての“男女総

合優勝”をめざして、西野善雄体育協会会長

を団長とする役員・監督・コーチ・選手の総

勢526名で大会に臨み、30の競技種目に出場

しました。

　選手団は各種競技に活躍し、昨年に続いて

の“連続男女総合優勝”こそ逃しましたが、

総合で男子が４位、女子が準優勝という好成

績を収めました。

　種目別では、ダンススポーツ（混成）と少

林寺拳法（男子）が優勝、スキー（女子）と

ローラースケート（男子）が準優勝を飾りま

した。また、バレーボール、ハンドボール（以

上男子）、バスケットボール、ソフトテニス、

ソフトボール（以上女子）が３位に入り、そ

の他の種目でも多数の入賞を果たしました。

　６月26日の解団式では、次回大会での一層

の健闘と“優勝旗奪還”を誓い合いました。

＜春季大会開会式で力強く選手宣誓を行う大田区選手団の高野　哲史選手（弓道）＞
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【正式競技】 ＜男子の部＞ ＜女子の部＞

優　勝 ダンススポーツ（混成）
準優勝 スキー
３　位 バレーボール バスケットボール　ソフトテニス　ソフトボール
４　位 ライフル射撃　空手道

５　位
ソフトテニス　卓球　軟式野球 陸上競技　　テニス
ソフトボール

６　位 陸上競技　　馬術 ボウリング
７　位 クレー射撃
８　位 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 少林寺拳法
５　位 ハンドボール

第62回都民体育大会     出場チーム･監督･選手
【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･渡邊裕太･佐々木将之

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

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･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･黒野美奈

スキー（男子）　＜監督＞ 天野太郎          　
　　　＜選手＞ ［１部］ 加藤淳一･丸山昌平･高橋智耶･高埜　晃･吉田幸平  　　［２部］  山田邦博･小野　衛･小泉奏一郎･宇田孝史　
　　　　　　　 ［３部］ 新穂浩志･山崎　淳･日比野猛    　　 ［４部］ 西塚　順･北村　明        　   ［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］ 重原優実子　　　［２部］斉藤絵美子･後藤朋子･毛利雅子
　　　　　　　 ［３部］ 中谷順子･江良裕子　［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＞ 川名純慈･林　裕介･高尾敏幸･下島千明･坂西　勉･森　賢太･笠原大康･森　翔太

陸　上（男子）　＜監督＞ 大内邦彦
　　　＜選手＞ ［100m］ 江　和彦 ･斉藤雄介 ［200m］ 佐伯治樹 ･篠原雄樹 ［400m］栗原大輝

［800m］ 福谷輝夫･朴　理喜 ［1,5,00m］ 阿藤正行･坂西　勉 ［5,000m］笠原大康･ 藤村賢一
［走高跳］ 江面　毅 ･平山　淳 ［砲丸投］ 青山剛太･近藤倫史 ［やり投］郡司直樹･ 安田晴貴
［走幅跳］ 柳井佑介･山�貴之 ［三段跳］ 有田史昭･織附朋寿
［4×100mリレー］ 江　和彦･斉藤雄介･佐伯治樹･篠原雄樹･藤村賢一･山�貴之

陸　上（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 ［1,500m］ 根岸美夏

［5,000m］ 植村理枝･小越あや ［走高跳］ 小林あかね ･池田麻里奈 ［走幅跳］ 大須賀友里 ･古口夕貴
［やり投］ 青海順子･田中あゆみ ［砲丸投］佐藤由佳
［4×100mリレー］ 池田麻里奈･倉方　優･古口夕貴･小林あかね･佐藤由佳･･田中あゆみ

第62回都民体育大会　　入賞種目・成績
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サッカー（男子）　＜監督＞ 宮本忠弘　　　　　
　　　＜選手＞　青木伸泰･安藤　寿･藤崎　翔･町　大輔･海老沢生･筒井琢人･大楠幸平･吉井　俊･小澤佳之･三瓶豊加･
　　　　　　　　堀之内秀樹･斉藤隆司･逸見敏明･下川　穣･雨宮　透･高井啓侑･村松勇紀･城　隼人･茨木　優

テニス（男子）　＜監督兼選手＞ 勝間　豊
　　　＜選手＞　岩波広明･長田祐治･鍋谷秀紀･林　直樹･根本修宏･小林穂高･本庄勇治･長　敬･高橋邦夫･江淵正浩

テニス（女子）　＜監督兼選手＞ 中澤とく子
　　　＜選手＞　吉野美穂･大竹由紀絵･奥山律子･ 鍋谷洋子･金山幸子･大熊友希子･辰野和美･三好智枝子･田中久子･田中ゆかり

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･中道正生･生井重幸･本間文暁･柳沢聡洋･福山孝士･榎本貴彦･熱海和己･北村源太･瀬川裕也･
　　　　　　　　中道浩之･平川健一･田中　僚･津谷　錦･高田　普

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＞ 高橋孝子 　＜マネージャー兼選手＞ 永富真紀子
　　　＜選手＞　土屋律江･黒崎広子･中村香恵･徳田恭子･本間真希･生井素代･平吹典子･川本清子･竹内千香･諸徳寺真奈美･
　　　　　　　　宮田奈津美･工藤知美･池田きみ子･中道利果

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＞ 森井隆平
　　　＜選手＞　野崎皓介･守田雄一･塙　隆寿･清水允浩･加藤　剛･牛山陽介･亀井祐介･杉村尚大･木村太一･西田武史･角田亮平･
　　　　　　　　上野幸太郎･岡野　遼･平本　琢･国吉祐介

バスケットボール（女子）　＜監督兼選手＞ 大橋美紀　 ＜コーチ兼選手＞ 三浦芳恵　 ＜マネージャー兼選手＞ 斎藤和枝
　　　＜選手＞　潮田朝子･伊佐地敦子･青山恵美･桜井有紀･新井麻梨･丸尾　忍･椎木早百合･伊藤久美子･石井聡子･猪崎智子･
　　　　　　　　高橋玲奈 ･楠田亮子

ソフトテニス（男子）　＜監督＞ 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･森岡智行･阿部一臣
　　　　　　　　［成年］ 近藤夏彦･岡　史浩･中村光雄･小八木利実    ［シニア45］ 北村篤男･佐藤健司･新田一郎･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･川守田均子･福田淳子･村上希永子    ［成年］ 石川美雪･水谷泰子･稲垣まり子･井上まゆ美
　　　　　　　　［シニア45］ 菊池　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］ 石�孝志･野本譲大･藤村桂三    ［セミシニア］ 登尾日出男･氏田知孝    ［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･梶原一華･内村真理    ［セミシニア］ 白井涼子･佐藤　伸       ［シニア］ 粟生京子･太田浩子
　　　　　　　　［ベテラン］ 鈴木知子･福田美恵子　　　

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･荒川　一･斎藤修太郎･
　　　　　　　　山内裕介･勝田　栄 ･愛甲弘明･牧野訓明･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＞ 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］小出　明･小林賢治      ［エペ団体］ 佐藤一弘･福嶋俊介
　　　　　　　　［サーブル団体］ 阪本直樹･桜井宗大･土井哲夫

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＞　山口高司
　　　＜選手＞　岡本康志･増田朋之･門井　誠･宮崎浩一･岩下　誠･金内正文･江川博康･野口　清･厚川　勇･石井幸男

バドミントン（女子）　 ＜監督＞ 塚田敦子
　　　＜選手＞　増田江美･大森美菜子･岡田桂子･小宮和枝･吉森央枝･岩下美奈子･谷澤由美子･今仲由香里･吉川さとみ･
　　　　        　   石井笙子
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弓　道（男子）　 ＜監督＞ 古田健一　　　　＜選手＞ 星　洸太･中嶋一貴･渡辺雅英･高野哲史･畝本孝志･山口忠重

弓　道（女子）　 ＜監督＞ 鳥羽ミチ　　　　＜選手＞ 田中　繭･寺田真希子･吉村智子･小泉郁子･沼里惠子･富澤美佳

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］ 石田朋之･小池寛之･大久保勲･
　　　　　　　相沢秀夫･薄井豪･宮本重義 ･桐島佳宏  ［外野手］ 石坂一樹･笠井健太郎･萩原圭介･佐川洋輔･山本晃史

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･
　　　　　　　人見梨絵･小笠原恵　 ［外野手］ 荒川宏実･大久保浩美･加藤　恵･河原友美･中村祐子･佐藤美智子･桑原佳奈子

柔　道（男子）　　　　＜監督＞ 佐藤恵一　　＜選手＞ 鹿毛雄介･松下忠広･松下貴紀

クレー射撃（混成）　　＜監督＞ 渡邉一太　
　　＜選手＞　［トラップ］ 内田啓二･清水幸夫･伊藤　厚･石川一郎　［スキート］ 馬場康守･山崎慎也･板倉幹夫

ライフル射撃（混成）　＜監督＞河合光生　
　　＜選手 ＞［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＞ 岡本　徹　　＜選手＞ 平井教夫･小澤誠志･柿原裕子･松崎正太　

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

空手道（男子）　　　　＜監督＞ 関口　徹　  ＜コーチ＞ 松澤卓男
　　＜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･蜷川洋平･奥東誠一郎･左近大祐･竪山龍一

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･山上喜久子

ボウリング（男子）　　＜監督兼選手＞ 増田　操　　＜選手＞ 木舟正剛･吉田正和　　　

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

ゲートボール（男子）　＜監督兼選手＞ 西山　實　　＜選手＞ 菅原　寛･海老沢要･熊田　貢･池田信夫･石綿敏朗･下重忠勝･畑元健一

ゲートボール（女子）　＜監督兼選手＞西山きみ
　　　＜選手＞　水越崇子･羽染昭子･須藤キクヨ･間部良子･斉藤由紀子･杉山みどり･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＞綾野昌史･綾野和子 ＜タンゴ＞斎藤　実･斎藤千枝子 ＜ワルツ＞若杉雄次･若杉俊子
　　　　　　　　［ラテン］＜サンバ＞ 高橋和則･高橋京子　＜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＞ 黒沼　隆
　　＜選手＞　阿部浩明･真壁和博･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

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＞ 尾花愛ら　   ＜マネージャー＞ 尾花清子
　　＜選手＞　［スピード］ 菅原　崇･高橋宏明･西増仁志･田中健司･和田大我 　　　 ［リレー］ 戸川賢司･朴　竜樹･尾花勝太　
　　　　　　　［フィギュア］ 倉澤秀和･渡辺裕之　
　　　　　　　［ホッケー］ 菅原　崇･高橋宏明･鈴木　隆･真野孝一･朴　竜樹･白崎延二･戸川賢司･金子　登

少林寺拳法（男子）　　　　＜監督＞ 瀬川伸一
　　　＜選手＞　上小牧　航･干場俊範･上小牧　諒･平田健一･類家　勝･秋吉聖也･三浦荘太郎

少林寺拳法（女子）　　　　＜監督＞ 瀬川伸一　　＜選手＞ 日高　舞･五味春香･毛塚佐和華
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●●  優勝優勝・・準優勝チーム紹介準優勝チーム紹介  ●●

選手一丸で得た 優勝

大田区ダンススポーツ選手団監督　熊谷 善徳

　６月７日（日）、駒沢総合体育館に各区市

町村の選手が勢揃いし、昨年の覇者である足

立区を先頭に31区市町村の入場行進で幕が

開きました。

　一次予選のスローフォックストロットから

始まり、闘志満々でフロアに入る代表選手の

顔は紅潮していました。

　一次予選も終わり、ほっとする間もなくリ

ダンスの発表です。大田区の選手も２種目の

リダンスを踊ることになりましたが、順調に

クリアして、二次予選にコマを進めました。

　二次予選は全種目クリアして、準決勝に進

出です。選手の表情に少し笑みが感じられま

した。決勝前に同点決勝が何種目かあり、応

援席から「おーっ」というどよめきが聞かれ

ました。種目別に決勝進出チームの発表があ

る度に拍手と歓声が上がりました。

　決勝戦は毎年おなじみの選手が顔を揃えま

す。毎年出場している選手の中で、あの地区

の選手には絶対負けたくない、と意気込んで

いる選手を見ると、胸が熱くなります。

　大田区は 1 種目を除く全種目で決勝進出

し、一丸となって踊りきりました。その結果、

個人成績で優勝２種目、準優勝1種目の好成

績を収めることができ、総合成績では接戦の

末、優勝することが出来ました。

大田区に帰って、美味しいお酒で祝勝会。明

日の勤めのあることも忘れ、ダンス談義で盛

り上がりました。

　最後に監督として、選手に大きな拍手とお

礼を申し上げたいと思います。

男子、２年連続総合優勝！

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少林寺拳法

競技が行われ、男子は組演武三段以上の部で

上小牧航・干場俊範組、初二段の部で上小牧

諒・平田健一組、級の部で類家勝・秋吉聖也

組、単演の部で三浦荘太郎が出場しました。

　上小牧航・干場俊範組は、一番レベルの高

い三段以上の部で自分達の力を十分に発揮し

気合満々の演武をして第二位になりました。

上小牧諒・平田健一組は自信に満ち溢れた

最高の演武をして、第一位になりました。

　類家勝・秋吉聖也組は、昨年に続いて第一

位になりました。

　単演の部に出場した三浦荘太郎は、入賞こ

そ出来ませんでしたが、気迫たっぷりの演武

をしました。

　今年も選手一人ひとりの協力で総合優勝に

輝くことができ、私を含めチーム一同にとっ

て満足のいく素晴らしい一日となりました。

　競技において勝つことは大切なことだと思
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うのですが、勝つことだけにこだわらず、日々

の精進努力を忘れずに修行に励んでいれば、

結果にもつながっていくと信じています。

　来年も素晴らしい都民体育大会になるよう

に頑張ります。

女子選手 ムラなく入賞
総合第２位に輝く！
大田区スキーチーム監督　天野 太郎

　第62回都民体育大会冬季大会スキー競技大

会で、大田区女子は総合第２位に輝きました。

　大会は平成21年３月１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。

参加団体は54区市町、女子は116名でした。

　スキー回転競技では、１本目を全員が滑り

終わった後、タイム或いは順位で２本目の出

走を制限します。２本目はセット替えが行わ

れ、２本の合計タイムで順位が争われます。

　女子の成績は下記の通りです。

　１部　 重原優実子選手　 第６位

　２部 　斉藤絵美子選手　 第５位

　３部 　中谷　順子選手　 第１位

　４部 　中岡　玲子選手　 第８位

　　　　

　　　

　この結果、大田区女子は総合第２位の栄誉

を獲得しました。大会得点10点は、第62回

都民体育大会女子の部で大田区が第２位を占

めた大きな原動力となったものと自負してお
ひとえ

ります。これは偏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。お蔭様で私は第２位の表彰台に上がり、

表彰状をいただく光栄に浴しました。

　大田区女子スキーは、来年以降の大会にお

いても、立派な成績を収めるものと期待して

おります。

もっと貢献したい
　

大田区ローラースケート・チーム監督

尾花　栄一

　私たち大田区ローラースケート競技(ホッ

ケー･スピード･フィギュアの三部門)代表

チームは、今回、総合で２位の成績でした(昨

年は３位)。大田区民の皆々様、体育協会関係

者の皆様の温かいご支援・ご助力に心より感

謝いたします。

　以前、ローラースケート競技は都民体育大

会の「正式競技」であって、私たちは何度も

優勝するなど常に上位入賞して、大田区の団

体総合優勝や上位入賞に貢献してまいりまし

たが、事情により現在は「公開競技」であり、

それが無念でなりません。

　スペイン人のサマランチ元ＩＯＣ会長は、

ローラーホッケーのゴールキーパーとして大活

躍した名選手であり、1992年のバルセロナオリ

ンピックでは公開競技となり、日本チームも参

加いたしました。またワールドゲームズでは正

式種目であり、過去毎回オリンピックの新規採

用競技候補にあげられており、来年11月に中

国・広州で開催されるアジア大会では、いよい

よ新種目として実施される見通しです。　

　ローラースケートの世界大会では、フィ

ギュアとホッケーは屋内で、スピードはバン

クの付いた専用リンクかロードなどで行われ

ています。今後、大田区内でのローラース

ケート普及活動としては、体育館などをお借

りして「ローラースケート教室」などが開催

できたらいいなと、願っております。
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　こんにちは！
スポーツバトン協会です

理事長 山口 圭子・副理事長 浅沼 康子

　皆さん、こんにちは。私達は今年４月より

大田区体育協会に47番目の団体として加盟さ

せていただいた「大田区スポーツバトン協会」

です。先輩46スポーツ団体の方々を見習い、

大田区にバトンの輪を広げて行きたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

　アメリカから日本にバトントワリングが

やって来たのは49年前の事です。現日本ス

ポーツバトン協会会長の高山アイコ氏が日本

のバトントワラー第１号でした。たった一人

から始まったバトントワリングも、芸術ス

ポーツとして年々技術が向上し、現在では競

技人口が60万人を越える程に成長しました。

　日本のバトントワリングは、今や世界の

トップレベルにあり、昨年の世界バトントワ

リング選手権大会では 17 年連続 18 回目の

ワールドカップを獲得するという偉業を成し

遂げました。今年は、８月６～９日オースト

≪新規加盟団体 紹介≫
ラリア・シドニーにて、第５回インターナ

ショナルカップが開催され、日本の選手達が

活躍して帰国いたしました。

　大田区スポーツバトン協会では、子ども達

がトップレベルの選手を身近に感じて意欲を

高めるようにと、この５月、昨年の世界大会

男子シニア部門金メダリストの佐々木敏道さ

んをお迎えして講習会を開催いたしました。

　大田区スポーツバトン協会には、現在、６つ

のバトンチームが加盟していますが、今後様々

な行事に取り組みながら、チーム間の親睦を更

に深めて行きたいと考えております。

　バトンは、リズム感・タイミング・集中力

等が身に付き、男女問わず幼児からシルバー

まで幅広い年齢層の方に気軽に楽しんでいた

だけるスポーツです。また、技術だけでなく

礼儀・挨拶・仲間づくりなどを大切にし、心

身ともに健全なる育成を目標にしています。

　今後は、大田区スポーツバトン協会として

区の色々なイベントに参加させていただき、

仲良く活動していくとともに、区民の皆様に

バトントワリングを楽しんでご覧いただける

よう、一層精進して行きたいと思います。

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 TEL03-3481-2423
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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21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。今後ともよろしくご指導・ご鞭撻の

ほどお願い申し上げます。

今年も“OTAふれあいフェスタ”で
大田区体育協会を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７日（土）・８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、今年もこのイベント

に参加して、人気の“ダーツ競技”を中心に本

協会及び本協会加盟団体のＰＲをします。多

くの皆様のご来場をお待ちしています。

平成21年度 賛助会員 ご芳名（順不同・敬称略）

［平成21年 8月 10日現在］

【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

・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 ・名取 憲彦 ・鈴木 晶雅

・神林 　茂 ・鈴木 章浩 ・永井 敬臣 ・近藤 忠夫 ・河津 章夫 ・水井 達興　

・海老澤信吉 ・松原 秀典 ・高瀬 三徳 ・安藤　 充 ・岸田 哲治 ・張替 雄　

・渋谷　 要 ・渡邉 盛雄 ・ 山美智子 ・野口 和矩 ・櫻井 光政 ・横山 富子

・田村　 亘 ・江口 初枝 ・横堀麻佐巳 ・羽倉 しげ ・長島 幸江 ・岡 千鶴子

・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 ・皆川 敏郎 ・佐山空閑子 ・上野 久代

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－ 2 9 －７

電  話（３７５４）－８６７９

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 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
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平成21年度大田区体育協会表彰

【体育功労者】（順不同） 　　22名

氏　名 所属団体名

後 藤　　 学 大田区合気道連盟

永 瀬　　 哲 大田区合気道連盟

永 田　雄 一 大田区合気道連盟

永 田　良 治 大田区弓道連盟

山 口　忠 重 大田区弓道連盟

角 屋　久 平 大田区ゲートボール協会

西 山　き み 大田区ゲートボール協会

橋 見    久 夫 大田区ゲートボール協会

森 竹　資 陽 大田区ゲートボール協会

山 崎　信 明 大田区ゲートボール協会

和 田　徹 也 大田区ゲートボール協会

川 島　義 人 大田区ゴルフ連盟

南　　 弘 一 大田区サイクリング連盟

花 澤 光太郎 大田区サイクリング連盟

田 中 たか子 大田区ソフトテニス連盟

赤 松　節 子 大田区ダンススポーツ連盟

植 田　泰 嗣 大田区ダンススポーツ連盟

熊 谷　義 徳 大田区ダンススポーツ連盟

高 橋　清 子 大田区フォークダンス協会

東 本 恵美子 大田区フォークダンス協会

松 本　友 子 大田区フォークダンス協会

加 藤　幸 男 大田区ラジオ体操会連盟

【体育優良団体】（順不同） 　２団体

団　体　名 代　表

大田区スキー連盟 天 野　太 郎

大田区テニス連盟 西 村　 　博

【スポーツ功労者】（氏名・功績）　  ３名

澤　晴美（女子 58kg 級）・久保田　秀敏（男子

69kg 級）・矢澤　英雄（男子 85kg級）

　大田区ウエイトリフティング協会所属の上

記３選手は、平成21年7月25日～26日神奈川県

で開催された第27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で優勝。

【永年勤続功労者】（順不同） 　　２名

氏　名 所属団体名

戸 嶋 福三郎 　大田区軟式野球連盟

福 本　武 子 　大田区なぎなた連盟

◎９月６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21年度 東京都体育協会表彰

【体育功労者】　 　　１名

氏　名 所属団体名

中 村　貞 夫 　大田区馬術連盟

【体育優良団体】 　１団体

団　体　名 代　表

大田区少林寺拳法連盟 河 津　章 夫

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�

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
東京都大田区下丸子４－９－１０
ＴＥＬ（０３）３７５７－３６６５
ＦＡＸ（０３）３７５７－３６６７

〒146-0092
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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

平成21･22年度 東京都体育協会
大田区役員の就･退任について

＜就任＞常 務 理 事　　尾　崎　　　　

　　　　評　　議　　員　　時　任　　宥　幸

　　　　体育大会委員　　小　西　　　　誠

＜退任＞ （平成19･20年度役員）

　　　　常 務 理 事　　尾　崎　　　　

　　　　評　　議　　員　　松　田　　　　薫

　　　　体育大会委員　　時　任　　宥　幸

平成20･21年度 大田区体育協会
理事の就 ･ 退任について

＜就任＞関　澤　　彰二郎（平成21年４月1日付・

任期：平成22年３月31日まで）

＜退任＞松　田　　　　薫（平成21年３月31日付）

                         　

大田区体育協会職員の配置

平成21 年４月1日現在

【事務局】

《局長》倉澤隆司

《職員》小高    勇　生越哲男　亀田　守　岡村義次

　　　  中村恵蔵　大饗啓子　雨宮謙二　田中輝明

【大森スポーツセンター】

《所長》平山政雄

《職員》黒澤雄二　笹原正直　大塚民子

【大田スタジアム】

《所長》平山政雄（兼務）

《職員》村松俊秀　篠原　丕　吉澤恒夫

　　　  今井喜一郎　神　記幸　齋藤芳之　吉田勝紀

平成20年度 事業報告・決算
　　             承 認 さ れ る

　平成20年度の予算・決算の特色は、①大森

税務署による消費税実地調査（８月14日）の

結果、過年度分の修正申告に至り、公課費に

財源不足を生じたこと。②東京都管理法人課

の実地調査（12月２日）により、寄附行為の

事業区分の明確化並びに過去の決算書に流用

科目が多く散見するが極力補正対応を、との

指導を受けたこと。これらを踏まえ、３月17

日開催の理事会で第一次補正予算の議決をい

ただき、決算書に反映させたことです。

　上記特色のもとで、平成20 年度事業報告

及び決算が５月11日、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19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29日には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282,459、637円に対し、

決算額は283,664,322円（収入率 100.4％）。支

出の部、予算現額282,459,637円に対し、決算

額は278,682,779円（執行率 98.7％）でした。

事業報告・決算の詳しい内容は下記の大田区

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。

（http://www.sportsota.or.jp）

訃　　　　　報
　平成21年４月25日、当協会の評議員会議

長としてご活躍いただいていた、大田区陸上

競技協会副会長の吉川　進氏が急逝されまし

た（享年71）。氏は、永年にわたり大会審判

長を務めるなど大田区の陸上競技の振興・発

展に尽力されました。

　ここに謹んで個人のご冥福を祈り、哀悼の

意を表します。
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【第26回 　大田区区民スポーツまつり　プログラム】
◎今年も区民スポーツまつりが、10月 12（月・祝日）の「体育の日」に下記の会場で開催されます。
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【第62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］】

種　　　目 期　　　 日 会　　　場 申込締切日
１ アーチェリー 12月  6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11日 南馬込文化センター 体育室 10月3日
３ アマチュアボクシング 11月  8日 ゴールドジム･サウス東京ANNEX 7階競技場 10月24日
４ アマチュアレスリング 10月25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  6日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 11月16日
６ インディアカ 11月22日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 10月5日
７ ウエイトリフティング 9月  6日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 健康体育室 当日会場受付（12時～13時）
８ エアロビクス 9月27日 池上会館 集会室　 9月26日
９ 空  手  道 11月14日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 9月4日
10 弓    道 9月27日 梅屋敷公園 弓道場 当日会場受付（９時00分～10時30分）
11 クレー射撃 9月21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21日 大田ｽﾀｼﾞｱﾑ 9月10日
13 剣    道 11月15日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 9月30日
14 ゴ ル フ 10月21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  6日 ～11月15日 多摩川緑地サッカー場　ほか 平成21年1月10日
16 柔    道 10月18日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 10月2日
17 少林寺拳法演武 9月20日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 8月20日
18 ス キ ー 競 技　　　　　　　　  平成22年1月17日 南魚沼市「六日町ミナミスキー場」 平成22年1月11日
19 相    撲 9月27日 梅屋敷公園 相撲場 当日会場受付(11時～12時30分）

ソフトテニス（一　般） 9月20日 多摩川六郷橋緑地庭球場 8月28日
20 ソフトテニス（小学生） 9月27日 志茂田小学校・志茂田中学校 8月28日

ソフトテニス（中学生） 未　定 　未　定   未　定
21 ソフトボール 9月  6日 ～10月25日 多摩川ガス橋緑地野球場　６～８号面 8月5日

卓　  球（小･中･高校生） 9月12日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 8月23日
22 卓　  球 （一　　般） 9月13日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 8月23日

卓　  球（Ⅱ 部） 10月  3日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 9月13日
23 ダンススポーツ　　　　　　　  平成22年1月17日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 12月  7日
24 釣    魚（カワハギ） 10月11日 三浦半島「油壷沖」 10月1日
25 テ ニ ス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 9月  5日 ～10月11日 本羽田公園庭球場ほか 7月22日（消印有効）
26 な ぎ な た 11月  8日 大田区民ﾌﾟﾗｻﾞ 体育室 10月10日
27 軟 式 野 球 8月30日 ～ 11月3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 区民ハイキング 9月27日 港南台駅→天園(六国峠)→瑞泉寺→鎌倉駅 9月18日
29 馬    術 10月25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  7日 ～10月28日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 8月14日

31
バドミントン（Ⅰ 部） 10月  4日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀ ・ー大森第五小学校 9月9日
バドミントン（Ⅱ 部） 11月  7日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 10月7日

32
バレーボール（一般・6人制） 10月25日 ～ 11月9日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 10月14日
バレーボール（中学生・6人制） 12月5日 ・ 12月19日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 11月24日

33 ハンドボール 11月23日 ・ 11月28日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 11月13日
34 ボウリング 10月18日 蒲田イモンボウル 当日会場受付（９時～９時50分）
35 ミニテニス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 12月  6日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ アリーナ 11月22日
36 民    踊 10月25日 大田区民ﾎｰﾙ ｱﾌﾟﾘｺ　大ホール 9月18日18時抽選会

37
ライフル射撃（小口径） 7月12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  9日 埼玉県長瀞総合射撃場 7月30日

38 陸 上 競 技 9月20日 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 9月4日
39 レク・フォークダンス 10月25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  8日 秦野市「弘法山周辺」 10月30日
２ 自転車走行会 10月  4日 ガス橋→等々力渓谷→次大夫堀公園→ガス橋 当日９時に多摩川ｶﾞｽ橋下広場集合


	惜しくも 連続男女総合優勝 ならず第62 回 都民体育大会 男子4 位・女子準優勝
	第62回都民体育大会　　入賞種目・成績
	第62 回都民体育大会 出場チーム･監督･選手
	優勝・準優勝チーム紹介
	選手一丸で得た 優勝
	男子、２年連続総合優勝！
	女子選手 ムラなく入賞総合第２位に輝く！
	もっと貢献したい

	≪新規加盟団体 紹介≫
	　こんにちは！スポーツバトン協会です

	平成21 年度 賛助会員 ご芳名
	賛助会費のお礼
	今年も“OTAふれあいフェスタ”で大田区体育協会をPR
	平成21 年度大田区体育協会表彰
	【体育功労者】
	【体育優良団体】
	【スポーツ功労者】
	【永年勤続功労者】

	平成21 年度 東京都体育協会表彰
	【体育功労者】
	【体育優良団体】

	平成21･22 年度 東京都体育協会大田区役員の就･退任について
	平成20･21 年度 大田区体育協会理事の就･退任について
	大田区体育協会職員の配置
	平成20 年度 事業報告・決算承認される
	【第26 回 　大田区区民スポーツまつり　プログラム】
	【第62回区民スポーツ大会（秋・冬季）＆スポーツ奨励事業　日程表】

