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平成26年度　東根市・中央区スポーツ少年団交流会
（中央区のスポーツ少年団が東根市を訪問）
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平成26年7月19日（土）～21日（月・祝）
団員28名　指導者等15名　計43名東根市中央区

平成26年度　川俣町・中央区スポーツ少年団交流会
（中央区のスポーツ少年団が川俣町を訪問）

平成26年7月26日（土）～28日（月）
団員50名　指導者等 24名計74名

川俣町中央区



　７月１日より体育協会事務局長に就任
いたしました片野です。宜しくお願い申
し上げます。
　体育協会は加盟団体役員の皆さま並び
に加盟団体のご協力のおかげをもちまし
て独立して満５年の節目を無事に終え、
新しい節目の一歩を歩み出しました。
　皆様もすでにご承知の通り、2020年に
は東京でオリンピック・パラリンピック
が開催され、この中央区には選手村の建
設が予定されております。これから2020
年の開催に向けてスポーツに対する関心
や期待がより一層高まり、体育協会の果た
すべき役割も今まで以上に大切で重要なも
のになっていくことが予想されます。今
後は今まで以上に加盟団体の皆様とより
密接な連携をしながら、大会や教室等を
充実させ、オリンピックの年を迎えられ
るようスポーツの発展と振興にまい進い
たしたいと考えております。

　来年度には中央区スポーツ少年団が40
周年を迎えますが、将来の指導者となっ
てもらいたい子供たちの指導育成も重要
なことの一つと思います。現在、中央区
のスポーツ少年団に所属する子供たちの
中からオリンピック選手として東京オリ
ンピックの舞台で活躍することも夢では
ないと思っております。
　これまでは外側より体育協会の活動を
応援してまいりましたが、今後は体育協
会という組織の内側より全力投球で、誰
もが、いつでも、スポーツを楽しむこと
ができることを基本に、加盟団体やスポ
ーツ少年団がより一層活発に活動できる
よう、区民スポーツの振興と発展に大き
く貢献したいと考えております。職員と
共に一生懸命努力して行く所存でおりま
すので、皆様のより一層のご指導・ご鞭
撻を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

６月18日 区民スポーツの日小委員会

７月19～21日 山形県東根市訪問

７月26～28日 福島県川俣町訪問

７月30日 区民スポーツの日小委員会

８月20日 常任理事会・理事会

９月６日 区民体育大会総合開会式

４月20日 少年少女スポーツフェスティバル

４月23日 区民スポーツの日実行委員会

５月３日 ファミリースポーツデー

５月９日 都民体育大会結団式

５月11日 都民体育大会開会式

５月14日 評議員会・理事会
（平成26年）
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木本慎一 氏

中央区合気道連盟

第67回都民体育大会の結果第67回都民体育大会の結果
　第６７回都民体育大会は６月２１日に終了しました。
総合順位は男子５５地区中２２位（前年２８位）。女子は５５
地区中４３位（前年４２位）でした。各協会・連盟のご尽力
に感謝致します。
　都大会の競技得点は１位 12Ｐ、２位９Ｐ、３位８Ｐ、４位７
Ｐ、５位６Ｐ、６位５Ｐ、７位４Ｐ、８位３Ｐとなり出場すると各競
技ごとに参加得点１Ｐが加算されます。
　来年も上位目指して頑張りましょう。

生涯スポーツ
功労者

生涯スポーツ
優良団体

会場別スポーツイベント

＊  
☆  

第６７回都民体育大会第６７回都民体育大会
　平成２６年５月９日都民体育大会に出場する２０種目・３１団体
・選手２７１名の結団式が区役所８階大会議室で行われ、山本
体育協会会長より百瀬選手団長に協会旗が手渡され、弓道男
子 藤橋正美選手の選手宣誓で式典を終了しました。
　５月１２日東京都体育館において、第６７回都民体育大会開会
式が開催されました。本区からは百瀬修至理事長を団長に体育
協会役員、ラジオ体操会連盟の皆さんなど多数の方が参加しま
した。式典終了後東京都体育協会表彰に移り、本区から生涯
スポーツ功労者表彰を木本慎一氏、生涯スポーツ優良団体表彰
を中央区合気道連盟がそれぞれ受賞しました。

正式種目 馬術（男子）   ４位
  バスケットボール（男子） ５位
  バドミントン（男子）  ５位
  スキー（男子）   ６位
公開種目 フェンシング（女子）  ４位

平成２５年７月２１日（日）から平成２６年６月２１日（土）

種目別成績

正式種目 クレー射撃　トラップの部
  　柿原　康晴   ２位
  馬術（女子）障碍飛越競技
  　佐藤　幸枝   ２位
  スキー（男子）５部
  　谷　善樹   ２位
  スキー（男子）５部
  　鎭目 隆夫   ３位
  ダンススポーツ　スローフォックストロット
  　橋本和幸・山中明子  ４位
公開種目 フェンシング（女子）エペ個人戦
  　浦　祥子   １位

個人成績



リカーブ部門（男子） 工藤康人 勝野静雄 藤崎由紀夫
リカーブ部門（女子） 和田智恵子 中島恵美子
コンパウンド部門（男女） 春山博道 関　順一 大塚勇二

幼年　　　　   〈型〉 田中　諒 遠藤祐希 伊藤彩果／棚瀬元気
　　　〃　　 〈組手〉 田中　諒 伊藤彩果 遠藤祐希／土一蒼波
小学生低学年女子〈型〉 田中花菜 増田柚月 坂本莉菜／諸田　歩
　　　〃　　 〈組手〉 坂本莉菜 増田柚月 藤本　纏／田中花菜
小学生低学年男子〈型〉 米沢光太郎 松田　怜 志村尚悟／中畑元志
　　　〃　　 〈組手〉 殿井　徠 松下宗太郎 志村尚悟／中畑元志
小学生中学年女子〈型〉 服部真弓 山本すず 亀井遙陽／島村利奈
　　　〃　　 〈組手〉 山本すず 米田一葉 服部真弓／薛琉貴奈
小学生中学年男子〈型〉 松元智彦 遠藤倖希 増山　僚／石岡大和
　　　〃　　 〈組手〉 茶木海人 草場健太 今井悠斗／山本蓮太
小学生高学年女子〈型〉 大野美桜 棚橋茜音 阿部向日葵／福田春奈
　　　〃　　 〈組手〉 阿部向日葵 大野美桜 鬼塚にじほ／棚橋茜音
小学生高学年男子〈型〉 大山寧央 諸田颯人 齋藤悠輔／服部将己
　　　〃　　 〈組手〉 志村侑悟 早野　響 山本航聖／藤井康希
中学生女子     〈型〉 川上菜菜 石岡玲乃 難波咲名／若松ありさ
　　　〃　　 〈組手〉 若松ありさ 丸山有羽 巻島未奈／齋藤若菜
中学生男子     〈型〉 雑賀晴士 小神　峻 朝夷直也／猪井颯一郎
　　　〃　　 〈組手〉 朝夷直也 雑賀晴士 倉島良空／猪井颯一郎
一般女子有級  〈型〉 石岡美由紀 亀井里佐 木林里紗子／岩立真理子
一般男子有級  〈型〉 髙田浩彰 村松和忠 遠藤　稔／齋藤裕介
　　　〃　　 〈組手〉 髙田浩彰 茶木匡史 齋藤裕介／三壺一弥
一般女子有段  〈型〉 鳥羽美礼 千葉千恵子 鬼塚ことね／朝夷順子
一般女子有段・有級  〈組手〉 勝亦若菜 木林里紗子 髙篠頼子／石岡美由紀
一般男子有段  〈型〉 藤田悠里 松岡晋吾 黒川勝巳／川村勇気
　　　〃　　 〈組手〉 金谷隼達 水城琢磨 川村勇気／松岡晋吾

個人戦〈五段以上〉 矢島英明 中野裕子 藤橋正美
個人戦〈三・四段〉 栗原秀次 清水宏史 廣瀬登志子
個人戦〈弐段以下〉 石塚真由美 浜田聖子 糸木佐季子
団体戦 〈優勝〉　矢島英明・中島夕幾・柏木 健・鈴木健治
 〈２位〉　宇都宮益則・樋口清隆・小室輝夫・中村 恵
 〈３位〉　月井友子・青木亨一・浜田聖子・石井真弥

トラップ 大野興祐 中川清治 中村維男

団体 日本通運A 日通商事A 三千和商工／日通商事B
女子個人 漆原千晃 古関春菜 古屋枝里香／池田咲絵

男子 木本慎一 森下和晴 青野昭夫
女子 川名富士子 青野宏子 塩山孝子

平成26年度

空　手　道

１部 三井食品 佃FC LAD 東一クラブ／グローリー
２部 TIA SUSANA FC FC2101 FC VENUS／kayabaccio

小学生女子25ｍ自由形 熊谷奈津季 大柴美央 布川青葉
小学生男子25ｍ自由形 熊谷雄汰 鈴木　諒 尾嵜利希
オープン女子25ｍ自由形 正木菜穂 船　彩香 日置あかり
オープン男子25ｍ自由形 川崎幹司 相場修治 戸部経成
小学生女子25ｍ平泳ぎ 石毛双葉 阿部瑶子 川島咲季
小学生男子25ｍ平泳ぎ 元尾香貴 鈴木　諒 沖　泰一駕
オープン女子25ｍ平泳ぎ 岡田珠和 嵯峨優奈 紅林佑佳
オープン男子25ｍ平泳ぎ 志村優太 森　進 木村泰之
小学生女子25ｍ背泳ぎ 杉浦萌香 横澤優奈 本村優佳
小学生男子25ｍ背泳ぎ 熊谷雄汰 無藤蔵之介 長谷川　櫂
オープン女子25ｍ背泳ぎ 下山真波 正木菜穂 青木麻有美
オープン男子25ｍ背泳ぎ 青山流星 平野英司 小沼　雄
小学生女子25ｍバタフライ 城所なつみ 関根　澪 飯田瑠璃子
小学生男子25ｍバタフライ 元尾香貴 無藤蔵之介 佐々元海
オープン女子25ｍバタフライ 椿　夏生 小田野房子 髙田充子
オープン男子25ｍバタフライ 中川　幸 平野雄一 相場修治
オープン女子50ｍ自由形 村井美乃利 保延瑠香 斉藤温子
オープン男子50ｍ自由形 山口　潮 岡野　響 川崎幹司
オープン女子50ｍ平泳ぎ 嵯峨優奈 岡田珠和 保延瑠香
オープン男子50ｍ平泳ぎ 久下悠世 志村優太 小寺泉輝
オープン女子50ｍ背泳ぎ 下山真波 飯高瑞貴 三浦彩瑛
オープン男子50ｍ背泳ぎ 山根拓郎 平野英司 松崎太郎
オープン女子50ｍバタフライ 城所なつみ 須賀未佑薫 村井美乃利
オープン男子50ｍバタフライ 山口　潮 藤澤僚汰 宮本　翔
オープン女子100ｍ自由形 清原　円 斉藤温子 浪川碧巴
オープン男子100ｍ自由形 吉田冬優 平野雄一 藤澤僚汰
オープン女子100ｍ個人メドレー 鈴木美呼 齋藤千尋 飯高瑞貴
オープン男子100ｍ個人メドレー 青山流星 岡野　響 山根拓郎
オープン女子200ｍ個人メドレー 清原　円 大柴美央 齋藤千尋
オープン男子200ｍ個人メドレー 大武慎之 和滝椋太 伊藤匡希

一般男子 木田・福本 河澄・飯島 高橋・道下
成年男子 井上・玉井 石田・岩谷 増野・鷲見
壮　　年 小林・中津 吉村・羽生 天笠・深沢
成年女子 小栗・小栗 湯浅・西浦 　田・蛯名

男子１部 セントラル 東京バンディッズ 浜一クラブ／ポインターズ
男子２部 マニカーズ 西仲ラビッツ YMD／霊一クラブ
女子の部 ウイングス 月島ファイターズ フラワーズ



２４式 山田晃代 北河悦子 佐々木真弓
楊式 吉羽富夫 土屋真由美
剣 花岡和夫 佐々門啓祐

シングルス男子
一般 有間 佐久間 根本（智）／中村
青年 根本（智） 細木 河本／佐久間
フォーティ 有間 中村 金原／西村
フィフティ 加藤 津本 藤本／白田
シックスティ 寺川 岩下 岩田／池田
シングルス女子
一般 長谷川 石川 本間／伊藤
青年・フォーティ 内村 本間 伊藤／吉野
フィフティ 石川 松田 長谷川／松沢
シックスティ 土田 本荘 潮田／高浜
ダブルス
男子 鈴木・大津 猪瀬・横山 増野・兼子／石川・有間
女子 鈴木・大津 三浦・神永 野崎・田中／北島・藤木
団体戦
男子 紀理花クラブA 新世界 光輝／ブロードラインA
女子 FAMILY  A／紀理花クラブ 八丁堀クラブA／クラブNSC
　　　　　　　　　　　　（退館時間を過ぎてしまい優勝2チーム）

フナ釣 山本信夫 梶原宏貢 作山　稔

男子ダブルス 福田・山本 永廻・ ・新屋
女子ダブルス 小島・倉掛 酒井・鳥塚 林・月脚

ジュニア男子 川島瑠珈 舟川武範 加藤芽生
ジュニア女子 川島琉菜 関野麻友 日吉山　唄
一般A 矢部隆弘 石田昌和 平田克也
一般B 吉田理恵 今川世詩子 横山みほ

１部 トップガン 大和証券グループ本社 三井物産スチール／人形町クラブ
２部 ファミリア TDK㈱ ポインターズ／カゴメ㈱
３部 La.Men ドランカーズ 築地フェニックス／日清紡
４部 ㈱松屋 丸文 サーティーナイナーズ／COB

 
４月20日
グラウンドゴルフ男子 斉藤　敏 天野譯博 澤村敏夫
グラウンドゴルフ女子 織田ミツエ 宮内トキ子 滝　美代子
４月29日
ターゲットバードゴルフ男子 織田　堅 清水義章 笹本尚宏
ターゲットバードゴルフ女子 清水喜代子 高久常美 山崎昌子
ペタンク 植田・織田・舘野 木村・堀内・大和田 中津・清水・松浦
６月1日
ラケットテニス一般 三橋・渡来 網島・坂下 木村・山崎
　　　〃　 シニア 安田・谷口 原・野口 松倉・西川
ソフトバレーボール 井上・地蔵・福角・今井・本木 三橋・村上・伊藤・橋本 片岡・鬼原・久保田・鈴木・坂下
６月15日
グラウンドゴルフ男子 庭山　巍 和田　豊 橋本　豊
グラウンドゴルフ女子 清水喜代子 田中光子 宮内トキ子

男子１部 国際電子テラキャッツ 電通Angels SWISH／ULA
男子２部A ふぁいぶふぉー Hush! 内田洋行／ファイブスター
男子２部B LANDS Noyz
男子３部 電通Bee's／亀仙龍 KNOCK OUT／MIA
女子１部 5AHEADS ブルドック U.T.U.／電通Devils
女子２部 LANDS White star スーパースターズ／アイランダーズ
フレンドリーグ マリンズ MEIJIフレンド

ダブルス
男子１部 平川・周東 岡本・岡田 藤田・張
男子２部 池田・落合 箕輪・野嶋 上原・平林
男子３部 水島・野口 船井・金井 小川・長島
女子１部 小川・大江 泉澤・泉澤 鈴木・若月
女子２部 豊田・棚橋 鹿島・石田 赤池・田房
女子３部 角田・大澤 須田・小川 鈴木・加藤
年令別混合ダブルス
１部 小柳・泉澤 中岡・藤原 番条・泉澤
２部 高橋・岩丸 小坂部・南村 佐々木・藤森
３部 中村・佐々木 金内・岩下 菅谷・須田
４部 岩崎・有賀 小沢・小沢

男子１部 旭化成東京 みすみクラブ 三菱ＵＦＪリース／三井造船
女子１部 第一三共 ＢＬＡＺＥ 旭化成東京
女子２部 紅葉クラブ 久松クラブ 資生堂

男子マイボール 松尾隆司 三谷勝次 飯野　亘
女子マイボール 岡野泰枝 川崎多己江 大澤悠子
男子ハウスボール 片岡喜直 藤田　淳 吉井英己
女子ハウスボール 杉山美幸 阿部汐莉 鹿島裕子

ARS60 小野田克彦 佐藤比和 柴田　明
AP60 馬場友美子 菊本るい 広瀬美和子



第67回都民体育大会の結果

第26回
10/13 体育の日（月・祝）

たぬれんじゃー５
熱血フリーキック
ゴルフクリニック

相撲体験コーナー
ピンボールバスケットショットガンタッチ

野球コーナー

バンジーダッシュ

模擬店

11：00 ～ 15：00（時間が異なるコーナーがありますので、確認してください）

キッズテニス体験コーナー
プールイベントコーナー

体力テスト・健康相談コーナー

テニスクリニック ＊

アメリカンフットボールチャレンジ
キンボール体験コーナー

ジャンボトランポリン

少年少女野球クリニック ＊

グラウンドゴルフ
ニュースポーツコーナー
（ペタンク・バッゴー）

「区民スポーツの日」

会場別スポーツイベント会場別スポーツイベント

月島第三小学校

晴海総合高校

晴海中学校

＊    事前申込が必要です。
☆  ☆  新規種目。

（元読売ジャイアンツ 角 盈男さんによる）

（中嶋康博プロによる）

月島運動場



平成26年度

第68回区民体育大会

10月12日（日） 卓球・ダブルス 総合スポーツセンター 主競技場
10月19日（日） クレー射撃 成田射撃場
10月19日（日） ソフトテニス 有明テニスの森公園
10月19日（日） 陸上競技 江東区立夢の島競技場
10月26日（日） ボウリング 田町ハイレーン
10月26日（日） ライフル射撃 総合スポーツセンター エアライフル場
10月26日（日）～平成27年１月18日（日）
 サッカー 大井ふ頭中央海浜公園・晴海運動場
10月26日（日） トランポリン 総合スポーツセンター 主競技場
11月２日（日） 柔道 総合スポーツセンター 第一武道場
11月２日（日） 卓球・団体 総合スポーツセンター 主競技場
11月３日（祝） バレーボール男子 総合スポーツセンター 主競技場
11月９日（日） アーチェリー 総合スポーツセンター アーチェリー場
11月９日（日） ニュースポーツソフトバレー等 築地社会教育会館 屋内体育場
11月16日（日） ニュースポーツペタンク等 佃中学校 校庭
11月23日（日） 空手道 総合スポーツセンター 主競技場
11月24日（祝） バレーボール女子 総合スポーツセンター 主競技場
11月30日（日） バドミントン混合ダブルス 総合スポーツセンター 主競技場
12月７日（日） ニュースポーツスポーツ吹矢 アートはるみ ギャラリー
12月13日（土） ニュースポーツグラウンドゴルフ 豊海運動公園
平成27年１月25日（日）
 スキー個人戦 菅平高原スキー場
平成27年２月22日（日）
 ニュースポーツペタンク等 佃中学校 校庭

９月６日（土） 総合開会式 総合スポーツセンター 主競技場
７月13日（日）～12月７日（日）
  軟式野球 月島運動場
８月24日（日）～９月14日（日）
 ソフトボール 晴海運動場
９月６日（土）～９月14日（日）
 テニス・ダブルス 有明テニスの森公園　豊海テニス場
９月７日（日） 合気道 総合スポーツセンター 第一武道場
９月７日（日）～10月25日（土）
 バスケットボール 総合スポーツセンター 主競技場
９月７日（日）～９月23日（祝）
 少年野球 月島運動場・浜町運動場
９月７日（日） 水泳 総合スポーツセンター 温水プール
９月13日（土） ニュースポーツグラウンドゴルフ 豊海運動公園
９月14日（日） バドミントン・ダブルス 総合スポーツセンター 主競技場
９月21日（日） 弓道 総合スポーツセンター 弓道場
９月23日（祝） 太極拳 築地社会教育会館 屋内体育場
９月23日（祝） 卓球・シングルス 総合スポーツセンター 主競技場
９月28日（日） ゴルフ 勝田ゴルフ倶楽部
９月28日（日） レディースバレーボール 総合スポーツセンター 主競技場
９月28日（日） ヨットレース 若洲海浜公園 ヨット訓練所
10月４日（土）～10月12日（日）
 テニス・シングルス 有明テニスの森公園　豊海テニス場
10月５日（日） 釣 木更津市周辺
10月５日（日） 剣道 総合スポーツセンター 主競技場

ベスト

４
開催地：富山県
会期：平成 26 年 6月13日（金）～ 16日（月）
参加チーム：28チーム
戦績：対北北海道 9：1、対新潟 7：4、
         対宮城 10：1、対長野　準決勝 4：7敗退。

中央区軟式野球所属　株式会社イトーキ
第36回東日本軟式野球大会（1部）

第67回都民大会　個人成績

スキー（男子）5部
谷　　善樹（写真左）
スキー（男子）5部
鎭目　隆夫（写真右）

２位
３位

中央区体育協会　事務局長   新任ご挨拶



卓球が日本に伝わった時期は ？

　いろいろ諸説がありますが、記録として1902年（明治35年）東
京高等師範学校（現 筑波大学）の坪井玄道教授がイギリスからピ
ンポンセットとルールブックを持ち帰ったのが始まりとされています。
当初は遊戯という位置づけで、1926年(大正15年）に日本の中心
的なスポーツイベントだった明治神宮競技大会に正式競技として
加えられて、卓球が競技スポーツとして認知されることとなった。

シェークハンド＆ペンホルダー ？

　かつて日本選手は圧倒的にペンホルダーが多く、シェークハンド
は守備型カットマンでした。現在の選手はほとんど攻撃型シェークハ
ンドですが、一概にどちらが有利とは言えません。シェークハンドのメ
リットはバックハンドが打ちやすく両ハンド共に安定したスイングと強
烈なドライブを打つことが可能。デメリットは台上処理などの小技が
やりにくく、手首の可動範囲が小さいので回転がかけにくい。ペンホ
ルダーのメリットは台上処理などの小技がやりやすく、手首が自在に
使えるので回転がかけやすい。また、ラケット重量が軽い分（片面ラ
バー）早いスイングができる。デメリットはバックハンドが打ちにくい。
また、フォアハンドが主体になるのでフットワーク力が必要です。

ラケットの大きさに制限は ？

　ルール上ラケットの大きさ・形状・重量には制限はありませんが、ラ
ケットに貼るラバーは「連続して均一の厚さでなければならない」と
決まっています。ペンホルダーのラバー片面張りで120ｇ、シェーク
ハンド両面ラバー張りで190ｇの重さのラケットを選手は使っていま
す。大きさの制限はありませんが、片腕で振るには重さにも限度があ
ります。幅50センチのラケット（規則で木製）に全面にラバーを張っ
て振ることは現実的に不可能です。現在普及されている大きさが妥
当です。

日本人の世界チャンピオンは ？
 かつて卓球は日本のお家芸と言われ、多くの世界チャンピオンが生まれました。男子シングルスでは7名、佐藤博治、荻村伊知朗（2回）、田中利明
（2回）、長谷川信彦、伊藤繁雄、河野満、小野誠治、女子シングルスでは6名、大川とみ、江口富士枝、松崎キミ代(2回）、深津尚子、森沢幸子、小
和田敏子。このほか男女のダブルス、混合ダブルスにおいても数多くのチャンピオンペアが生まれております。しかし、ここ何十年と残念ながら男女と
も中国選手が圧倒的に強くチャンピオンが出ておりません。

会長 山本 昇治 氏

26 中央区卓球連盟に聞く

　中央区体育協会の役員が任期となり、新しく活動を開始ししました。
広報委員も新たに入った方を含めての広報誌発行となりました。見や
すく手にとって戴ける紙面を志しましたが皆様いかがだったでしょうか。
　さて、いよいよスポーツシーズンとなり各競技大会も始まります。見るス
ポーツからやるスポーツまで様々な楽しみ方がありますが、選手の皆さん
は日頃の練習成果を充分に発揮出来るよう努力していると思います。
多くの方々の観戦が励みになりますので、ぜひ会場に足を運んで応援
をして見てはいかがでしょうか。　（広報部　Ｋ）

大村建築株式会社　織田　堅
山サ水産株式会社　坂口　敬一
石 井 　 武
篠 崎 正 夫
森 　 宗 一 郎
塩 山 孝 子
立 石 一 博
中 央 区 サ ッカ ー 協 会
中 央 区 陸 上 競 技 協 会
中央区太極拳連盟 会長 大塚かづ子
久 松 ク ラ ブ
中 央 区 テ ニ ス 連 盟
牧 本 光 夫

武 田 　 泰
中央区スポーツ推進委員協議会
清 心 館 道 場
中央区ソフトボール連盟
水 尻 　 光 男
市 橋 　 正 美
中央区フォークダンス連盟
宮 崎 孝 幸
東京ｺｶ・ｺｰﾗボトリング株式会社
中央区ラジオ体操会連盟

平成26年度

（平成26年8月20日現在）

日本通運株式会社　剣道部
日 本 橋 剣 友 会
株式会社ＮＩＰＰＯ　剣道部
株式会社松屋　剣道部
株式会社三千和商工　剣道部
栗 原 裕 信
月島バドミントンスポーツ少年団父母会
中 央 区 民 踊 連 盟
中央区アーチェリー協会
中央区バレーボール連盟
旭化成東京　バレーボール部
中 央 区 弓 道 連 盟
中央区ソフトテニス連盟

株 式 会 社 　 丸 保
日本橋中MV　中多 由美子
小 林 敦 子
中央区合気道連盟 会長 糸田 寛人
中央区剣道連盟 会長 山本　　人
中央区剣道連盟 理事長 鎌田　敏夫
中央区剣道連盟 事務局長 片野　幸司
株 式会社 I H I 　 剣 道部
京 橋 剣 友 会
月 島 剣 友 会
佃 島 剣 道 教 室
日通商事株式会社 剣道部
日本IBM株式会社　剣道部

ラージボール卓球とは ？
　一般的な卓球（硬式）で使われているボールと大きさ・重さが違い
ます。直径は44㎜・重さは2.2g～2.4ｇ（硬式は直径40㎜・重さ
2.7g）。使用ラバーは表ソフトラバーのみでネットの高さが17.25㎝
（硬式より２㎝高い）です。ボールが大きいので空気抵抗の影響が
増大するため、ボールの速度・回転量が硬式より少なく、ラリーが続
くのが特徴です。高齢者でも手軽にできる生涯スポーツとして中高
年に人気があります。


