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　私が中央区体育協会に携わるきっかけになったのは、
幼い頃からスポーツが大好きだったからだと思う。昭和14
年（1939年）2月20日熊本県天草で生を受け、学生時代
はいろいろなスポーツに興味を持ち、野球、卓球、陸上、
器械体操と数多くのスポーツに挑戦してきたのが現在も
役に立っている事と思います。昭和34年4月（1959年）東
京へ上京。昭和37年（1962年）オートバイで通勤途中交
通事故で大腿骨複雑骨折で足立区の尾竹橋病院に入
院。4回の手術を受け9ヶ月間の闘病生活を送り、自分はも
うスポーツをする事は無理かと思っていましたが、リハビリ
を続けた結果スポーツが出来る身体になり、昭和42年4月
（1967年）中央区の会社に就職と同時に地域のソフトボ
ールチームで楽しみながら、家庭婦人のソフトボールチー
ムを結成。10年間育成に携わりながら区民ゴルフ大会に
参加したのをきっかけに、昭和61年（1986年）ゴルフ連
盟の理事となり、平成2年4月（1990年）体育協会理事に、
平成10年4月常任理事、平成16年（2004年）副理事長兼
中央区スポーツ少年団本部長就任以来現在活動中。
　日本スポーツ少年団は、日本体育協会創設50周年記
念事業として昭和37年6月（1962年）スポーツに依る青少
年の健全育成を目的に昭和39年10月（1964年）東京オ
リンピックを2年後に控え、団数22団、団員753名と言う小
さな団体でしたが、現在団数約3万5千、団員数約78万
人擁する日本で最大の青少年スポーツ少年団として成
長しています。中央区のスポーツ少年団は、全国から8年
後の昭和45年10月（1970年）久松スポーツ少年団が発

足。昭和51年（1976年）日本橋スポーツ少年団に名称変
更。昭和56年4月（1981年）月島地区に複合種目スポーツ
少年団約7種目で結成と同時に卓球部を担当し昭和61
年4月（1986年）単一種目型単位団として月島卓球スポー
ツ少年団として登録。当時は団員集めに苦労したもので
すが現在では卓球も一流選手が世界で活躍しテレビ放
映も数多くされ卓球人口も増加している。中央区スポーツ
少年団は平成27年度現在。団数25団、団員845名、指導
者216名で中央区体育協会下部団体として補助を受け
ながらそれぞれの団において団員の健全育成を目的に、
指導者は自分の余暇をおしまず日々 指導に当たり活動し
ております。本部事業としても数多くの事業を行っておりま
すが、その中でも今後スポーツ少年団を担ってくれる人
材発掘を目的に毎年ジュニアリーダー研修を柏学園にお
いて一泊二日の日程で行い、また団・学年・年齢も異なる
全団員が一同に集いスポーツフェスティバルと銘打ち運
動会や団員募集を目的にスタンプラリーを行っておりま
す。
 交流事業として福島県川俣町スポーツ少年団とのスポ
ーツ交流も38年間行っており、山形県東根市スポーツ少
年団は21年間スポーツ交流を行っています。参加した団
員は、東京では体験する事が出来ない事や生涯忘れる
事のない良い思い出を沢山作っております。
　これからも体力の続く限り子供たちの為、又体育協会
の発展の為全力を尽くし続けていきたいと思っておりま
す。

４月17日 少年少女スポーツフェスティバル  ６月15日 第28回「区民スポーツの日」小委員会
４月26日 第28回「区民スポーツの日」実行委員会 ７月16～18日 中央区が山形県東根市に訪問
５月  3日 ファミリースポーツデー   ７月30～8月1日 中央区が福島県川俣町に訪問
５月  6日 第69回都民体育大会結団式   ７月27日 第28回「区民スポーツの日」小委員会
５月  8日 第69回都民体育大会開会式   ８月17日 常任理事会・理事会
５月18日 評議員会・理事会    ９月  3日 第70回区民体育大会総合開会式（平成28年）
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スポーツとの係わり

織田　堅中央区体育協会副理事長
中央区スポーツ少年団本部長
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山本昇治 氏

ソフトボール連盟

第69回都民体育大会の結果第69回都民体育大会の結果
開催期間　平成２７年８月９日（日）から平成２８年６月１８日（土）
会　　場　駒沢オリンピック公園　総合運動場　体育館　他
　総合順位は男子５４地区中３０位（前年３０位）。女子５２
地区中４２位（前年２４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。都大会に出場する
ことにより各競技種目に参加得点として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

第69回都民体育大会
　平成 28 年 5 月6日都民体育大会に出場する19 種目・29 団体・監
督、コーチ、マネージャー 35 名。選手 270 名の結団式が区役所 8 階
大会議室で行われ、山本𣳾人中央区体育協会　会長より百瀬修至選
手団長に協会旗が手渡され、弓道連盟　石塚真由美選手の選手宣誓
で式典を終了しました。
　5 月8日東京都体育館において、第 69 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体育協会副会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
を山本昇治（卓球連盟）氏、生涯スポーツ優良団体表彰をソフトボー
ル連盟がそれぞれ受賞しました。

　正式種目 馬術   　 4 位
  剣道   　 8 位
　公開種目 アーチェリー（女子）  3 位

種目別成績

　正式種目 スキー（女子）１部　　
　　　　　　　　鈴木　優里　　　　　　　 　 ４位
  スキー（男子）２部　　
　　　　　　　　吉川　昌宏　　　　　　　　  ５位

個人成績

「区民スポーツの日」第28回
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リカーブ部門（男子） 斉藤定和 勝野静雄
リカーブ部門（男女） 浜川奈々美 中島恵美子 奥野徳和
コンパウンド部門（男女） 大塚勇二 春山博道 笠間長策 

幼年　　　　   〈形〉 赤尾春哉 末廣瑛菜 上杉怜大／野中里桜
　　　〃　　 〈組手〉 野中里桜 赤尾春哉 上杉怜大／末廣瑛菜
小学生低学年女子〈形〉 伊藤彩果 宮田咲花 大内木音／小野寺由衣
　　　〃　　 〈組手〉 伊藤彩果 山本栞菜 鍵山クレア／横田天音
小学生低学年男子〈形〉 土一蒼波 四十万侑輝 田中　諒／三賀暖大
　　　〃　　 〈組手〉 田中　諒 土一蒼波 三賀暖大／堀口海司
小学生中学年女子〈形〉 田中花菜 諸田　歩 増田柚月／山下桜来
　　　〃　　 〈組手〉 山下桜来 橋本優來 田中花菜／高岡珠里
小学生中学年男子〈形〉 志村尚悟 米沢光太郎 末廣一晴／岡　朋矢
　　　〃　　 〈組手〉 志村尚悟 笠島孝介 松下宗太郎／末廣一晴
小学生高学年女子〈形〉 服部真弓 亀井遙陽 田村ひかる／山本すず
　　　〃　　 〈組手〉 山本すず 鈴木海優 亀井遙陽／宇都宮令菜
小学生高学年男子〈形〉 山川寛太 石岡大和 遠藤倖希／松下虎太郎
　　　〃　　 〈組手〉 五百川邑優 草場健太 塚田友樹／松下虎太郎
中学生女子     〈形〉 大野美桜 阿部向日葵 鬼塚にじほ／石岡玲乃
　　　〃　　 〈組手〉 畠山雅優香 阿部向日葵 鬼塚にじほ／大野美桜
中学生男子     〈形〉 諸田颯人 岡島弥夢 山田優斗／佐々木隼人
　　　〃　　 〈組手〉 前田頼人 志村侑悟 戸村　蓮／麻生直也
高校生男子     〈形〉 廣田康平 前田龍斗
　　　〃　　 〈組手〉 田中高志 廣田康平
一般女子有級  〈形〉 大橋　愛 菅谷麻衣 
一般男子有級  〈形〉 河埜　燎 劉　偉光 今野正人／橋上純平
　　　〃　　 〈組手〉 河埜　燎 橋上純平 竹上　博／堀口達也
一般女子有段  〈形〉 鹿野叶和 千葉千恵子 亀井理佐／鈴木澄絵
　　　〃　　 〈組手〉 内田チ奈美 高篠頼子
一般男子有段  〈形〉 久々江諒 水城琢磨 池尾　歩／小林正和
　　　〃　　 〈組手〉 池尾　歩 久々江諒 水城琢磨／金森　涼

個人戦〈五段以上〉 宇都宮益則 鈴木健治 高橋　悟
個人戦〈三・四段〉 涌井美栄子 中島夕幾 清水由美
個人戦〈弐段以下〉 柴田麻子 糸木佐季子 今　昌子 
団体戦 〈優勝〉　宇都宮益則・加藤健汰
 〈２位〉　小川智也・樋口清隆・岡田佳久
 〈３位〉　神成和彦・薩摩定大・鈴木加代子

トラップ 中村維男 大野興祐 八尾　明 

団体 日本通運A 日通商事A 日本通運B／京橋剣友会Ａ
女子個人 河野夏紀 遅野井友里恵 畠山香織里／眞武祐里

男子 森下和晴 本宮典幸 田中　誠
女子 塩山孝子 青野宏子 今井　愛

平成28年度

空　手　道

１部 T.T.Fishers グローリー 三井食品/国分サッカー部
２部 FC Natural MFDR kayabaccio/FC2101

小学生女子25ｍ自由形 山下茅沙 本村優佳 蛯原　海
小学生男子25ｍ自由形 無藤蔵之介 山野井 颯 岡本怜王
オープン女子25ｍ自由形 堀　友芽叶 鈴木真美 稲井可那子
オープン男子25ｍ自由形 都築　功 青山流星 佐藤　樹
小学生女子25ｍ平泳ぎ 本村優佳 小畑百逢 植田朱音
小学生男子25ｍ平泳ぎ 伊藤匡希 鈴木　諒 松﨑ユウ
オープン女子25ｍ平泳ぎ 中村莉緒 紅林佑佳 和賀早穂
オープン男子25ｍ平泳ぎ 青山流星 髙林遼太朗 新井辰弥
小学生女子25ｍ背泳ぎ 無藤紅央 川本晴菜 若森佳音
小学生男子25ｍ背泳ぎ 無藤蔵之介 梶原尭志 坂井世那
オープン女子25ｍ背泳ぎ 大矢たばさ 石井亜依実 古川奈々子
オープン男子25ｍ背泳ぎ 佐々玄海 髙谷正一 奥澤満雄
小学生女子25ｍバタフライ 熊谷奈津季 阿部萌菜 森田心夏
小学生男子25ｍバタフライ 鈴木　諒 小野田瑞輝
オープン女子25ｍバタフライ 大島未聖 紅林佑佳 藤井寛子
オープン男子25ｍバタフライ 佐藤　樹 蓑　弘樹 村上舜也
オープン女子50ｍ自由形 大吉和奏 鈴木真美 鴨下桃加
オープン男子50ｍ自由形 都築　功 金子琢哉 武内和也
オープン女子50ｍ平泳ぎ 中村莉緒 ワード弥生 鎗田直子
オープン男子50ｍ平泳ぎ 田中英明 川野太平 池羽亨太
オープン女子50ｍ背泳ぎ 尾関千洋 新井仁子 鈴木路子
オープン男子50ｍ背泳ぎ 上原諒真
オープン女子50ｍバタフライ 稲井可那子 大吉和奏 新田恵美里
オープン男子50ｍバタフライ 蓑　弘樹 吉越大樹 武内和也
オープン女子100ｍ自由形 松田仁美 熊谷奈津季 根岸由起
オープン男子100ｍ自由形 金子琢哉 内田明宏 鎌田慎平
オープン女子100ｍ個人メドレー 松田仁美 山下茅沙 堀口菜月
オープン男子100ｍ個人メドレー 内田明宏 小林茂久 清水祐哉
オープン女子200ｍ個人メドレー 尾関千洋 柳澤茉日向 鎗田直子
オープン男子200ｍ個人メドレー 黒岩孝一 本村一薫 小柴秀治

午後からの雨足が強くなり中止になった。

男子１部 セントラル ポインターズ 人形町クラブ／月四スナイパーズ
男子２部 西仲ラビッツ 箱崎SC ＪＥＴ ＢＵＬＬＳ／PJ STEELERS
女子の部 月島ファイターズ フラワーズ ウイングス
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楊式 土屋真由美
２４式 山田晃代 北河悦子 四方田春義

シングルス男子
一般 有間博幸 根本智行 増野秀夫／竹田　隆
青年 藤沼重人 入江　誠 根本智行／渡辺　浩
フォーティ 増野秀夫 飯田浩久 中村　勉／内山　博
フィフティ 河原　充 藤本豊志 猪瀬賢一／大原一浩
シックスティ 広浜泰久 寺川俊章 吉野孝司／岩田順義
シングルス女子
一般 石川充子 小林沙里 長谷川妙子／内堀真由美
青年 小林沙里 池本由布 菅原美月／菱沼友子
フィフティ 和田恵美子 石沢真奈美 石川充子／内堀真由美
シックスティ 長谷川妙子 小川由美 岩城美津江／北島よし子
セブンティ 片岡照子 土屋慶子 稲田文子／鳩宿喜代子
ダブルス
男子 河本・斉藤 池田・増野 細木・竹田／油原・和知
女子 上杉・目黒 広田・飯田 野崎・田中／名手・阪井
団体戦
男子 DIA池袋 A ベル・エキップ B ベル・エキップ Ａ／紀理花クラブ A
女子 紀理花クラブ 浜町卓研 Ａ 浜町卓研 Ｂ／クラブNSC

フナ釣 田村文男 佐山賢一 串田　昇

男子ダブルス 高見澤・中村 中村・倉持 福田・山本
女子ダブルス 渡部・太田 坂本・粟屋 木下・平沼

ジュニア男子 川島瑠珈 寒田柳耀 舟川武範 
ジュニア女子 三浦依茉 三浦千華 宮下昊子
一般A 川島琉菜 平田克也 安藤和明
一般B 藤原ゆり子 小林聖実 内野正夫

１部 さわやか信用金庫 トップガン ファミリア／アトラス
２部 東日本銀行 守谷商会 国分㈱／デトロイト
３部 東京建物 丸文㈱ メッツクラブ／月島スーパースターズ
４部 武田ジェッツ 月島イレギュラーズ ＧＰＪベンチャーキャピタル／㈱ムサシ

 
４月9日
グラウンドゴルフ男子 橋本　豊 澤村敏夫 刑部正次郎 
グラウンドゴルフ女子 木村芳子 田中光子 川瀬文枝
４月29日
ターゲットバードゴルフ男子 安蒜雅志 中村洋一 舘野国一
ターゲットバードゴルフ女子 久保田菜穂子 石川玲子 佐伯美枝子
ペタンク 天野・坂中・塩山 織田・清水・植田 中津・久保田・佐伯
６月5日
スポーツ吹き矢　３段以上 林ふじ子 下野和朗 塩谷得男
スポーツ吹き矢　２段以下 大島裕子 熊井郁子 田中一夫
６月11日
グラウンドゴルフ男子 橋本　豊 前田賢博 天野譯溥
グラウンドゴルフ女子 清水喜代子 中津秀子 宮川正子

６月19日
ソフトバレーボール　オープン 54-B 信号故障 今年も遅刻
　　　〃　 フレンドリー 三橋・橋本・伊藤・鈴木 薩埵・高久・小坂・青木・紅林 服部・村井・坂下・今野
６月26日
ラケットテニス　オープン 三橋浩樹・渡来あずさ 森 卓実・松倉 厚 片岡 実・今野春美
　　　〃　 フレンドリー 山本光子・塩沢秀子 久保田菜穂美・青木麻有美 児玉文歌・宮澤春美

男子１部 国際電子テラキャッツ ふぁいぶふぉー ブルドック／Mt-Hi
男子２部A MURASAKI ファイブスター LANDS／内田洋行
男子２部B White star NorthTumulus
男子３部 JOE／KNOCK OUT／オリバー/萬天
女子１部 ブルドック U.T.U. 5AHEADS／電通Devils
女子２部 ATLAS Cassiopeia Ｖｉｃｋｙ'ｓ／LANDS

ダブルス
男子１部 川崎・弦巻 中岡・伴野 宮本・落合
男子２部 宮原・仲程 鈴木・佐藤 篠原・船井
男子３部 有賀・土屋 太田・山崎 真栄田・岩丸
女子１部 石橋・今井 山口・髙田 酒井・江川
女子２部 大澤・堤 辻・甲斐 越智・伊藤
女子３部 宮崎・前田 関本・栄 向・清川
年令別混合ダブルス
１部 弦巻・田村 細野・真部 鈴木・石井
２部 高山・竹田 ワンヤキン・本田 奥村・石崎
３部 谷地舘・谷地舘 佐々木・藤森 菅谷・須田
４部 古木・今仲 岩崎・浅見 榎本・木伏

男子 みすみクラブ エトッククラブ 三井造船／ＡＺ－Ｓ
女子 アビリティ 旭化成東京 ＴＢクラブ／久松クラブ

男子マイボール 住田　豊 久保田茂雄 湯浅尅俉
女子マイボール 深瀬美夏 大澤悠子 三宅秀代
男子ハウスボール 片岡喜直 斉藤省吾 大西隆司
女子ハウスボール 小松ちひろ 竹田志保 鹿島純子

S60MW 小野田克彦 萩原　康 柴田　明
AP60MW 生野昭利 下川　篤 田渕丈雅 

♪
♪
♬

♬



第69回都民体育大会の結果

体育の日（月・祝）10/10 

たぬれんじゃー5
サッカーナイン
ゴルフクリニック

相撲体験コーナー
大型ボウリング
野球コーナー

ポニーサイクル
ステップバトル

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）

会場別スポーツイベント

「区民スポーツの日」「区民スポーツの日」第28回第28回 「区民スポーツの日」第28回

＊    事前申込が必要です
新規種目 バリアフリー種目

月島運動場

プールイベントコーナー
キッズテニス体験コーナー

障害者スポーツ体験＆ニュースポーツコーナー
車いすバスケットボール体験コーナー

月島第三小学校

アルマジロレース

グラウンドゴルフ

体力テスト・健康相談コーナー

キンボール体験コーナー

ジャンボトランポリン

テニスクリニック
（中嶋康博プロによる）

晴海総合高校

少年少女野球クリニック 
（元読売ジャイアンツ　宮本和知さんによる）

晴海中学校

＊



平成28年度

第70回区民体育大会

中央区体育協会からのお知らせ

http://www.chuo-taikyo.jp/http://www.chuo-taikyo.jp/中央区体育協会の

ＨＰ一度見てください。

総合スポーツセンター／主競技場

月島運動場

月島運動場

有明テニスの森公園／豊海テニス場
総合スポーツセンター／第一武道場
総合スポーツセンター／温水プール

浜町運動場

総合スポーツセンター／主競技場・第二競技場
月島運動場
総合スポーツセンター／弓道場
総合スポーツセンター／主競技場
総合スポーツセンター／主競技場
勝田ゴルフ倶楽部
佃中学校／校庭
総合スポーツセンター／主競技場
若洲海浜公園／ヨット訓練所

有明テニスの森公園／豊海テニス場
総合スポーツセンター／主競技場
築地社会教育会館／屋内体育場
木更津市周辺

総合開会式 

軟式野球

ソフトボール

テニス・ダブルス
合気道
水泳

少年野球

バスケットボール
ニュースポーツグラウンドゴルフ 
弓道
レディースバレーボール
卓球・シングルス
ゴルフ
ニュースポーツペタンク等
バドミントン・ダブルス
ヨットレース

テニス・シングルス
剣道
太極拳
釣

開催日 種目 会場 開催日 種目 会場

10月30日（日）
10月30日（日）
10月30日（日）
11月3日（祝）
11月6日（日）
11月6日（日）
11月13日（日）
11月20日（日）
11月23日（祝）
11月27日（日）
12月4日（日）
12月10日（土）

10月30日（日）～平成29年1月22日（日）

平成29年1月22日(日）

平成29年2月19日(日）

10月9日（日）
10月16日（日）
10月16日（日）
10月23日（日）
10月23日（日）
10月23日（日）
10月23日（日）

９月4日（日）
９月4日（日）

7月17日（日）～12月11日（日）

8月21日（日）～9月18日（日）

9月3日（土）～9月18日（日）

9月4日（日）～9月22日（祝） 予備日　開会式９月19日（祝）

9月4日（日）～10月22日（土）

９月3日（土）

10月2日（日）
10月2日（日）
10月2日（日）

10月1日（土）～10月16日（日）

9月10日（土）
9月11日（日）
9月18日（日）
9月22日（祝）
9月25日（日）
9月25日（日）
9月25日（日）
9月25日（日）

卓球・ダブルス
クレー射撃
ソフトテニス
ニュースポーツソフトバレー
バレーボール男子
ライフル射撃
陸上競技

サッカー
柔道
トランポリン
ボウリング
卓球・団体
ニュースポーツラケットテニス
バドミントン混合ダブルス 
アーチェリー
ニュースポーツペタンク等
バレーボール女子 
空手道
ニュースポーツスポーツ吹矢
ニュースポーツグラウンドゴルフ

スキー個人戦

ニュースポーツペタンク等

総合スポーツセンター／主競技場
成田射撃場
有明テニスの森公園
築地社会教育会館／屋内体育場
総合スポーツセンター／主競技場・第二競技場
総合スポーツセンター／エアライフル場
江東区立夢の島競技場

大井ふ頭中央海浜公園・第一球技場・第二球技場
総合スポーツセンター／第一武道場
総合スポーツセンター／主競技場
ラウンドワン南砂店
総合スポーツセンター／主競技場
築地社会教育会館／屋内体育場
総合スポーツセンター／主競技場
総合スポーツセンター／アーチェリー場
佃中学校／校庭
総合スポーツセンター／主競技場・第二競技場
総合スポーツセンター／主競技場
アートはるみ ギャラリー
月島運動場

菅平高原スキー場

佃中学校／校庭

第６９回都民体育大会

アーチェリー 女子

第69回都民体育大会に
おいて、アーチェリー女
子で見事第3位になり表
彰式後の記念撮影。
選手 千島てる子
       和田智恵子
       中島恵美子
監督 大塚勇二

　中央区体育協会ＨＰに「ザ・スポーツ」の項目があり、バックナンバー
を見る事が出来ます。また、各連盟・協会の紹介がありますので、教室
や大会告知・開催中の写真・特記事項など掲載出来ます。（無料）
広告掲載出来ます。（有料）ＨＰ掲載に関しては各連盟・協会の担当
者を通じて、中央区体育協会事務局にご相談下さい。

　大会の結果や会報提出時に、手書きの紙ベースで提出してい
ただいた物を、再入力し文字確認をしています。名前間違いが起
こらないようにしますが、ワードもしくはエクセルデータで入力
した物を事務局までメールでお送り頂く事で、そのまま反映する
ことが出来ます。
ご協力の程宜しくお願い致します。sports@chuo-taikyo.jp

お願い

３位

中央区立晴海中学校

第47回関東中学校バドミントン大会　出場

バドミントン部

さいたま市記念総合体育館

男子　団体

平成28年8月8日



テニスにはどんな大きな大会がありますか？

　最近は錦織圭選手の活躍でテニス大会の中継が
増えていますね。テニスの世界的な大きな大会は、全
豪オープン（1月 オーストラリア）全仏オープン（5月 
フランス）全英オープン（６月 イギリス）全米オープン
（８月 アメリカ）の四つがあります。その中でも全英
オープンは「ウインブルドン」の名前で有名です。また
この４大会は「グランドスラム」と呼ばれて、この大会
で優勝する事はテニス選手の最高の目標となってい
ます。さらに1988年のオリンピックからはオリンピッ
クの種目にも採用されています。

錦織圭選手の獲得賞金は？

　錦織 圭選手はご存じの通り、世界ランキング６位
（2016年7月）で、日本だけでなく世界的に有名なプ
ロテニス選手です。その錦織選手の2015年の獲得
賞金の総額は、3億4,000万円でした。しかし、錦織
選手の年収は３４億円（米経済誌フォーブスより）と
なっています。３０億円以上はスポンサーとの契約金
などの収入です。この金額はフォーブス紙が発表した
スポーツ選手の年収ランキングでも２９位にランクイ
ンしています。最近テレビＣＭで錦織選手をよく見る
のも納得ですね。ちなみに有名なテニス選手のロジ
ャー・フェデラー選手（スイス）の年収は６８億円だそ
うです。

テニスのグランドスラムの賞金は？

　グランドスラム大会の優勝賞金（シングルス）はす
ごい金額です。
　2015年の資料では全豪オープン2億8,700万円、
全仏オープン2億3,000万円、全英オープン（ウイン
ブルドン）3億4,000万円、全米オープン4億7,000
万円となっています。仮にグランドスラムの4大会を全
て優勝したら、賞金総額だけで13億2,700万円とな
ります。ゴルフのグランドスラム（全英オープン、全米

オープン、全米プロ、マスターズ）の優勝賞金の総額
が6億9,000万円（2015年）ですからテニスの賞金
はすごいですね。日本の全日本選手権の優勝賞金は
400万円ですからグランドスラムの規模は大変なもの
です。

理事 山主 英樹 氏

テニス連盟に聞く

　4年に一度の真夏の祭典「オリンピック」が、大感動の中幕を閉じまし
た。9月7日からは「パラリンピック」が始まります。言葉の通じない者同
士、年齢や性別を越えて互いに尊重し讃えあう姿は、私たちへ多くの
メッセージを残してくれました。「自分一人ではここまで来ることはでき
なかった。支えてくれた皆さんに感謝いたします。」とのメダリストたち
の言葉も光りました。
　そんな暑かった夏にも涼しい風が吹き始め「スポーツの秋」の到来で
す。彼らが届けてくれた「感動」を力に、この秋はいつもと違う何かに挑
戦してみるのも楽しいかもしれないですね。「The SPORTS」が、そん
な皆さんの一助けとなれば幸いです。（広報部　久保田）

中 央 区 太 極 拳 連 盟
牧 本 光 夫
栗 原 裕 信
織 田 　 堅
アサヒ飲料販売株式会社
篠 崎 正 夫
塩 山 孝 子
石 井 　 武
ゴ ル フ 連 盟
日本橋中MV　笠間美奈子
コカ・コーライーストジャパン株式会社

河 野 公 一
中 央 区 卓 球 連 盟
中 央 区 民 踊 連 盟
清 心 館 道 場
中央区フォークダンス連盟
市 橋 正 美
宮 崎 孝 幸
水 尻 光 男
中 央 区 軟 式 野 球 連 盟
中央区バドミントン協会
中央区ソフトボール連盟

平成28年度 （平成28年8月20日現在）

月 島 剣 友 会
佃 島 剣 道 教 室
日 通 商 事 剣 道 部
日 本 I B M 剣 道 部
日 本 通 運 剣 道 部
日 本 橋 剣 友 会
松 屋 剣 道 部
三 千 和 商 工 　 剣 道 部
中央区スポーツ推進委員協議会
中央区バレーボール連盟
中央区トランポリン協会

中 央 区 テ ニ ス 連 盟
中央区ライフル射撃連盟
中 央 区 アーチェリー協 会
中 央 区 合 気 道 連 盟
中央区ソフトテニス連盟
武 田 　 泰
中 央 区 空 手 道 連 盟
メビウス銀座治療院　金谷　義孝
中 央 区 剣 道 連 盟
I H I 剣 道 部
京 橋 剣 友 会

親子つり教室親子つり教室
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