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　今年100年を向かえる「第97回全国高校
野球選手権大会」は8月6日より行われま
す（このザ・スポーツが発行されるとき
には大会は終了している）。記念すべき
年でもあるので、新聞やテレビでも報道
や特集が多く流れている。
　その中でNHKのアンケートで過去の大
会ベスト10チームというのがあり、和歌
山県の箕島高校がありました。名将と言
われた尾藤監督が率いたチームです。そ
の尾藤さんの言葉に「学生服とユニホー
ムを衣替えしたときに、それぞれでけじ
めを付ける選手が多くそろったときのチ
ームは強くなる」とコメントしていたの
を思い出す。
　ある少年スポーツクラブの親が対戦チ
ーム名を上げて「うちの子のチームはど
うしてもあのチームに勝てない、実力は
そんなに変わらないはずなのに」と話し

てくれた。そのときは単なる親バカの話
だなと思っていました。少し日が経って
話のあったチームの試合があることを知
り観戦することにしましたが、相手チー
ムはチームワーク良く戦い、こちらはエ
ースと思われる子が一人で活躍するとい
う感じで、結局相手チームが勝利しまし
た。戦い方が違うのはチームの事情で致
し方ないと思いますが、試合後両チーム
を見ていたら、相手チームは礼儀正しく
帰っていったのに対し、負けたチームは
一言でいうと「だらしなく」これは敗け
たせいばかりではない、普段から同じな
のだと感じた。
　マナーについては以前（2005年32号、
2010年43号）に記載したが、改めて「マ
ナー」の大切さを感じた。

６月 17日 第２７回「区民スポーツの日」小委員会

実施日未定 山形県東根市が中央区を訪問

７月25～27日 福島県川俣町が中央区を訪問

７月30日 第２７回「区民スポーツの日」小委員会

８月 19日 常任理事会・理事会

９月5日 第６９回区民体育大会総合開会式

４月19日 少年少女スポーツフェスティバル

５月27日 第２７回「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7日 第６8回都民体育大会結団式

５月10日 第６8回都民体育大会開会式

５月13日 評議員会・理事会
（平成27年）
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大塚勇二 氏

サッカー協会

第68回都民体育大会の結果第68回都民体育大会の結果
　第６８回都民体育大会は６月２０日に終了しました。
総合順位は男子５５地区中３０位（前年２２位）。女子５４地
区中２４位（前年４３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。
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生涯スポーツ
功労者

生涯スポーツ
優良団体

第６8回都民体育大会第６8回都民体育大会
　平成 27 年 5 月 10 日都民体育大会に出場する 20 種目・31
団体・監督、コーチ、マネージャー 38 名。選手 282 名の結団
式が区役所８階大会議室で行われ、百瀬修至体育協会副会長
・理事長より織田選手団長に協会旗が手渡され、バドミントン協
会　岩崎修二選手の選手宣誓で式典を終了しました。
　５月 10 日東京都体育館において、第 68 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大塚勇二（アーチェリー協会）
氏、生涯スポーツ優良団体表彰をサッカー協会がそれぞれ受賞
しました。

　正式種目 弓道（女子）   　３位
  弓道（男子）   　４位
  軟式野球   　８位
  バスケットボール（女子） 　８位
　公開種目 フェンシング（女子）  　６位

平成２6年8月3日（日）から平成２7年６月２0日（土）

種目別成績

　正式種目 スキー（女子）１部
  　鈴木優里   　３位
  スキー（男子）５部
  　鎭目隆夫   　４位
  スキー（男子）５部
  　谷　善樹   　７位

個人成績

「区民スポーツの日」第27回

＊  



リカーブ部門（男子） 斉藤定和 工藤康人 勝野静雄
リカーブ部門（女子） 千島てる子 和田智恵子 中島恵美子
コンパウンド部門（男女） 大塚勇二 春山博道 笠間長策 

幼年　　　　   〈型〉 加瀬槇大 田村　匠 山本はな／中村彩夢
　　　〃　　 〈組手〉 山本はな 加瀬槇大 下山櫂豊／堀口海司
小学生低学年女子〈型〉 諸田　歩 片岡優月 伊藤彩果／赤岡千遥
　　　〃　　 〈組手〉 片岡美月 片岡優月 諸田　歩／伊藤彩果
小学生低学年男子〈型〉 亀井悠生 松下宗太郎 有澤凛星／田邉壱歩
　　　〃　　 〈組手〉 松下宗太郎 笠島孝介 末廣一晴／中畑元志
小学生中学年女子〈型〉 矢代夢果 花井杏霞 板橋陽音／大橋奈々
　　　〃　　 〈組手〉 板橋陽音 星野　花 薛琉貴奈／増田柚月
小学生中学年男子〈型〉 山川寛太 遠藤倖希 松田　怜／大内　陽
　　　〃　　 〈組手〉 鈴木敬信 志村尚悟 殿井　徠／山中優夢
小学生高学年女子〈型〉 服部真弓 大野美桜 山本すず／笠原比佳理
　　　〃　　 〈組手〉 田中　希 笠原比佳理 村脇さち／西田麻耶
小学生高学年男子〈型〉 平野純希 諸田颯人 小林真宙／志村侑悟
　　　〃　　 〈組手〉 山中優空 茶木海人 寺島　力／志村侑悟
中学生女子     〈型〉 今井えり 川上菜菜 福元結衣子／矢野月詩
　　　〃　　 〈組手〉 米盛希々子 福元結衣子 若松ありさ／今井えり
中学生男子     〈型〉 雑賀晴士 岡島弥夢 藤田杏佑／小神　峻
　　　〃　　 〈組手〉 別部　秀 水間俊輔 小神　峻／宮本侑柊
一般女子有級  〈型〉 清水綾乃 中塚眞悠 板本和華／大橋　愛
　　　〃　　 〈組手〉 中塚眞悠 中嶋ありさ 板本和華／石毛麻莉
一般男子有級  〈型〉 関屋祐希 田中隼平 竹上　博／小川明宏
　　　〃　　 〈組手〉 小川明宏 竹上　博 堀口達也／小倉貴之
一般女子有段  〈型〉 小川朋恵 勝亦若菜 千葉千恵子／戸張紗英
　　　〃　　 〈組手〉 山本楓香 勝亦若菜
一般男子有段  〈型〉 久々江諒 戸張　梓 池尾　歩／松岡晋吾
　　　〃　　 〈組手〉 金谷隼達 水城琢磨 髙田浩彰／松岡晋吾

個人戦〈五段以上〉 宇都宮益則 矢島英明 中野裕子
個人戦〈三・四段〉 山口利幸 廣瀬登志子 小川智也
個人戦〈弐段以下〉 糸木佐季子 浜田聖子 岩田喜久蔵 
団体戦 〈優勝〉　伊原妙子・青木亨一・高井正行
 〈２位〉　栗原秀次・神成泰子・江沢水穂
 〈３位〉　菅井美佳・土谷雅雄

トラップ 中村維男 大野興祐 八尾　明 

団体 日通商事A 日本通運A 日通商事B／三千和商工A
女子個人 石川史子 今泉裕絵 石田明日香／尾﨑里枝子

男子 安保博文 立石一博 本宮典幸
女子 堀さえ子 白坂郁代 塩山孝子

平成27年度

空　手　道

大会開催中

小学生女子25ｍ自由形 熊谷奈津季 林　萌望 武田心愛
小学生男子25ｍ自由形 無藤蔵之介 佐藤誉晃 小鮒周平
オープン女子25ｍ自由形 城所なつみ 齋藤温子 宮本京佳
オープン男子25ｍ自由形 桶本新一郎 山形凌也 梶川　心
小学生女子25ｍ平泳ぎ 熊谷奈津季 大井惟愛 富田樹里
小学生男子25ｍ平泳ぎ 元尾香貴 井上賢吾 宮本龍之介
オープン女子25ｍ平泳ぎ 嵯峨優奈 蛯原　海 木村御幸
オープン男子25ｍ平泳ぎ 青山流星 松崎　豊 森　進
小学生女子25ｍ背泳ぎ 滝口恵里 関口真実 尾嵜歩希
小学生男子25ｍ背泳ぎ 無藤蔵之介 佐藤誉晃 島　大晟
オープン女子25ｍ背泳ぎ 大柴美央 三浦彩瑛 松澤弘子
オープン男子25ｍ背泳ぎ 塚本洋平 松繁卓哉 奥澤満雄
小学生女子25ｍバタフライ 尾関千洋 阿部萌菜 新田恵美理
小学生男子25ｍバタフライ 小鮒周平 小林賢矢 志田昊優
オープン女子25ｍバタフライ 城所なつみ 紅林佑佳 嵯峨優奈
オープン男子25ｍバタフライ 吉越大樹 青山流星 桶本新一郎
オープン女子50ｍ自由形 稲井可那子 鴨下桃加 林　萌望
オープン男子50ｍ自由形 村上舜也 鎌田慎平 田邉佳介
オープン女子50ｍ平泳ぎ 山本日世里 志田楓華 横田奈々
オープン男子50ｍ平泳ぎ 大森一輝 元尾香貴 溝口昭成
オープン女子50ｍ背泳ぎ 大島未聖 横澤優奈 飯田瑠璃子
オープン男子50ｍ背泳ぎ 鎌田直樹 上原諒真 尾嵜利希
オープン女子50ｍバタフライ 稲井可那子 須賀未佑薫 村井美乃利
オープン男子50ｍバタフライ 吉越大樹 清水祐哉 黒岩孝一
オープン女子100ｍ自由形 尾関千洋
オープン男子100ｍ自由形 金子琢哉 鎌田慎平 小林茂久
オープン女子100ｍ個人メドレー 鈴木美呼 紅林佑佳 田向然子
オープン男子100ｍ個人メドレー 村上舜也 小林茂久 黒岩孝一
オープン女子200ｍ個人メドレー 志田楓華 阿部清美 関根　澪
オープン男子200ｍ個人メドレー 中村健吾 那須駿太郎 伊藤匡希

一般男子 清原・大西 井上・佐藤 浜崎・熊木/中條・平井
成年男子 石田・岩谷
一般女子 松井・見目 寺尾・安留
成年女子 　田・鷲見 湯浅・西浦
壮年一部 小林・中津 西橋・藤田
壮年二部 長岡・福田 水間・小林 大槻・高桑/小坂/深澤

男子１部 ＪＡＦ バンディーズ 人形町笑輪会／セントラル
男子２部 室一ノモーズ ＪＥＴ ＢＵＬＬＳ 霊一クラブ／レグルス
女子の部 月島ファイターズ ウイングス フラワーズ



楊式 土屋真由美
２４式 山田晃代 北河悦子 林　　紅

シングルス男子
一般 有間 兼子 中村／根本（智）
青年 河本 兼子 山根／渡辺
フォーティ 有間 中村 西村／増野
フィフティ 河原 藤本 市川／十文字
シックスティ 冨田 岩下 寺川／池田
シングルス女子
一般 石川 伊藤 石沢／内堀
青年・フォーティ 小林（沙） 池本 菱沼／杉浦
フィフティ 内堀 和田 松田／本間
シックスティ 滝沢 中村 北島／土田
ダブルス
男子 塚原・斉藤 池田・増野 金原・浅川／石川・有間
女子 鈴木・大津 上杉・目黒 和田・石沢／無津呂・栗本
団体戦
男子 新世界Ａ ニューバランス ベル・エキップＡ／新世界Ｂ
女子 光　輝Ａ FAMILY  Ｂ 浜町卓研Ａ／紀理花クラブ

フナ釣 瀧上芳秀 田村文男 串田　昇

男子ダブルス 細野・岩﨑 鈴木・安田 佐野・門田
女子ダブルス 佐藤・石橋 谷・横川 前田・マクドゥガル

ジュニア男子 川島瑠珈 舟川武範 
ジュニア女子 関野麻友 三浦千華 三浦依茉
一般A 石田昌和 川島琉菜 安藤和明
一般B 三浦玲子 平田克也 内野正夫
スーパーオープン男子 田中白飛 大橋直透 滝沢　毅
スーパーオープン女子 山崎未来 森元美涼 加藤愛理
ビギナー男子 加藤伸悟 松下　蓮 山中良太
ビギナー女子 今泉愛生 三橋　温 石山由紀
オープン男子 田中優大 菅野冬馬 齋藤　隼
オープン女子 菅野陽愛 細谷明日香 卯木　昴

１部 ㈱イトーキ トップガン 浜町クラブ／さわやか信用金庫
２部 Ｌａ．Ｍｅｎ ブリヂストン ＭＯＴＯＷＮ／エムズ
３部 デロイト macs 三井不動産／丸文
４部 Ｇ－ＲＡＮＧＥＲ 月一クラブ 厳誠塾／月島スーパースターズ

 
４月18日
グラウンドゴルフ男子 澤村敏夫 和田　豊 坂中健二 
グラウンドゴルフ女子 舘野サエ 田中光子 伊藤君子
４月29日
ターゲットバードゴルフ男子 舘野国一 栗原裕信 斎藤　敏
ターゲットバードゴルフ女子 栗原千賀子 塩山孝子 清水喜代子
ペタンク 中津貞彦・滝美代子 伊藤君子・織田　堅 中津秀子・菅　仁良
６月7日
スポーツ吹き矢　３段以上 塩谷得男 中山義行 小野瀬淳子
スポーツ吹き矢　２段以下 入江光長 藤沢純子 山室房子

６月14日
ラケットテニス　オープン 網島昭枝・坂下紀子 谷口正子・斉藤日呂子 安蒜雅志・植野　純
　　　〃　 フレンドリー 安田美沙子・塩沢秀子 山本光子・村上朋美 深澤訓子・高久常美
ソフトバレーボール　オープン みつばのば Ｎために Ｙのために
　　　〃　 フレンドリー 片岡チーム 工藤チーム 安蒜チーム
６月20日
グラウンドゴルフ男子 金子　登 高橋正一 清水義章
グラウンドゴルフ女子 舘野サエ 栗原千賀子 佐伯美枝子

男子１部 ふぁいぶふぉー 国際電子テラキャッツ ブルドック／Mt-Hi
男子２部A MURASAKI スーパースターズ LANDS／Noyｚ
男子２部B 日本橋PHENIX 電通Bee's
男子３部 NorthTumulus／向井建設　ＳＴＥＡＬ／日商☆さんば
女子１部 5AHEADS U.T.U. ブルドック／電通Devils
女子２部 スーパースターズ ISLANDERS Ｖｉｃｋｙ'ｓ／ATLAS
フレンドリーグ ボンバーズ 電魚

ダブルス
男子１部 神戸・齋藤 中岡・栗原 岡本・岡田
男子２部 浅田・田中 川崎・岩崎 鈴木・土屋
男子３部 髙木・斉藤 有賀・浪岡 竹中・佐藤
女子１部 丸岡・柳井 藤森・香田 岩丸・瀧本
女子２部 神戸・榊原 秋山・神戸 辺見・阿部
女子３部 山崎・石岡 有賀・宮崎 佐藤・貴志
年令別混合ダブルス
１部 小柳・泉澤 福田・藤原 Carl wong／竹内
２部 岡本・岡本 塚林・田中 斉藤・南山
３部 神谷・佐々木 大竹・武田 鈴木・持田
４部 榎本・吉川 岩崎・有賀 小沢・小沢

男子１部 ＡＺ－Ｓ 三井造船 旭化成東京／第一三共
男子２部 資生堂 OＪ
女子１部 第一三共 Ｊａｓｍｉｎｅ 旭化成東京／紅葉クラブ
女子２部 ＴＢクラブ 朝日新聞 ボニータ／阪本クラブ

男子マイボール 久保田茂雄 坂上健二 新村　朗
女子マイボール 宮崎みずほ 阿部敦子 大澤悠子
男子ハウスボール 大澤誠司 三田村憲明 三尾貴仁
女子ハウスボール 有福江理子 佐久間尚子 有福莉菜
ジュニア 笠原和興 片岡論美 斉藤奏良

ARS60 小野田勝彦 萩原　康 橋爪　章
AP60 田渕丈雅 竹内　誠 下川　篤



第68回都民体育大会の結果

10/1210/12 体育の日（月・祝）10/1210/12 

ファファ
ミニサッカーシックス
ゴルフクリニック

相撲体験コーナー
ショットガンＧｏ！
野球コーナー

フリースローチャレンジ
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

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

サイクルパニック

少年少女サッカークリニック ＊

ジャンボトランポリン
グラウンドゴルフ

オリンピックボランティア経験者講演会＊

障害者スポーツ体験＆ニュースポーツコーナー

（元サッカー日本代表城彰二さんによる）

（中嶋康博プロによる）

「区民スポーツの日」「区民スポーツの日」第27回第27回「区民スポーツの日」第27回

月島運動場

＊    事前申込が必要です。
新規種目。
バリアフリー種目。

月島第三小学校

晴海総合高校

晴海中学校

問合せ先 中央区役所区民部スポーツ課内「区民スポーツの日」実行委員会事務局 TEL.03-3546-5531

スペシャルゲスト月島運動場
■ミニサッカーシックス
■ショットガンGO！
■フリースローチャレンジ
■野球コーナー

※ただし、ファミリーの部は9：30にスタート

●オリンピックボランティア経験者による講演会、テニスクリニック（一般レッスン）及びサッカークリニックは事前申込制ですが、定員に達しない場合は当日申込むことができます。
※テニスクリニック（子ども・初心者体験レッスン）は事前申込の必要はございません。当日直接会場へお越しください。

［スポーツイベント］11：00～15：00

有森裕子さん

マラソン大会
ゲストランナー

■開会式
■マラソン大会表彰式
■フォークダンス
■チアリーディング
■少林寺拳法演武

■月島太鼓
■ダンス
■アニメーションダンス
■チアダンス
■HIPH0P

■民踊
■太極拳演武
■閉会式
■お楽しみ抽選会

■フアフア
■ゴルフクリニック
■相撲体験コーナー
■模擬店

［ステージイベント］8：30～15：30

晴海総合高校 11：00～15：00
■ジャンボトランポリン
■体力テスト・
　健康相談コーナー
■グラウンドゴルフ
■サイクルパニック
■キンボール体験コーナー

■アメリカンフットボールチャレンジ
■オリンピックボランティア経験者による講演会

※室内用運動靴をご持参ください。

晴海中学校 11：00～14：45 月島第三小学校 11：00～15：00
■キッズテニス体験コーナー

0～14：45

マラソン大会 参加申し込みは締め切りました。 ［コース］月島・晴海周辺道路［スタート］9：00から順次スタート

※区内在住・在学の小学生
※雨天時は晴海中学校体育館で実施します。室内用運動靴をご持参ください。

城 彰二さん

ペシャルゲスト

裕子さん

大会
ンナー

0～15：00

※当日は、手話通訳者を
　配置しています。

●11：00～12：00（カヤック体験）
●12：00～15：00（遊泳時間）

■プールイベントコーナー

2
1

■テニスクリニック
●11：00～12：15 /子ども・初心者体験レッスン
　　　　　　　　　　　（おおむね小学校4年生以上の初心者） 
●13：15～14：30/一般レッスン（小学校4年生から参加可）

1

2

みんなで楽しもう！

中央区「区民スポーツの
日」

Enjoy!
スポーツ

みんなで
エンジョイ

さあ!

主催：「区民スポーツの
日」実行委員会・中央区

・中央区教育委員会・中
央区体育協会

主催：「区民スポーツの
日」実行委実 員会・中央区・中央区教教

育委員会・中央区体育協
会10/12（月・祝）体育の日

8：30～15：30

10/12（月・祝）体育の日

8：30～15：30

中央区「区民スポーツの
日」

スポーツ

で
イ

さあささ !

祝）月 祝祝祝）））
8：30～18：308：30 5：305：0～15：3000

第27回

スポーツの日
区民
CHUO-CITY SPORT

S DAY

第27回

スポーツの日
区民
CHUO-CITY SPORT

S DAY

■障害者スポーツ体験＆ニュースポーツコーナー
●11：00～13：00（障害者の方のみ）●13：00～15：00（どなたでも体験可）1 2

※就学前の子は保護者と一緒にご参加ください。
※水着、水泳帽、タオル、ゴーグル等をご持参ください。

※室内用運動靴をご持参ください。

元サッカー日本代表 
城 彰二さんによる
少年少女サッカークリニック
●11：00～12：30　●13：15～14：451 2

12：00～15：00



平成27年度

第69回区民体育大会

　中央区体育協会ＨＰに、「ザ・スポーツ」の項目があります。バックナン
バーを見る事が出来ますので、昔を振り返って見ませんか。また、各連
盟・協会の紹介があります。教室・大会の告知や大会開催中の写真・
特記事項など掲載することが出来ます。大いに活用しましょう（費用は

掛かりません）。広告を掲載する事も出来ます。（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。

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見たことありますか

10月11日（日） 卓球・ダブルス 総合スポーツセンター 主競技場
10月11日（日） ソフトテニス 有明テニスの森公園
10月18日（日） 陸上競技 江東区立夢の島競技場
10月25日（日） ボウリング ラウンドワン南砂店
10月25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25日（日） トランポリン 総合スポーツセンター 主競技場
10月25日（日） 柔道 総合スポーツセンター 第一武道場
11月1日（日）～平成28年１月31日（日）
 サッカー 大井ふ頭中央海浜公園・第一球技場／大島小松川公園・サッカー場
11月１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８日（日） クレー射撃 成田射撃場
11月８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８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15日（日） ニュースポーツペタンク等 佃中学校 校庭
11月22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
11月23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29日（日） 空手道 総合スポーツセンター 主競技場
12月６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12日（土） ニュースポーツグラウンドゴルフ 月島運動場
平成28年１月24日（日）
 スキー個人戦 菅平高原スキー場
平成28年２月21日（日）
 ニュースポーツペタンク等 佃中学校 校庭

９月5日（土） 総合開会式 総合スポーツセンター 主競技場
７月19日（日）～12月13日（日）
  軟式野球 月島運動場
８月23日（日）～９月27日（日）
 ソフトボール 月島運動場
９月５日（土）～９月20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6日（日） 合気道 総合スポーツセンター 第一武道場
９月6日（日）～10月24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6日（日）～９月22日（休）
 少年野球 浜町運動場
９月6日（日） 水泳 総合スポーツセンター 温水プール
９月13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19日（土） ニュースポーツグラウンドゴルフ 月島運動場
９月20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27日（日） ゴルフ 勝田ゴルフ倶楽部
９月27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27日（日） ヨットレース 若洲海浜公園 ヨット訓練所
10月3日（土）～10月11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4日（日） 釣 木更津市周辺
10月4日（日） 剣道 総合スポーツセンター 主競技場

弓道連盟
第６８回都民体育大会 第６８回都民体育大会

位

男子女子

位
3344



東京オリンピック・パラリンピックの注目選手は？

　陸上競技と言えば、これまでハンマー投げの室伏選
手や女子マラソンに注目が集まっていましたが、ここに
きて男子短距離界がにわかに活況を帯びてまいりまし
た。
　昨年までは桐生選手が１００ｍ９秒台は秒読みの段
階まで来ていましたが、今年はガーナ人を父に持つ城西
大城西高校２年１６歳のハキーム選手に俄然注目が集
まっています。世界ジュニア選手権での１００・２００ｍ
二冠をはじめ、ボルト選手の持っていたジュニア記録を
塗り替えるなど、世界でその強さをまざまざと見せつけ
ました。また、高校総体ではハキーム選手に勝った東
京高校の大島選手がこれから自信をつけて更に飛躍す
ると思われます。そして実力者の高瀬選手など北京オリ
ンピック４００ｍリレーでメダルを獲得して以来、短距
離２度目のメダルは確実だと思います。中央区でも銀
座中学の選手が１０秒台で走るなどこれからの可能性
を見せています。
　短距離女子においては伸び悩んではいますが、大学
生の土肥選手・高校生のエドバー選手などがどれだけ
オリンピックランナーの福島千里選手に迫れるかが今

後の課題だと思われます。そしてもう一人強い選手が出
てくれば女子も続けて４００ｍリレー出場の可能性が
出てきます。
　投てきでは、やり投げでベテランの村上選手・実力
者のディーン元気選手に次ぐ新井選手が、新たにメダ
ルに手が届く位置に来ており、競い合う事でますます
記録も伸びることが期待できます。
　まだ東京オリンピック・パラリンピックまで５年もあ
りますが、若い力は急激に成長してくるものです。これ
からどのような選手が出てくるのか楽しみな時期に来
ています。地元の大会では必ずヒーローが誕生すると
いう民族性があります。みんなで期待を持って応援しま
しょう。

会長 﨑山　英次 氏

27 陸上競技協会に聞く

　猛暑の夏が過ぎ、秋風と共にスポーツシーズンの到来です。
　区内でもスポーツセンターを中心に多くの大会が開催されま
す。子ども達のかわいらしい姿からシニアの年齢別の試合まで
様々です。たまには｢見る｣スポーツを楽しんでみませんか？。
　テレビとは違い、選手の息づかい、躍動感など肌で感じるも
のがあるはずです。
　2020年のオリンピック・パラリンピックを迎えるのには、未体
験のスポーツを知り、観戦の楽しさを知るチャンスにしたいです
ね。（広報部　小林）

大村建築株式会社　織田　堅
山サ水産株式会社　坂口　敬一
株 式 会 社 と き わ 木
石 井 　 武
篠 崎 正 夫
塩 山 孝 子
立 石 一 博
ヨット連 盟 　 大 橋 　 正 敏
レクリエーション連盟　牧本　光夫
中央区太極拳連盟　会長　大塚　かづ子
中央区テニス連盟　岩佐　久和
コカ・コーライーストジャパン株式会社
日本橋中MV　中多　由美子

中央区トランポリン協会　会長　河野　公一
中 央 区 ヨ ッ ト 連 盟
中 央 区 弓 道 連 盟
清 心 館 道 場
中央区スポーツ推進委員協議会
中 央 区 バドミントン 協 会
中 央 区 空 手 道 連 盟
保険鍼灸マッサージ協会　会長金谷義孝

平成27年度

（平成27年8月20日現在）

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
日本通運株式会社　剣道部
日 本 橋 剣 友 会
株式会社　松屋　剣道部
株式会社　三千和商工　剣道部
中央区フォークダンス連盟
宮 崎 孝 幸
市 橋 正 美
水 尻 光 男
中 央 区ラジオ体 操 会 連 盟
中 央 区トランポリン 協 会

久 松 ク ラ ブ
月島バドミントンスポーツ少年団父母会
中央区ソフトテニス連盟　磯野　忠
武 田 　 泰
中 央 区 アーチェリー協 会
中央区合気道連盟　代表　糸田　寛人
﨑 山 英 次
中央区民踊連盟　安部　寿美江
中 央 区 バレーボール 連 盟
中 央 区 剣 道 連 盟
株式会社　I H I 剣道部
京 橋 剣 友 会
月 島 剣 友 会

８月１５日（土）

11
22

33 44 55

66 77 88

１８年ぶり中央区にて開催

ＮＨＫ全国放送


