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2019年61会協育体区央中 ： 行発会員委報広会協育体 ： 集編
内所役区央中 1-1-1地築区央中 4048-401〒 ： 所住

http://www.chuo-taikyo.jp/3546-5729

場所：浜町運動場
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（平成31年令和元年）

2019

「よろしくお願いします」

井山　みさと中央区区民部スポーツ　課長
中央区体育協会　常任理事

　皆さまこんにちは。４月からスポーツ課
長に着任いたしました井山と申します。
　中央区体育協会の皆さまにおかれまして
は、本区スポーツ事業などに多大なるご協
力を賜わっておりますことにあらためまし
て深く感謝御礼申し上げます。
　私は、今から26年前の平成５年の採用で
最初の配属先が今のスポーツ課である社会
体育課でした。当時の人口は７万人台であ
り、子どもの数も今とは比べものにならな
いほどでした。
　早いものでスポーツ課長になって約半年
が経ちましたが、振り返り一番印象に残っ
たことは、今までやったことがないスポー
ツを体験したことです。
　１つ目が「キンボール」です。一見簡単
そうに見えたのですが、実際にやってみる
とかなりハードですぐに息が上がってしま
いました。本区ではスポーツ推進委員の方
が中心となり、その普及を進めておりまし
たが、2017年に本区総合スポーツセンター
でワールドカップが開催されたこともあっ

て気運がさらに盛り上がり、熱心に活動され
ていた方が集い今年４月に「中央区キンボー
ルスポーツ連盟」が設立され、その後体育協
会へ加盟しました。
　２つ目は、パラリンピックの正式種目であ
る「ボッチャ」です。先を読んで戦略を考え
たり、微妙な技を駆使したりと、とても奥深
いスポーツだと実感しました。ルールはあま
り難しくないので、子どもから高齢者、さら
には障害のある方にも、広く楽しめると思い
ます。
　来年はいよいよ東京2020大会が開催されま
す。大会を契機としてスポーツ実施層の裾野
を広げ、スポーツを習慣として生活に取り入
れる区民の方が増えるよう、体育協会の皆さ
まと手を携えて本区のスポーツ振興に全力で
取組んでまいります。
　浅学菲才かつ経験不足であることから皆さ
まに多々ご迷惑をおかけすると思いますが、
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

 ■　■
　■　■

　■　■　
■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　　

４月14日 　少年少女スポーツフェスティバル
４月24日 　第 31回「区民スポーツの日」実行委員会
４月25日 　第 72回都民体育大会結団式
５月  ２  日 　ファミリースポーツデー
５月  ３  日 　第 72回都民体育大会開会式
５月12日 　トレッキング教室
５月16日 　グラウンドゴルフ・ペタンク講習会
５月22日 　常任理事会・理事会・評議員会

６月12日 　第 31回「区民スポーツの日」小委員会
７月  ４  日 　ラジオ体操講習会
７月13～ 15日 　東根市が中央区に来訪
７月24日 　常任理事会
７月25日 　第 31回「区民スポーツの日」小委員会
７月27～ 29日 　中央区が川俣町に訪問
８月22日 　理事会
９月  ７  日 　第 73回区民体育大会総合開会式
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清水　学 氏

スキー連盟 

生涯スポーツ
功労者

生涯スポーツ
優良団体

正式種目
 　バスケットボール（男子）  5位

正式種目
 　スキー（女子）1部
   鈴木　優里  5位
 　スキー（男子）3部
   丸山　　浩  2位
 　クレー射撃（トラップ）
   柿原　康晴  5位

団体成績

個人成績

 平成31年４月25日都民体育大会に出場する20種目30団体・監督、コーチ、マネージャー34名。選手282名の結団
式が区役所８階大会議室で行われ、山本泰人中央区体育協会会長より織田堅選手団長に協会旗が手渡され、テ
ニス連盟粟屋真由美選手の選手宣誓で式典を終了しました。

　５月３日武蔵野の森総合スポーツプラザにおいて、第72回都民体育大会開会式が開会した。本区からは織田堅体育協会
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清水学氏、生涯スポーツ優良団体表彰を
スキー連盟がそれぞれ受賞しました。

開催期間　平成30年7月29日（日）から令和元年年6月22日（土）
会　　場　駒沢オリンピック公園 総合運動場 体育館 他

第７2回都民体育大会の結果第７2回都民体育大会の結果第７2回都民体育大会の結果第７2回都民体育大会の結果

　総合順位は、男子 54 地区中 34 位（前年 20 位）。 女子 53 地区中
41 位（前年 28 位）と昨年より大幅に順位が下がりました。 各協
会・連盟の奮起を期待します。 都大会の競技得点は１位 12P、2
位 9P、3 位 8P、4 位 7P、5 位 6P、6 位 5P、7 位 4P、8 位 3P。 都大会
に出場すると各競技種目に参加得点 1Pが加算されます。

第72回都民体育大会
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リカーブ部門　男子
リカーブ部門　女子
コンパウンド部門

幼年   形
幼年　組手
小学生低学年女子　形
小学生低学年女子　組手
小学生低学年男子　形
小学生低学年男子　組手
小学生中学年女子　形
小学生中学年女子　組手
小学生中学年男子　形
小学生中学年男子　組手
小学生高学年女子　形
小学生高学年女子　組手
小学生高学年男子　形
小学生高学年男子　組手
中学生女子　形
中学生女子　組手
中学生男子　形
中学生男子　組手
一般男子有級　形
一般男子有級　組手
一般女子有段　形
一般女子有段　組手
一般男子有段　形
一般男子有段　組手

五段以上の部
参、四段以上の部
弐段以上の部
団体戦

１・２・３年生の部
４・５・６年生の部
レディースの部
フレンドリーの部

男子団体
女子団体

男子
女子

１部
２部

 

　

  

平成31年度

空　手　道

立木　功 斉藤　定和 勝野　静雄
千島てる子 浜川奈々美 和田智恵子
笠間　長策 大塚　勇二 春山　博道

岩浅　星来 北原　翼 椎名一歩希／大島　礼葦
北原　翼 岩浅　星来 菊地　璃雲／國弘　翔斗
若竹　一花 小林　侑來 西　麻菜美／鈴木　碧衣
大石　結月 鈴木　佑綺 高岡　玲奈／小林　侑來
高垣　永有 毛屋　優凛　 大林　蒼都／畠山　塁
高垣　永有 春日　遊心 坂口　友哉／三賀　大和
宮田　咲花　 西村　心嶺　 小出みひろ／大橋　美月
磯部　瑞和 田篠　双葉 小出みひろ／藤井　光月
大木　健吾 山下竜之介 松尾勇之介／田中拳士朗
塚本　紘大 志村優太郎 兼子　翔太／大木　健吾
伊藤　彩果 諸田　歩 高垣　乃亜／藤本　纏
伊藤　彩果 佐伯　結香 藤本　纏／諸田　歩
林　蒼汰 小出　侑季 綾　秀人／三賀　暖大
笠島　孝介 亀井　悠生 綾　秀人／大石　健斗
服部　真弓 田村ひかる 山下　桜来／田中　希
田中　希 高岡　珠里 田村ひかる／橋本　優來
横澤　律   志村　尚悟 山川　寛太／松下虎太郎
志村　尚悟 鈴木　敬信 佐伯　将吾／坂口龍之助
伊藤　宏太 竹上　博 大橋　博文／今野　正人
伊藤　宏太 竹上　博 大橋　博文／木下凌太郎
三井　愛理 大橋　愛 赤坂　律佳／菅谷　麻衣
三井　愛理 赤坂　律佳 幸田　実怜
渡部駿太郎 藤田　悠里 本多　直史／小泉　颯太
本多　直史 小泉　颯太 刑部　修一／山口　亮介

神成　泰子 木村　幸江 小田切　昭
阿部　由佳 田村　祥二 木村　直子
蘇志豪 生駒　佑子 佐藤　哲郎
江澤　水穂 高井　正行 木村　幸江
柏木　健 鈴木　里奈 清水　宏史
木田　征徳 濱田　重臣 赤井　英子

ミラクルスター勝どき ファイブスターズ ブルーフェニックス
月二スターズｕｐ ドラゴンファイヤーＺ 泰明クリスタルドラゴン
ＬＩＫＥＹ Ｔeam oneＡ＋α ビューティーズ
ＳＰＡＲＲＯＷＳ とよＳＥＡ 泰明ベオーネ

大野　興祐 中川　清治 根岸　勉

日通商事Ａ 日本通運Ａ 三菱ＵＦＪ銀行Ａ
日本通運Ｃ 日本通運Ｂ 日本通運Ａ

古賀　顕 黒田　一 茂木　龍哉
塩山　孝子 林　　昌 西野　千絵

星陵蹴球団 T.Ｔ.Fishers ＪＴＢ 
国分サッカー部 Team Corazon ピクルス／ツインピークス

小学生女子25ｍ自由形
小学生男子25ｍ自由形
オープン女子25ｍ自由形
オープン男子25ｍ自由形
小学生女子25ｍ平泳ぎ
小学生男子25ｍ平泳ぎ
オープン女子25ｍ平泳ぎ
オープン男子25ｍ平泳ぎ
小学生女子25ｍ背泳ぎ
小学生男子25ｍ背泳ぎ
オープン女子25ｍ背泳ぎ
オープン男子25ｍ背泳ぎ
小学生女子25ｍバタフライ
小学生男子25ｍバタフライ
オープン女子25ｍバタフライ
オープン男子25ｍバタフライ
オープン女子50ｍ自由形
オープン男子50ｍ自由形
オープン女子50ｍ平泳ぎ
オープン男子50ｍ平泳ぎ
オープン女子50ｍ背泳ぎ
オープン男子50ｍ背泳ぎ
オープン女子50ｍバタフライ
オープン男子50ｍバタフライ
オープン女子100ｍ自由形
オープン男子100ｍ自由形
オープン女子100ｍ個人メドレー
オープン男子100ｍ個人メドレー
オープン女子200ｍ個人メドレー
オープン男子200ｍ個人メドレー

一般男子
一般女子
成年女子
壮年一部
壮年二部

男子一部
男子二部
女子

無藤　紅央 江原　桜実 香川　莉子
竹内　海琉 髙田　一誓 柴田渉一朗
大崎　栞 山下　るな 古川奈々子
新井　辰弥 弭間　政隆 森若　敬
鈴木　江未 木村　優花 信定　凜
竹内　海琉 水野　朔弥 和田朔太郎
大崎　栞 小畑　百逢 松澤　弘子
髙林遼太朗 竹中　陵馬 猪越　将秀
無藤　紅央 梶川　杏 神林　美希
松田　夏熙 李　永友 大久保榮真
尾関　千洋 城山　朋子 ―
都築　功 鈴木　博雄 佐藤　裕定
松崎　はな 梶川　杏 江原　桜実
髙田　一誓 柴田渉一朗 水野　朔弥
紅林　佑佳 小野田房子 ―
川野　太平 岩城　博 津金　一道
森川　愛 松島　ヒロ 伊藤有佳里
新井　辰弥 石原　太郎 弭間　政隆
金子　更紗 小野　彩夢 新井　仁子
清水　祐哉 中村　健吾 横山　瑛士
城山　朋子 小田野房子 ―
木村　純也 ― ―
尾関　千洋 松崎　はな 石濱　緋梨
岩城　博 津金　一道 都築　悠介
新井　仁子 ― ―
都築　功 石原　太郎 鶴　信次
森川　愛 眞鍋　遙 山下　るな
川野　太平 横山　瑛士 鈴木　博雄
松島　小桜 香川　莉子 木村　優花
黒岩　孝一 飯田　恭平 柳沢　善明

瀬良垣裕真／今井純一 林　空／田村育也 小沢　一郎／悴田　凌
西島紗貴／関　涼子
湯浅真樹／西浦志津子 根岸まさえ／藤田節子
細谷良男／松浦謙二郎
増野博之／松崎昇一朗

人形町クラブ 箱崎ＳＣ ポインターズ／勝どきビクトリーズ
月島ラビッツ 浜一クラブ 可佳士会／ラムズ
月島ファイターズ ウイングス ＫＫＤＩ

キンボールスポーツ
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２４式
総合
楊式

シングルス
男子一般
男子青年
男子フォーティ
男子フィフティ
男子シックスティ
女子一般
女子青年
女子フィフティ
女子シックスティ
女子セブンティ
ダブルス
男子
男子（120歳）
女子
女子（130歳）
団体戦
男子
女子

フナ釣

ダブルス
男子
女子

ジュニア女子
ジュニア男子
一般Ａ
一般Ｂ

１部
２部
３部
４部

4月6日
グラウンドゴルフ男子
グラウンドゴルフ女子
4月29日
ターゲットバードゴルフ男子
ターゲットバードゴルフ女子
4月29日
ペタンク

5月25日
グラウンドゴルフ男子
グラウンドゴルフ女子
6月2日
ラケットテニス オープン
ラケットテニス フレンドリー

北河　悦子 四方田春義 小林　義典
岡野　光子
山田　晃代

築地　佑太 兼子　啓 中西　淳／三浦　真行
築地　佑太 藤沼　重人 宮内　良／中西　淳
三浦　真行 田中　貴 有間　博幸／田堂　篤志
成松　淳 飯田　浩久 中村　勉／本橋　道直
藤忠　明 河西　守 河内　勉／神谷　豊
内山　春花 岩瀬　優子 小澤まゆみ／石川　充子
岩瀬　優子 端村　真弓 笠巻さやか／高森　恵美
石　巍 内堀真由美 石川　充子／石沢真奈美
窪田　幸子 松沢　鶴代 小澤　まゆみ／四十物裕子
山野目澄代 秋元　淑江 岩城　美津江／潮田　順子

浦辺　栄／中山大治郎 徳竹　正彦／津本　順一
伊藤利郎／光安慎吾 結城信治／林　忠
金子／橋本 松沢／熊沢 石川　充子／石　巍・上杉／目黒
長谷川妙子／鈴木知子 山本みち子／高知尾久美子 佐々木／桐岡・片岡照子／岩田由美子

新世界 ＦＰＣ ＦＡＭＩＬＹ／まじかるぱんだＢ
ブルーウッズ 八丁堀クラブＢ 浜町卓研Ａ／東京ピンズＡ

江口　末人 田村　文男 串田　昇

中村元彦／篠原直貴 野﨑和夫／新屋一彦 岩室悠／岡　光男
佐藤光子／石橋知佐子 小暮綾子／楠　哲恵 松崎聡子／松本優子

三浦　依茉 田邊　優菜 走出　伊織
加藤　芽生 寒田　柳輝 石川　礼
三浦　千華 安藤　和明 須藤　孝志
増渕　水玲 吉田　七海 舟川　武範

イトーキ 富士ゼロックス東京 大和証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社／(株)松屋
(株)守谷商会 Ａ＆Ａ．ＲＥＤＳＯＸ ｍａｃｓ／デロイト
環境ステーション Ｈｏｒｉｘ サーティ―ナイナーズ／ドアーズ
ＮＡＭ．Ｔａｒｏｅｓ モンズ 三信住建(株)／シーエーシー

笹本　尚宏 田中　清善 澤村　敏夫
滝　美代子 田中　光子 榎本　純代

薩埵　稔 斉藤　敏 栗原　裕信
久保田菜穂美 栗原千賀子 紅林　正子

橋本　豊 天野　譯溥 植田　幸
植野　純 紅林　正子 鰭崎　重子
塩山　孝子 伊藤　君子 舘野　国一

加島　久次 髙橋　正一 刑部　正次郎
田中　光子 榎本　純代 清水　喜代子

片岡　実／鑓水由江 桑原　繁／坂下紀子 小笠原保／杉浦貞子
黒川武彦／斉藤日呂子 坂井政弘／山本光子 富澤敏一／五十里とみ子

6月2日
ソフトバレーボール　フレンドリー

6/23
ソフトバレーボール オープン
スポーツ吹矢
４段以下の部
５段以上の部　男子
５段以上の部　女子

男子1部
男子2部Ａ
女子1部
男子2部Ｂ
男子3部Ａ
男子3部Ｂ
男子3部Ｃ
男子3部Ｄ
女子2部

ダブルス
男子１部
男子２部
男子３部
男子40代
女子１部
女子２部
女子３部
女子40代
混合ダブルス
１部
２部
３部
４部

男子
女子

マイボール　男子
マイボール　女子
ハウスボール　男子
ハウスボール　女子

AR S60MW
AP 60ＭＷ
F40

薩埵　稔 片岡　実 桑原　繁
尾﨑　敏浩 服部　徳郎 畦原三喜生
釜井知江子 倉持久美子 大和田妙子
小坂紀代子 高久　常美 畦原　寿美
  小松まゆみ

アンビシャス みつばレッド アミュレッツ

寿原　正明 勢頭　仁 梶山　智之
下野　和朗 本吉　淑郎 藤田　康人
小野瀬淳子 臼井　幸 林　ふじ子

K-talk 向井建設 OPP／MURASAKI
ツーリンクス Bee's North Tumulus／電通Angels
ブルドック U.T.U ATLAS ／5AHEADS
LAS MUCHACHAS STEAL
meiji 弐HATI
EASTSUNS センキーズ
ファーストブレイカーズ SNAPPERS
界隈 Newzzies
VICKY'S LANDS meiji／ISLANDERS

大芝純輝／山田雄一 小坂健太郎／牛尾友哉 佐山真人／内保　貴
馬場大地／武村真輝 谷澤智之／田中雅俊 信澤達夫／森田　弥
松木　準／久保田隆仁 有賀一秀／田岡寿一 竹山房雄／斉藤勝則
佐々木哲／糸　敬生 齋木則裕／杉山兼一 川邊雄亮／原田昌俊
北はるな／財津　穂 森　朝香／小野寺香奈 山口知子／高田加枝
一志有記／中林佳澄 奥山幸子／谷合彰子 小川杏雲／パメラ
高木祐美／小山ゆう紀 杉下信乃／星野由美 有賀みどり／石岡　泉
岡本麻貴子／鈴木歩澄 斎木由紀子／中嶋美穂子 山口久江／杉山明子

山田雄一／畠中美紀 小川晃史／高橋綾子 鈴木啓太／石井祐宇
岡本康志／岡本真希 鈴木幸則／杉山仁美 塩谷健一／寺村敦子
阪野誠司／高橋玖未 吉田幸司／大井佳代子 大竹　学／瀧本美穂子
捻原敏行／持田めぐみ 野村　久／宮崎綾子

東京国税局 資生堂 みすみクラブ／旭化成東京
東京国税局 ＴＢクラブ アビリティ／阪本クラブ

青木　伸顕 久間木英暁 藤田　義幸
岡野　泰枝 川崎多巳江 土屋さち子
佐藤　洋輔 大西　隆司 宮下　泰明
桝田　沙織 中澤そのえ 藤野　延枝

生野　明利 天埼　一貴 田淵　丈雅
門脇　真央 鈴木　英雄 斉藤　義和
齋藤　徳次 星野　光雄 高橋　　眞
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ベースボールビーバーフアフア
PKチャレンジ
ゴルフクリニック
相撲体験コーナー

ショットガンタッチ
野球コーナー
フットボールチャレンジ

ジャンボダーツ
フリースロー
模擬店

  ＊　事前申込が必要です。
新規種目 バリアフリー種目

ボッチャ体験コーナー
キッズテニス体験コーナー
プールイベントコーナー

障害者スポーツ体験＆ニュースポーツコーナー

ジャンボトランポリン
グラウンドゴルフ
体力テスト・健康相談コーナー
テニスクリニック（中嶋康博プロを招いて）
キンボール体験コーナー
ＢＭＸフリースタイルデモンストレーション

（ペタンク、バッゴー等）

「区民スポーツの「区民スポーツの日」
体育の日（月・祝）10/1410/14  

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

月島運動場

都立晴海総合高校

第31回

ス ーテ ジ イ べ ン ト
開会式     8:30～   8:50
マラソン大会表彰式 10:25～ 11:00
ダブルダッチ 11:10～ 11:25
フォークダンス 11:30～ 11:45
チアリーディング 11:50～ 12:05
少林寺拳法演武 12:10～ 12:25
月島太鼓  12:35～ 12:50
休憩  12:50～ 13:10

ダンス  13:10～ 13:30
民踊  13:35～ 13:50
太極拳演武  13:55～ 14:10
チアダンス  14:15～ 14:30
閉会式・抽選会準備 14:30～ 15:00
閉会式  15:00～ 15:05
お楽しみ抽選会 15:05～ 15:30

月島第三小学校

晴海中学校
少年少女サッカークリニック＊
（北澤　豪氏を招いて）

少年少女バレーボールクリニック
（大友　愛さんを招いて）

＊



平成30年度

第72回区民体育大会
開催日 種目 日催開場会 種目 会場

 9月7日（土）
7月21日(日)

8月25日(日)

9月1日(日)
9月1日(日)
9月1日(日)
9月1日(日)～

9月1日(日)～

9月8日(日)
9月8日(日)
9月8日(日)～

9月15日(日)
9月22日(日)
9月28日(土)
9月29日(日)
9月29日(日)
10月5日(土)

10月5日(土)
10月6日(日)

総合開会式 総合スポーツセンター／主競技場
～12月8日(日)
軟式野球  月島運動場
～9月23日(祝)
ソフトボール 月島運動場
合気道  総合スポーツセンター／第一武道場
弓道  総合スポーツセンター／弓道場
水泳  総合スポーツセンター／温水プール
23日(祝)
少年野球  月島運動場／浜町運動場
10月26日(土)
バスケットボール 総合スポーツセンター／主競技場・第二競技場
バドミントン・ダブルス 総合スポーツセンター／主競技場
ニュースポーツ・ラケットテニスなど 築地社会教育会館・屋内体育場
29日（日）
テニス・ダブルス 木場公園テニスコート／豊海テニス場
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
卓球・シングルス 総合スポーツセンター／主競技場
ニュースポーツ・ペタンクなど 月島運動場
ヨットレース 若洲海浜公園／ヨット訓練所
ゴルフ  勝田ゴルフ倶楽部
～11月3日(祝)
テニス／シングルス 木場公園テニスコート／豊海テニス場
ニュースポーツ・グラウンドゴルフ 月島運動場
剣道  総合スポーツセンター／主競技場

10月6日(日)
10月13日(日)
10月20日(日)

10月20日(日)
10月27日(日)
10月27日(日)
10月27日(日)
10月27日(日)
10月27日(日)
11月2日(土)
11月3日(祝)
11月4日(振替休)
11月10日(日)
11月23日(祝)
11月23日(祝)
11月24日(日)
12月1日(日)
12月1日(日)
12月8日(日)
12月14日(土)
令和2年1月26日(日）
令和2年2月11日(祝)

釣  木更津市周辺
卓球・ダブルス 総合スポーツセンター／主競技場
～12月15日(日)
サッカー  江戸川河川敷／大島小松川公園　サッカー場
太極拳  築地社会教育会館／屋内体育場
柔道  総合スポーツセンター／第一武道場
ソフトテニス 豊海テニス場
トランポリン 総合スポーツセンター／主競技場
ボウリング  ラウンドワン南砂店
ライフル射撃 総合スポーツセンター／エアライフル場
クレー射撃  成田射撃場
卓球／団体 総合スポーツセンター／主競技場
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
アーチェリー 総合スポーツセンター／アーチェリー場
ニュースポーツ・グラウンドゴルフ 月島運動場
バレーボール・男子 総合スポーツセンター／主競技場・第二競技場
空手道  総合スポーツセンター／主競技場
ニュースポーツ・ソフトバレーボール 築地社会教育会館・屋内体育場
ニュースポーツ・スポーツ吹き矢 アートはるみ／ギャラリー
バレーボール・女子 総合スポーツセンター／主競技場・第二競技場
ニュースポーツ・ペタンクなど 月島運動場
スキー  菅平高原スキー場
キンボールスポーツ 総合スポーツセンター／主競技場

※参加資格に一部制限がある種目があります。　※日程は予定ですので変更になる場合があります。 （開催日順）

公開演技
９月１日（土）　フォークダンス、民踊、ラジオ体操　総合スポーツセンター／主競技場

理事長  福島　秀夫 氏

キンボールスポーツ連盟に聞く
Q

A

7

キンボールスポーツって何ですか？QQ
直径 122cm・重さ 1kg という巨大なボールを床
に落とさないように、チームで協力し合う競技で
す。キンボールの「キン」は英語の「キネスシス

（kinesthesis）」の略で「運動感覚」といった意味です。
発祥は 1986年にカナダのマリオ・ドゥマースが創案し、
2001 年に第 1 回ワールドカップが開催されました。
2017 年第 9 回ワールドカップは日本で開催され、中央
区総合スポーツセンターが会場となりました。

キンボールスポーツはどこで体験できますか？QQ
中央区では、毎週土曜日の夕方から月島第二小学
校・佃中学校の体育館及び、毎週水曜日の夕方か
ら常盤小学校の体育館にてキンボールスポーツの

体験や練習を開催しています。子どもからシニア世代ま
で幅広く楽しめるキンボールスポーツをぜひ体験してみ
てください。

キンボールスポーツの魅力を教えてください。QQ
1 チーム 4 名で、3 チームが同時にプレーします。
それぞれのチームはピンク・グレー・ブラックの
ゼッケンを着用し、ヒットチームにコールされた

チームがレシーブをします。この時レシーブに失敗した
ら、コールされたチーム以外の 2 チームに得点が入りま
す。プレーに関与していないチームにも得点が入るため、
大きな得点差が出ないのもこのスポーツの特徴です。初
心者やスポーツが得意でない方でもすぐにプレーができ、
プレーすればするほど奥が深いスポーツなのが最大の魅
力です。



もっといい社会へ。もっといいビジネスへ。
もっといい暮らしのために。
もっといい移動体験のために。
モビリティサービスを創造する。

Crea ng the mobility service For be er society,
For be er business, For be er life And for be er driving
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平成31年度　令和元年

（令和元年年8月20日現在）

中央区体育協会からのお知らせ http://www.chuo-taikyo.jp/

各連盟・協会の皆様へ

　暑さ厳しい中第73回区民体育大会が7月21日軟式野球から
始まっています。梅雨明けから連日30度以上の猛暑が続い
ていますので、熱中症などで体調不良になる前に、水分や
スポーツドリンクを取り帽子や日傘を使用しましょう。
（男性用日傘有るそうです）
　2020年東京オリンピック・パラリンピック夢の祭典まであと
一年。参加選手の皆さん平常心の中に闘志を持って臨んでく
ださい。　　　　　　　　　　　　　　（広報部　大島）

中 央 区 ゴ ル フ 連 盟
織 田 　 堅
中 央 区 太 極 拳 連 盟
アサヒ飲料販売株式会社
トヨタモビリティサービス㈱
株 式 会 社 丸 保
月島バドミントンスポーツ少年団父母会
中央区フォークダンス連盟
宮 崎 　 孝 幸
市 橋 　 正 美
水 尻 　 光 男
中央区アーチェリー協会
中 央 区 剣 道 連 盟
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 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
スポーツ推進委員協議会
中 央 区 柔 道 会
中 央 区 民 踊 連 盟
中 央 区 合 気 道 連 盟
中 央 区 卓 球 連 盟

中央区バレーボール連盟
中 央 区 軟 式 野 球 連 盟
中 央 区 テ ニ ス 連 盟
中央区バドミントン協会
中央区トランポリン協会
河 野 　 公 一
中央区ソフトボール連盟
清 心 館 道 場
牧 本 　 光 夫
中 央 区 弓 道 連 盟
有 限 会 社 　 バ ー ン ズ
中央区ボウリング連盟
中 央 区 水 泳 連 盟
月島バドミントンスポーツ少年団

有馬シャトルスポーツ少年団
月島野球月島ライオンズスポーツ少年団
日本橋サッカースポーツ少年団
lovespogramラグビースポーツ少年団
日本橋スポーツ少年団
中央アスレティックススポーツ少年団
中 央 区 空 手 道 連 盟
保険鍼灸マッサージ協会
中央空手道スポーツ少年団
銀座サッカースポーツ少年団
佃 島 ス ポ ー ツ 少 年 団

　区・都大会の結果や会報など
の提出物を、今まで手書きで提
出していただいていましたが、
文字が判別できない名前が旧字
などありましたので、文字確認
をしていました。ワード・エク
セルで入力したデジタルデータ
を事務局までメールで送って頂
く事で、文字を反映することが
出来ます。ご協力宜しくお願い
致します。
e-mail  sports@chuo-taikyo.jpe-mail  sports@chuo-taikyo.jp
　多くの協賛金を頂いた会社に
は、広告を掲載することが出来
ます。また、弊誌に広告を掲載
を希望される会社がございまし
たら事務局までお問い合わせくだ
さい。

　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。各連盟・協会の紹介が掲載されて
いますので、大会や教室などの告知や写真・特記事項などを掲載できます（無料）。また、有料ですがHPとザ・スポーツに
も広告を掲載する事ができます。掲載に関しては各連盟・協会の理事の方から事務局までご相談ください。

中央区体育協
会のＨＰ見たこ

とありますか。

広告を掲載で
きます。


