
第６４回都民体育大会

第64回都民体育大会の結果

10/10

2011年45

７月30日～８月１日菅野實本部長を団長に、ソフトボール４団53名・バトミントン２団19名・指導者母集団等40名。計112名が本区を訪問した。
団員たちの笑顔に新たな元気をもらいました。また山木屋地区のバドミントンスポーツ少年団は、二本松避難所より参加されました。
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ENJOY SPORTS!!

お世話になりました。

　この４月からスポーツ課長に就任いたしました。どうぞよろ
しくお願いいたします。子どものころから、野球、卓球、バレ
ーボール、機械体操、テニス、スキーなど様々なスポーツを経
験し、それなりに運動能力が高いのではないか？…と自負して
いましたが、先日、頭（思い）と身体（体力などもろもろ）に
大きなギャップがあることに、いまさらながら思い知ったとこ
ろです。そこで、これからは「ムキ」にならず、楽しむことに
専念したいと思っています。
　もちろん、スポーツ課長として、仕事に真摯に取り組み、ス
ポーツ振興に努めてまいりますので、ご支援のほどよろしくお
願いいたします。

　二年前、この紙面に「よろしくお願いします！」と書いた
のがついこの間のような気がします。あっという間の二年間
でしたが、おかげさまで充実した時間を過ごさせていただき
ました。特に事務局独立一年目という大きな節目に居合わせ
たことは、私にとっても大変貴重な経験でした。感謝の気持
ちとともに、独立三年目を迎える体育協会が、本区のスポー
ツ振興の担い手としてさらに活発な活動を展開されることを
心から願い、期待しております。
　皆さまにはたいへんお世話になり、ありがとうございまし
た。高 橋 宏 幸

元区民部スポーツ課長

遠 藤 龍 雄
区民部スポーツ課長

（平成２３年）
2011

５月１１日　評議員会・理事会
６月１５日　区民スポーツの日第一回実行小委員会
７月２９日　区民スポーツの日第二回実行小委員会
７月３０～８月 １ 日　川俣町来訪
８月１８日　常任理事会・理事会
９月 ３ 日　区民体育大会総合開会式

３月２３日　常任理事会・理事会
４月１７日　少年少女スポーツフェスティバル
５月 ３ 日　ファミリースポーツデー
５月 ６ 日　都民体育大会結団式
５月 ８ 日　都民体育大会開会式
５月 ９ 日　区民スポーツの日実行委員会
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　平成23年５月６日、都民体育大会に出場する19種
目・30団体・選手275名の結団式が区役所８階の大会
議室で実施され、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たあと、ソフトボール女子に
出場する井原美砂子選手の選手宣誓で式典を終了し
ました。
　５月８日東京体育館において第64回都民体育大会
開会式が行われ、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
、多くの人が参加しました。式典終了後東京都体育
協会表彰に移り、本区からは体育功労者表彰を宮崎
孝幸氏が、体育優良団体表彰を中央区クレー射撃連
盟がそれぞれ受賞しました。

宮崎孝幸 氏

中央区クレー射撃連盟

第6464回都民体育大会の結果回都民体育大会の結果
　第64回都民体育大会は６月12日終了しました。
総合順位は男子54地区中33位（前年30位）。女子は54地区
中38位（前年21位）でした。各協会・連盟のご尽力に感謝
いたします。

平成22年8月8日（日）から平成23年6月12日（日）

サッカー　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第５位
バスケットボール（男子）　・・・・・・・・・・・・・第５位
ボウリング（女子）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第８位

スキー（男子）２部　　　吉川　昌宏 ・・・ 第７位
スキー（男子）５部      谷　　善樹 ・・・ 第５位
スキー（女子）４部      鈴木このみ ・・・ 第７位
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リカーブ部門（男子） 佐藤僚史 勝野静雄 荒木憲男
リカーブ部門（女子） 岩井正江 中島恵美子 井上一枝
コンパウンド部門（男女） 古橋厚子 笠間長策 春山博道

幼年　　　　 〈型〉 長谷川杏純 今井悠斗 遠藤倖希／米盛　新
　　　〃　 〈組手〉 今井悠斗 板橋陽音 植木雄也／遠藤倖希
小学生低学年女子〈型〉 山本すず 亀井遥陽 菅原清香／大野美桜
　　　〃　 〈組手〉 大野美桜 桑原　恋 星野真衣／山本すず
小学生低学年男子〈型〉 松宮真哉 松元智彦 及川領道／石岡大和
　　　〃　 〈組手〉 小川育大 前田頼斗 石岡大和／曽我直也
小学生中学年女子〈型〉 照沼莉歩 石井花野 後藤優美香／星野美月
　　　〃　 〈組手〉 石井花野 鈴木杏奈 藤田陽南／石岡玲乃
小学生中学年男子〈型〉 秋元総我 佐藤大希 山口流綺亜／島村祐利
　　　〃　 〈組手〉 小澤武輝 宮部龍成 工藤　晃／星　千尋
小学生高学年女子〈型〉 清水里紗 長谷川胡桃 湯浅　心／黒田彩芽
　　　〃　 〈組手〉 橋本彩花 若松ありさ 黒田彩芽／齋藤香穂
小学生高学年男子〈型〉 泉　光雅 藤波晃平 望月周也／雑賀晴士
　　　〃　 〈組手〉 泉　光雅 川手魁星 松本　隼／大塚永遠
中学生女子   〈型〉 戸張紗英 アマハンド　アフリン 鳥羽美礼／土田真菜
　　　〃　 〈組手〉 戸張紗英 三田祐喜子 村山沙奈／鬼塚ことね
中学生男子   〈型〉 三澤剛輝 丸山　芳 朝夷佑太／戸張　梓
　　　〃　 〈組手〉 川手青嵐 野口育哉 吉田征良／渡部雅貴
高校生男子   〈型〉 湊　優士 野村翔平 水崎景太／倉金知弘
　　　〃　 〈組手〉 湊　優士 倉金知弘 野村翔平／柴崎一樹
一般女子有級 〈型〉 眞弓菜央 濱田ゆり子 山田しのぶ／鈴木澄絵
　　　〃　 〈組手〉 村内路子 眞弓菜央 細野瑛里子／濱田ゆり子
一般男子有級 〈型〉 宮部秀幸 吉澤寛人 今川貴文／佐藤正浩
　　　〃　 〈組手〉 佐藤大地 山本幸央 上河原拓也／今川貴文
一般女子有段 〈型〉 雑賀弘美 三田眞貴子
　　　〃　 〈組手〉 高瀬友子 三田眞貴子
一般男子有段 〈型〉 湊　航士 藤田悠里 今里真喜人／河邊芳行
　　　〃　 〈組手〉 岡田　純 河邊芳行 北村俊輔／水城琢磨

個人戦〈四段以上〉 嶋田　陽 神成和彦 臼井美和
個人戦〈参段以下〉 関矢知子 田村祥二 清水宏史
団体戦 〈優勝〉　山口利幸・清水由美・吉田健一
 〈２位〉　赤塚善次郎・青木　亨・山口昌浩
 〈３位〉　小田切昭・矢島英明・広瀬登志子

トラップ 山下昭光 八尾　明 土屋峰雄

団体 日本通運A 日本通運D 日通商事A／電通A
女子個人 漆原千晃 吉田育世 佐々木静香／石井莉恵

東日本大震災により大会を自粛しました。

１部 星陵蹴球団 東一クラブ JTBサッカー部／国分サッカー部
２部 FCビオラ IRONS F.C.LIBERO／トーソーF.C

小学生女子25ｍ自由形 菅谷麻衣 嵯峨優奈 村井美乃利
小学生男子25ｍ自由形 木村　巧 松木栞大 松本壮央
オープン女子25ｍ自由形 毛利美也子 平野　眸 斉藤萌奈
オープン男子25ｍ自由形 生井一公 青木英孝 戸部経成
小学生女子25ｍ平泳ぎ 斉脇幸香 嵯峨優奈 山名理子
小学生男子25ｍ平泳ぎ 松本壮央 梶井悠世 玉井　開
オープン女子25ｍ平泳ぎ 河辺夕貴子 小久保志織 ワード弥生
オープン男子25ｍ平泳ぎ 大森一輝 平野雄一 林田　純
小学生女子25ｍ背泳ぎ 玉井ひなの 石澤里帆 斉藤絵夢
小学生男子25ｍ背泳ぎ 松木栞大 岡野　新 横田　健
オープン女子25ｍ背泳ぎ 阿部ひかる 赤坂映子 遠藤真理子
オープン男子25ｍ背泳ぎ 内田一規 吉田冬優 近藤平人
小学生女子25ｍバタフライ 玉井ひなの 村井美乃利 石澤里帆
小学生男子25ｍバタフライ 木村　巧 松木栞大 松本壮央
オープン女子25ｍバタフライ 平野　眸 高山祐子 川原美優
オープン男子25ｍバタフライ 内田一規 戸部経成 篠崎譲二
オープン女子50ｍ自由形 河合希茶 平出友紀 谷川翔夏
オープン男子50ｍ自由形 毛利　厚 青木英孝 生井一公
オープン女子50ｍ平泳ぎ 斉脇幸香 浅倉愛梨沙 三村志穂
オープン男子50ｍ平泳ぎ 大森一輝 吉田冬優 松田修一
オープン女子50ｍ背泳ぎ 河合希茶 羽吹智佐子 宮本京佳
オープン男子50ｍ背泳ぎ 鎌田直樹 遠藤友和 岩城　博
オープン女子50ｍバタフライ 毛利美也子 平野　眸 谷川翔夏
オープン男子50ｍバタフライ 戸部経成 木村　巧 河田　茂
オープン女子100ｍ自由形 松田仁美 平出友紀 菅谷麻衣
オープン男子100ｍ自由形 相場修治 生井一公 青木英孝
オープン女子100ｍ個人メドレー 河辺夕貴子 羽吹智佐子 高山祐子
オープン男子100ｍ個人メドレー 毛利　厚 吉田冬優 小林茂久
オープン女子200ｍ個人メドレー 松田仁美 山名理子 村井美乃利
オープン男子200ｍ個人メドレー 村井良輔 高木大地

一般男子 前川・寺尾 上村・大森 熱田・大森
成年男子 加納・平野 増野・鷲見 観・田中
壮年１部 鶴岡・石井 山口・松下 岩瀬・庭野
壮年２部 高倉・松村 朝倉・中西
女子１部 佐藤・西浦 小田・岩井 細田・野原
女子２部 須田・緑川 佐久間・寺岡

男子１部 月四スナイパーズ 浜一クラブ 人形町クラブ／第一船舶
男子２部 ＹＭＤ ＪＡＦ JET BULLS／銀座シルバーズ
女子の部 スプラッシュ 月島ファイターズ ウイングス

東日本大震災により大会を自粛しました。

平成23年度第６４回都民体育大会

第64回都民体育大会の結果
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シングルス男子
青年 鈴木 藤村 上田／根本
サーティ 河本 増野 長谷川／有間
フォーティ 杉木 渡辺 川崎／池田
フィフティ 河原 寺川 三須／神谷
シングルス女子
青年・セミシニア 池本 堤 野崎／青木
シニア 石川 内堀 西村／広田
ベテラン 土屋 大倉 佐藤／鷺坂
ダブルス
男子 吉村・田代 上田・佐久間 河原・杉木／吉野・奥川
女子 内堀・藤木 西村・舟山 和田・加世田／間口・高橋
団体戦
男子 新世界Ａ 紀理花クラブＡ 銀星クラブ／ベル・エキップＡ 
女子 浜町卓研 紀理花クラブ 八丁堀クラブＡ／光輝Ａ

東日本大震災により大会を自粛しました。

男子ダブルス 福田・山本 原・内田 三上・河合
女子ダブルス 粟屋・坂本 菊地・畠中 大山・八木

ジュニア男子 川島瑠珈
ジュニア女子 川島琉菜 豊永美咲 徳永恵美
一般女子 萩塚萌々子 佐藤朝美 三浦玲子

１部 天狗 トップガン 茅場球友会／芳山堂ゴールデンズ
２部 ディープインパクト 北越紀州製紙 東京ギャランティ／IKI Bulls
３部 アポローズ ブロディーズ 有楽土地／月島スティーラーズ
４部 MOTOWN 京橋ラリアット A&AREDSOX／B.P

４月17日
グラウンドゴルフ男子 清水義章 刑部正次郎 庭山　巍
グラウンドゴルフ女子 清水喜代子 宮川正子 宮内トキ子
６月19日
グラウンドゴルフ男子 金子　登 舘野国一 斉藤　敏
グラウンドゴルフ女子 伊藤君子 橋本シン 川瀬文枝
ターゲットバードゴルフ男子 庭山　巍 天野譯博 笹本尚宏
ターゲットバードゴルフ女子 塩山孝子 羽田芳子 伊藤君子
ペタンク 伊藤チーム 横山チーム 天野チーム
ラケットテニス一般 石田・折原 木村・斉藤 原・久保田
　　　〃　　シニア 石山・安田 山本・野口 松倉・西川
ソフトバレーボール 三橋チーム 沢中チーム 薩　チーム

男子１部 SALVAJE 電通Angels 江東倶楽部
男子２部 ブルドック 向井建設 MURASAKI／ULA
男子３部（１位４チーム） Turbulent／みずほインベスターズ証券／弐HATI／南沢クラブ
女子１部 ブルドック 電通Devils SWISH
女子２部 UTU VICKY'S Cassiopia／Pino

ダブルス
男子１部 大田・佐々木 池亀・田中 松尾・川崎
男子２部 原・増渕 和田・小林 伊藤・下田
女子１部 榎本・佐藤 山崎・謝 丁塚・西野
女子２部 今仲・大平 星野・杉下 有賀・小島
女子３部 小喜多・仲本 市江・松村 喜多・松川
年令別混合ダブルス
１部一般 長戸・美濃 吉開・山崎 小笠原・笹田
２部30歳以上 加藤・田中 榎本・小川 斎藤・常守
３部40歳以上 川崎・川崎 宮下・坂本 菅谷・須田
４部50歳以上 有賀・有賀 小沢・小沢 石川・石川

男子１部 旭化成東京 三井造船 三菱UFJリース／みすみクラブ
男子２部 資生堂 神鋼商事 朝日新聞バレーボールクラブ
女子 BLAZE 久松クラブ 資生堂／旭化成東京

東日本大震災により大会を自粛しました。

ＡＲＳ６０ 小野田克彦 柴田　章 原田勝美
ＡＰ６０ 稲葉全郎 馬場友美子 田渕丈雅

第６４回都民体育大会

第64回都民体育大会の結果
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ゲストランナー　有森裕子氏

ジャンボダーツ
ショットガンタッチ
フアフアボケネコホームズ
熱血フリーキック
模擬店コーナー
ピンボールバスケット
ティバッティングコンテスト＆

ジャンボトランポリン
テニスクリニック
キンボール体験コーナー
ニュースポーツ体験コーナー
（ペタンク・バッゴー）
体力テスト・健康相談コーナー

ストラックアウト
ゴルフクリニック
相撲

月島運動場

キッズテニス体験コーナー
プールイベントコーナー

月島第三小学校

ターゲットフリスビー
グラウンドゴルフ

晴海総合高校

サッカークリニック

晴海中学校

元日本代表選手で清水エスパルスの監督を
務めて活躍された長谷川健太氏を招いてい
ます。

祝
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平成２３年度

9月25日（日） ゴルフ 神崎カントリー倶楽部

10月2日（日） 剣道 総合スポーツセンター 主競技場

10月9日（日） 卓球・ダブルス 総合スポーツセンター 主競技場

10月15日（土） ソフトテニス 有明テニスの森公園

10月16日（日）～10月23日（日）

 テニス・ダブルス 有明テニスの森公園・豊海テニス場

10月23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23日（日） 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

10月23日（日） 柔道 総合スポーツセンター　第一武道場

10月23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

10月30日（日）～平成24年1月22日（日） 

 サッカー 晴海運動場　他

10月30日（日） トランポリン 総合スポーツセンター 主競技場

10月30日（日） ボウリング 田町ハイレーン

10月30日（日） 陸上競技 江東区立夢の島競技場

11月3日（祝） 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

11月6日（日） 卓球・団体 総合スポーツセンター  主競技場

11月13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20日（日） ニュースポーツペタンク等 佃中学校 校庭

11月27日（日） 空手道 総合スポーツセンター 主競技場

12月4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18日（日） ニュースポーツグラウンドゴルフ 豊海運動公園

平成24年1月22日（日）

 スキー個人戦 菅平高原スキー場

9月3日（土） 総合開会式 総合スポーツセンター 主競技場

8月14日（日）～12月11日（日）

 軟式野球 月島運動場・晴海運動場

8月28日（日）～9月25日（日）

 ソフトボール 晴海運動場

9月3日（土） フォークダンス 総合スポーツセンター 主競技場

9月3日（土） 民踊 総合スポーツセンター 主競技場

9月3日（土） ラジオ体操 総合スポーツセンター 主競技場

9月4日（日） 合気道 総合スポーツセンター 第一武道場

9月4日（日） 水泳 総合スポーツセンター 温水プール

9月4日（日） 釣 木更津市周辺

9月4日（日）～10月22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

9月11日（日） ヨットレース 若洲海浜公園　ヨット訓練所

9月11日（日）～9月25日（日）

 少年野球 月島運動場・浜町運動場

9月11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17日（土）～9月25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

9月18日（日） 卓球・シングルス 総合スポーツセンター　主競技場

9月18日（日） ニュースポーツグラウンドゴルフ 豊海運動公園

9月19日（祝） 太極拳 築地社会教育会館　屋内体育場

9月25日（日） 弓道 総合スポーツセンター　弓道場

9月25日（日） クレー射撃 成田射撃場

9月25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

昭和36年に制定されたスポーツ振興法を50年ぶりに全部改正し、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の
権利であると位置付け、国・地方公共団体・スポーツ団体等、関係者の連携と協同によって、その基本理念の実現を図る
ことを具体的に規定しています。

スポーツ基本法が６月24日公布され８月24日施行。

スポーツ振興審議会  スポーツ推進審議会
体育指導委員  スポーツ推進委員

条例改定による名称変更
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大村建築株式会社　織田　堅

山サ水産㈱　坂口敬一

合資会社　重盛永信堂

石 井 　 武

篠 崎 正 夫

塩 山 孝 子

森 　 宗 一 郎

株式会社満寿多　鈴木照清

中 央 区 民 踊 連 盟

中 央 区 太 極 拳 連 盟

中 央 区 テ ニ ス 連 盟

牧 本 光 夫

勝田工業株式会社 代表取締役 勝田省三

武 田 　 泰

中央区ソフトテニス連盟 会長 礒野　忠

崎 山 英 次

中央区アーチェリー協会

有限会社バーンズ　飯野謙三

中央区ボウリング連盟

月島バドミントンスポーツ少年団父母会

中 央 区 柔 道 会

中央区バレーボール連盟

月 島 防 犯 協 会

みなとクラブ　山口るり子

髙 緑 　 正

久松クラブ　小島弘美

高 辰

平成２３年度

（平成23年7月29日現在）

バドミントン大会団体戦(独自大会) 中央区バドミントン協会

ソフトテニス(独自大会)  中央区ソフトテニス連盟

春季空手道大会  中央区空手道連盟

少年野球大会  中央区少年野球連盟

春季ソフトテニス大会  中央区ソフトテニス連盟

春季ニュースポーツ大会  中央区レクリエーション連盟

春季合気道大会  中央区合気道連盟

スポーツフェスティバル 

春季ソフトボール大会  中央区ソフトボール連盟

春季バドミントン大会  中央区バドミントン協会

春季水泳大会  中央区水泳連盟

春季アーチェリー大会  中央区アーチェリー協会

春季弓道大会 中央区弓道連盟

ボウリング大会(独自大会) 中央区ボウリング連盟

ファミリースポーツデー

春季サッカー大会 中央区サッカー協会

春季ライフル射撃大会 中央区ライフル射撃協会

春季トランポリン大会 中央区トランポリン協会

春季テニス大会 中央区テニス連盟

事務局

春季剣道大会 中央区剣道連盟

春季フォークダンス大会 中央区フォークダンス連盟

春季バレーボール大会 中央区バレーボール連盟

春季軟式野球大会 中央区軟式野球連盟

東日本大震災義援金寄付各位

●到着順。皆様のご協力に感謝申し上げます。

春季大会（独自大会）での東日本大震災義援金は、630,762円となりました。
ゴルフ・太極拳・釣・ボウリングは春季大会を自粛致しました。

 　事業名 　　　　　　　　　　団体名  　事業名 　　　　　　　　　　団体名

　３月11日午後２時46分東日本大震災の発生で春季区民大会を中止
してはの声もありましたが、募金箱を設置して義援金を集め被災地
にとの結論に達しました。
　終戦後の荒涼とした日本にフジヤマノトビウオ古橋選手の活躍が
希望を与えてくれました。東日本大震災のあとは、なでしこジャパ
ンが勇気を与えてくれたのはスポーツの持つ力です。また、晴海総
合高校女子サッカー部が関東大会で優勝し、第20回全日本女子サッ
カー大会に出場されました。
　震災の一日も早い復旧と、福島第一原子力発電所事故の収束を願
って止みません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｙ）


