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５月13日駒沢オリンピック公園総合運動場　陸上競技場において、第65回都民体育大会及び第13回東京都障害者スポーツ大会　合同開会式が行わ
れ、好天に恵まれた一日でした。

第65回都民体育大会及び
第13回東京都障害者スポーツ大会

合同開会式
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　この度、中央区体育協会副会長を仰
せつかった、弓道連盟の野間です。微
力ですがスポーツを通じて中央区振興
になにがしかの寄与できればと思いま
す。皆様からのご支援、ご協力を、よ
ろしくお願いいたします。
　今夏は厳しい猛暑が続き大変でした
がイギリスロンドンではオリンピック
が盛大に開催され、世界の強豪選手た
ちの戦いを手に汗して観戦しておられ
たことと思います。特に日本選手団は
女性の活躍が目立ち、心強く思いまし
た。また、メダリストが銀座をパレー
ドした事で、ロンドンオリンピックの
喜びを再度楽しめる事が出来て幸せで
す。

　間もなく中央区では９月１日（土）
中央区総合スポーツセンター主競技場
において第６６回秋季区民体育大会総
合開会式が行われ、2９種目の競技と3
種目の公開演技が区内各所のスポーツ
施設、また近隣地域の施設で開催され
ます。
　スポーツ愛好家の皆様には、各々の
分野で練習を積み重ねてこられた技量
を十分発揮して、成果を上げていただ
きたいと思っております。
　趣味のスポーツを通じて、正しく学
び・気力を養い・礼儀を学んで・調和
の心を大切に、益々のご健勝とご活躍
を、お祈り申し上げまして、ご挨拶と
いたします。

副会長　野間 葉子
中央区体育協会

７月28～30日　川俣町来訪

８月２日　区民スポーツの日小委員会

８月17日　常任理事会・理事会

９月１日　区民体育大会総合開会式

４月15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７日　区民スポーツの日実行委員会

５月11日　都民体育大会結団式

５月13日　都民体育大会開会式

５月15日　評議員会・理事会

６月13日　区民スポーツの日小委員会

７月14～16日　東根市訪問
（平成２４年）
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第66回秋季区民体育大会始まる



第６５回都民体育大会５回都民体育大会第６５回都民体育大会
　平成24年５月11日都民大会に出場する20種目
・32団体・選手281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、ボウリング女子岡野
純子選手の選手宣誓で式典を終了しました。

 ５月13日駒沢オリンピック公園総合運動場　陸
上競技場において、第65回都民体育大会及び第
13回東京都障害者スポーツ大会　合同開会式が
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
んなど例年より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中央区ボウリン
グ連盟飯野謙三氏、生涯スポーツ優良団体表彰
を中央区空手道連盟がそれぞれ受賞しました。

飯野謙三 氏

中央区空手道連盟

第6565回都民体育大会の結果回都民体育大会の結果
　第65回都民体育大会は６月10日終了しました。
総合順位は男子54地区中28位（前年33位）。女子
は54地区中37位（前年38位）でした。各協会・連
盟のご尽力に感謝致します。
　都大会のポイントは１位12Ｐ、２位９Ｐ、３位
８Ｐ、４位７Ｐ、５位６Ｐ、６位５Ｐ、７位４Ｐ、
８位３Ｐとなります。都大会に参加するだけで各
競技に１Ｐ加算されますので、来年も上位目指し
て頑張りましょう。

平成23年８月７日（日）～平成24年６月10日（日）

正式種目　アーチェリー（男子） ・・・・・・・・・・・・　４位
　　　    サッカー（男子） ・・・・・・・・・・・・・・・・　５位
　　　    フェンシング（男子） ・・・・・・・・・・・・　７位
公開種目　アーチェリー（女子） ・・・・・・・・・・・・　５位
　　　    フェンシング（女子） ・・・・・・・・・・・・　８位

スキー（男子）５部　　　　鎭目 隆夫 ・・・・・・　１位
水泳（女子）50ｍ背泳ぎ　　河合 希茶 ・・・・・・　２位
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生涯スポーツ
功労者

生涯スポーツ
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リカーブ部門（男子） 石渡晶悟 佐藤僚史 勝野静雄
リカーブ部門（女子） 中島恵美子 岩井正江 和田智恵子
コンパウンド部門（男女） 古橋厚子

幼年　　　　 〈型〉 田中花菜 富永寛太 増田柚月／高田瑛斗
　　　〃　 〈組手〉 志村尚悟 山口劉大 佐藤琉唯／棚橋勇眞
小学生低学年女子〈型〉 宇都宮令菜 長谷川杏純 服部真弓／板橋陽音
　　　〃　 〈組手〉 加瀬　玲 山本すず 服部真弓／黒田愛梨花
小学生低学年男子〈型〉 松宮真哉 小西剛聖 菊池颯人／加瀬桜大
　　　〃　 〈組手〉 草場健太 福田貴一 鶴田敢大／鈴木迅人
小学生中学年女子〈型〉 星野美月 米盛希々子 大野美桜／日吉山皐耶
　　　〃　 〈組手〉 日吉山皐耶 畠山雅優香 和田華奈／阿部向日葵
小学生中学年男子〈型〉 山口流綺亜 山田優斗 秋元総我／福島圭燿
　　　〃　 〈組手〉 秋元総我 山口流綺亜 山下虎之介／坂本一翔
小学生高学年女子〈型〉 長谷川胡桃 富田花梨 後藤優美香／鈴木杏奈
　　　〃　 〈組手〉 若松ありさ 長谷川胡桃 後藤優美香／湯浅　心
小学生高学年男子〈型〉 佐藤大希 宮西寅史 小澤武輝／越川雄斗
　　　〃　 〈組手〉 川手健暉 千葉　匠 小澤武輝／水間俊輔
中学生女子   〈型〉 戸張紗英 鹿野叶和 望月うさぎ／アマハンドアフリン
　　　〃　 〈組手〉 望月うさぎ 鹿野叶和 アマハンドアフリン／戸張紗英
中学生男子   〈型〉 丸山　芳 戸張　梓 安西也真人／山岸航大
　　　〃　 〈組手〉 荒川一樹 野口育哉 雑賀朝紀／藤田柚貴
高校生男子   〈型〉 湯浅彪成 保科太紀
　　　〃　 〈組手〉 湯浅彪成 保科太紀
一般女子有級 〈型〉 小神早苗 開發あかり 眞弓菜央
　　　〃　 〈組手〉 眞弓菜央 開發あかり 山口智子
一般男子有級 〈型〉 伊原寿治 寺井尚也 吉澤寛人／上河原拓也
　　　〃　 〈組手〉 笛木翔太 大久保三四朗 池　拓磨／藤井慎人
一般女子有段 〈型〉 雑賀弘美 三田眞貴子 濱田ゆり子
　　　〃　 〈組手〉 庭野有希 菊地　都 三田眞貴子
一般男子有段 〈型〉 湯田浩登 藤田悠里 今里真喜人／北村俊輔
　　　〃　 〈組手〉 佐藤大地 高橋怜史 水城琢磨／山本幸央

個人戦〈五段以上〉 宇都宮益則 神成和彦 中村義顕
個人戦〈三・四段〉 柏木　健 矢島英明 田村祥二
個人戦〈弐段以下〉 清水宏史 清水由美 本澤嗣治
団体戦 〈優勝〉　中村義顕・飯塚逸人・青木　亨
 〈２位〉　嶋田　陽・臼井美和・吉田健一
 〈３位〉　神成和彦・伊原妙子

トラップ 大野興祐 山下詔光 藤石靖久

団体 日本通運A 日通商事A 日本通運B／日本通運C
女子個人 遠藤沙代 橋本紋奈 青山紀子／鹿又春菜

男子 重盛永一郎 青野昭夫 南　義弘
女子 岡島加未子 鳥越亜紀子 青野宏子

１部 東一クラブ ＪＴＢ 国分サッカー部／星陵蹴球団
２部 有楽FC 蹴友SSC DNT UNITED／新生紙パルプ商事

小学生女子25ｍ自由形 石澤里帆 玉井ひまり 濱田真由美
小学生男子25ｍ自由形 梶井悠世 梶川　心 玉井　開
オープン女子25ｍ自由形 斉藤萌奈 高津汐里 玉井ひなの
オープン男子25ｍ自由形 丸橋　憲 鎌田慎平 大橋了士
小学生女子25ｍ平泳ぎ 山名理子 中村莉緒 菅原　瑶
小学生男子25ｍ平泳ぎ 梶井悠世 近藤涼雅 松崎太郎
オープン女子25ｍ平泳ぎ 知久美乃子
オープン男子25ｍ平泳ぎ 内田一規 大森一輝 天野勝一
小学生女子25ｍ背泳ぎ 石澤里帆 斉藤絵夢 石井映奈
小学生男子25ｍ背泳ぎ 平野栄司 熊谷雄汰 瀧澤　陸
オープン女子25ｍ背泳ぎ 佐々木菜穂子
オープン男子25ｍ背泳ぎ 大橋弘樹 小沼　雄 松井永太郎
小学生女子25ｍバタフライ 城所なつみ 斉藤絵夢 玉井ひまり
小学生男子25ｍバタフライ 玉井　開 梶川　心 末吉航大
オープン女子25ｍバタフライ 斉藤萌奈 玉井ひなの 福島尚美
オープン男子25ｍバタフライ 相場修治 戸部経成 大橋了士
オープン女子50ｍ自由形 芳賀萌香 松本真季 吉良直子
オープン男子50ｍ自由形 吉田勇気 鎌田慎平 高坂健太郎
オープン女子50ｍ平泳ぎ 山名理子 吉良直子 紅林佑佳
オープン男子50ｍ平泳ぎ 吉田勇気 大森一輝 松本壮央
オープン女子50ｍバタフライ 工藤　綾
オープン男子50ｍバタフライ 河田　茂 平野栄司
オープン女子100ｍ自由形 松本真季 嵯峨優奈 浪川碧巴
オープン男子100ｍ自由形 小林茂久 山形凌也 高坂健太郎
オープン女子100ｍ個人メドレー 芳賀萌香 村井美乃利 正木菜穂
オープン男子100ｍ個人メドレー 岡野　響 斉藤　稜 小林茂久
オープン女子200ｍ個人メドレー 嵯峨優奈 紅林佑佳 正木菜穂
オープン男子200ｍ個人メドレー 相場修治 丸橋　憲 斉藤　稜

一般男子 中村・倉嶋 小野・井上 高橋・片岡
成年男子 増野・鷲見 加納・平野 西橋・遠藤
壮年１部 鶴岡・石井 道正・稲垣 山口・吉村
壮年２部 長岡・中西 観・田中 松村・生井
女子１部 中川・上井 細田・野原 根岸・藤田
女子２部 吉田・高橋 檜山・大川

男子１部 月四スナイパーズ セントラル 勝どきベイスターズ／人形町クラブ
男子２部 スリープウォーカーズ ラムズ YMD／浜三西スターズ
女子の部 ウイングス スプラッシュ フラワーズ

２４式 山田晃代 佐々門啓祐
楊式 吉羽富夫 土屋真由美 安河内和子
総合 鈴木光子

平成24年度

第６５回都民体育大会

第65回都民体育大会の結果

10/８

月島第三小学校

晴海総合高校

晴海中学校

月島運動場



シングルス男子
一般 根本 塚原 有間／藤田
青年 河本 根本（裕） 根本（智）／鈴木
サーティ 塚原 菅原 中谷／森下
フォーティ 津田 有間 西村／原田
フィフティ 河合 河原 寺川／岩田
シングルス女子
一般 石川 内堀 野崎／松田
青年・セミシニア 本間 内村 田中／吉野
シニア 長谷川 内堀 石川／松田
ベテラン 牛嶋 本荘 吉田／土屋
ダブルス
男子 大谷・石井 太田・河本 森田・友永／吉村・田代
女子 石川・山本 藤田・森 上杉・目黒／西村・舟山
団体戦
男子 紀理花クラブA 新世界 魚河岸クラブ／ベル・エキップA 
女子 紀理花クラブ 八丁堀クラブA FAMILY A／FAMILY B

フナ釣 宮田治男 滝沢志郎 梶原宏貢

男子ダブルス 枝広・佐藤 田渕・徳冨 福田・山本
女子ダブルス 粟屋・坂本 大山・坂田 新井・松下

ジュニア男子 勝俣　英
ジュニア女子 萩塚香音 渡辺椎菜 岡本真帆
一般Ｂ 勝俣結友
一般Ａ 大島麻紀子 三浦玲子 平田克也

１部 アトラス 能登モンジャーズ さわやか信用金庫／富士ゼロックス東京
２部 明治HD IKIBulls NTTデータシステム技術／三菱製紙販売㈱
３部 Ａ＆ＡＲＥＤＳＯＸ 三井不動産 神鋼商事㈱／オイスターズ
４部 LaMen 銀座ヤンキース ファミリア／パイロットコーポレーション
 

４月15日
グラウンドゴルフ男子 佐藤守男 金子　登 和田　豊
グラウンドゴルフ女子 田中ミツ子 橋本美知子 川瀬文枝
６月17日
グラウンドゴルフ男子 高橋正一 金子　登 橋本　豊
グラウンドゴルフ女子 伊藤君子 田中光子 中津秀子
４月29日
ターゲットバードゴルフ男子 橋本　豊 天野譯博 笹本尚宏
ターゲットバードゴルフ女子 伊藤君子 塩山孝子 村上朋美
ペタンク 天野・小林／佐藤・植野 織田・薩　／織田・高久
６月10日
ラケットテニス一般 木村・原 三橋・伊藤 片岡・有吉
　　　〃　　シニア 斉藤・大場 安田・塩沢 野口・石山
ソフトバレーボール 三橋チーム 桑原チーム 薩　チーム

男子１部 国際電子テラキャッツ 江東倶楽部 SWISH
男子２部 MURASAKI ブルドック Noyz／ULA
男子３部（１位２チーム） 亀仙龍／ファイブスター
女子１部 UTU ブルドック 電通Devils
女子２部 5AHEADS Cassiopeia VICKY'S／Sunny milk

ダブルス
男子１部 大田・多田 佐々木・糸 平川・岡崎
男子２部 中鉢・江崎 山村・阿佐野 有賀・池田
男子３部 三浦・桑田 木村・橋爪
女子１部 岡渕・笠井 丁塚・西野 小川・大江
女子２部 大平・今仲 久保・岩丸 楠・梶原
女子３部 亀井・鈴木 広瀬・小山 刀祢・矢田
年令別混合ダブルス
１部一般 池亀・榎本 井川・関 若松・笹田
２部35歳以上 佐々木・川崎 高橋・岩丸 杉原・杉原
３部45歳以上 桝永・小沢 荘・望月 岩崎・神
４部60歳以上 宮野・光中

男子１部 三井造船 みすみクラブ AZ-S／旭化成東京
男子２部 朝日新聞バレーボールクラブ 資生堂 Bean's／神鋼商事
女子１部 旭化成東京 第一三共 Jasmine／久松クラブ
女子２部 紅葉クラブ みなとクラブ 有馬バレー部

ハウスボール女子 石渡喜代子 有福江理子 大澤洋美
ハウスボール男子 岡野正則 鈴木恒治
マイボール女子 川崎多己江 杉森幸子 金子夏江
マイボール男子 久保田茂雄 渡辺敏昌 松尾隆司

ＡＲＳ６０ 佐藤比和 小野田克彦 相馬葉子
ＡＰ６０ 鶴田正照 田淵丈雅 下川　篤
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第24回第24回

ゲストランナー　有森裕子氏

10/10/８
祝
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＊印は、事前申込が必要となりますので、
　ご確認下さい。

月島運動場月島運動場月島運動場
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10月6日（土）～10月14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7日（日） 剣道 総合スポーツセンター    主競技場
10月13日（土） ソフトテニス 有明テニスの森公園
10月14日（日） 卓球・ダブルス 総合スポーツセンター    主競技場
10月14日（日） 陸上競技 江東区立夢の島競技場
10月20日（土）～平成25年1月20日（日） 
 サッカー 晴海運動場　他
10月21日（日） クレー射撃 成田射撃場
10月21日（日） ヨットレース 若洲海浜公園        ヨット訓練所
10月28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28日（日） 柔道 総合スポーツセンター  第一武道場
10月28日（日） トランポリン 総合スポーツセンター    主競技場
10月28日（日） ボウリング 田町ハイレーン
11月3日（土） 卓球・団体 総合スポーツセンター  主競技場
11月4日（日） 空手道 総合スポーツセンター    主競技場
11月11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11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18日（日） ニュースポーツペタンク等 佃中学校 校庭
11月23日（祝） 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
11月25日（日） 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
12月2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16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25年1月27日（日）
 スキー個人戦 菅平高原スキー場

9月1日（土） 総合開会式 総合スポーツセンター    主競技場
7月22日（日）～12月9日（日）
 軟式野球 月島運動場・晴海運動場
8月26日（日）～9月30日（日）
 ソフトボール 晴海運動場
9月1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1日（土） 民踊 総合スポーツセンター    主競技場
9月1日（土） ラジオ体操 総合スポーツセンター    主競技場
9月1日（土）～9月9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2日（日） 合気道 総合スポーツセンター 第一武道場
9月2日（日） 水泳 総合スポーツセンター 温水プール
9月2日（日） 釣 木更津市周辺
9月2日（日）～10月27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9日（日）～9月30日（日）
 少年野球 月島運動場・浜町運動場
9月9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16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16日（日） 弓道 総合スポーツセンター      弓道場
9月16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17日（祝） 太極拳 築地社会教育会館      屋内体育場
9月23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30日（日） ゴルフ 勝田ゴルフ倶楽部

訃
　
報

中央区体育協会
ホームページ

見た事
ありますか

活用
しませんか

大会告知

　現在の中央区体育協会ホームページの内容は、ニュー
ス（出来事、開催、変更等々）、ザ・スポーツ、教室、
講習会などの大きい見出しがあります。また、各連盟・
協会の紹介・担当者・連絡先が載っています。
　是非一度ご覧下さい。ご自分や他の連盟・協会がどの
ように記載されているのかが確認できます。実施要項や

日程・開始時間等々を見る事が出来ます。
　中央区体育協会は今後ＨＰをベースとして内容の濃い
ご案内をして行きたいと思いますので、各連盟・協会・
皆様方からのご意見・ご希望をお待ち申し上げます。
　ＨＰ掲載は各連盟・協会を通じて、中央区体育協会事
務局にご相談下さい。
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ライフル射撃とは

ビームライフル、エアーライフル、エアーピストル等々多く
の競技種目で、固定した標的を撃って点数を競うのがライフ
ル射撃です。動いている標的を撃つのはクレー射撃です。

オリンピック競技ですか

オリンピック10種目（ロンドンオリンピックに日本人選手３
人出場）。国体21種目。それぞれ使用する道具、男女、姿勢、距
離が種目別になります。

誰でも出来ますか

 弾を発射する銃の場合は、銃所持の許可を受けていないと
撃てません。ただしビームライフルはどなたでも参加でき
ます。ライフル射撃の入門編として楽しみながら体験でき
ますので、毎週水曜日と第１，３土曜日に中央区総合スポ
ーツセンターにてビームライフルを開催しています。
 過度のトレーニングは必要なく、体力に自信がない方にも
向いています。目は良い方がいいです。プレー中は、ほん
の少しの筋肉を使い脈拍を整え集中する事がライフル射撃
には重要な要素です。

ライフル射撃に①ARS60②AP60とは

①10ｍエアーライフルスタンディング60発
②エアーピストル60発の競技です。

競技人口は

東京都約700人、中央区ライフル射撃協会約40人。

理事長 髙 橋　眞 氏

21 ライフル射撃協会に聞く

百聞は一見にしかずと申します。中央区総合スポーツセンターへお越しの際は、火、金曜日の夜間地下１階の射撃場を見学下さい。
また、日本ライフル射撃協会、東京都ライフル射撃協会のホームページをご覧下さい。

大村建築株式会社　織田　堅
山サ水産(株)　坂口　敬一
石 井 　 武
株 式 会 社 　 満 寿 多
篠 崎 正 夫
森 宗 一 郎
塩 山 孝 子
合 資 会 社 　 重 盛 永 信 堂
立 石 一 博
中 央 区 陸 上 競 技 協 会
中 央 区 テ ニ ス 連 盟
中央区スポーツ推進委員協議会
中 央 区 太 極 拳 連 盟
久 松 ク ラ ブ

牧 本 光 夫
㈱保険鍼灸マッサージ協会代表取締役　金谷義孝
中 央 区 空 手 道 連 盟
金 子 弘 昭
中央区アーチェリー協会
阪 本 ク ラ ブ
中 央 区 合 気 道 連 盟
日 本 橋 中 M . V
武 田 　 泰
中央区ソフトテニス連盟　礒野　忠
中 央 区 民 踊 連 盟
中央区レクリエーション連盟
百 瀬 修 至
中央区バレーボール連盟

栗 原 裕 信
月島バドミントンスポーツ少年団父母会
中央区ソフトボール連盟
中 央 区 ヨ ッ ト 連 盟
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
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
中 央 区 サ ッ カ ー 協 会
中央区トランポリン協会
河 野 　 公 一
月島防犯協会　会長　野澤　二郎
中央区クレー射撃連盟　会長　八尾　明
中央区ラジオ体操会連盟
岩 崎 　 修 二
小 川 　 裕 介
有限会社バーンズ　飯野　謙三
中央区ボウリング連盟

平成２４年度

（平成24年8月17日現在）

　７月25日より行われたロンドンオリンピックで、日本人選
手がメダリストとなりインタビューを受けての言葉は「い
ろいろな人達に支えられてここまで来られた事を、支えてく
れた人達に感謝したい」と言う美しい言葉です。
　選手は皆自分だけでは今日は無かった事を知っています。
良い環境と指導者を求め、技術・体力・精神・思考などの充
実を図った結果、現在の自分があるのです。そこには選手と
係わる人達の汗と涙と苦難の道程があるから「感謝」の言葉
は限りなく美しい。　　　　　　　　　　　　（岩崎修二）




