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皆様のご声援・ご協力
ありがとうございました

｢彩の国まごころ国体｣

バレーボール競技（10 月 24 日〜27 日）

壮年未登録5000m 井上啓一(ﾍﾟｶﾞｻｽ走友会)18.37.70

男子では、県内の教職員と東京電力の

中学共通 110mH

吉村太一（南陵）17.62

選抜チームが結成され、決勝では惜しく

一般登録 110mH

寺口真史（川越南）16.67

も沖縄県に敗れ準優勝となりました。

一般未登録 110mH

大兼和彦（豊岡）17.73

女子は、地元「パイオニア」チームが

小学共通 4x100mR 林小

58.71

出場し、全試合セットを失うことなく完

中学共通 4x100mR 小手指中 H

47.70

夢と熱い感動をありがとう…

全優勝を果たしました。

一般登録 4x100mR 所沢西２年

44.88

昭和４２年の第２２回大会以来、３７

彩の国まごころ国体バレーボール競技会

一般未登録 4x100mR 東京西武学館

成年男女９人制

年ぶりに埼玉県で開催された第５９回国

中学共通走高跳

渡部大佑（安松）1m55

第１位

沖縄県

一般登録走高跳

相馬和也（芸術総合）1m90

多くの思い出と感動のドラマを残し、盛

第２位

埼玉県

一般未登録走高跳

山崎智弘（大井）1m85

会のうちに幕を閉じました。

第３位

兵庫県

一般登録棒高跳

広瀬

龍（所沢）2m50

第４位

宮城県

小学 6 年走幅跳

市川

雅（林）4m16

第１位

埼玉県

中学共通走幅跳

後藤一憲（中央）5m80

に実施して以来、念願であった成年男子

第２位

広島県

一般登録走幅跳

佐藤俊平（所沢西）6m24

と女子９人制のバレーボール競技の開催

第３位

群馬県

一般未登録走幅跳

鈴木

を実現しました。

第４位

大阪府

中学共通砲丸投

川島悠生（小手指）11m50

新潟県中越地震災害義援金

一般登録砲丸投

滝島洋希（所沢西）10m18

による心のこもった国体」を実現するた

国体期間中に募りました義援金は、合

一般未登録砲丸投

鈴木克彦（伸栄）11.72

め、参加選手たちへの記念品のパッチワ

計３６１，０５９円となり、彩の国まご

●女子

太字は大会新及びタイ記録

ークバレーボールの作成をはじめ、大会

ころ国体所沢市実行委員会との連名で、

小学５年 100m

菊地真悠（スマイルショット）16.32

旗・炬火リレーやバレーボール競技会の

日本赤十字社埼玉県支部を通じ災害被災

小学６年 100m

野藤有沙（牛沼）14.77

運営全般にわたり、体育協会としても加

地へお送りいたしました。多くの皆様の

中学 1 年 100m

福井梨乃（小手指）13.85

盟する団体の方々のお力をいただき、全

ご協力に感謝申し上げます。

中学共通 100m

秋谷みなみ（東）13.58

一般登録 100m

山崎紀子（所沢西）13.23

民体育大会「彩の国まごころ国体」が、

成年男子

結果

51.17

体育協会といたしましても、バレーボ
ール競技を誘致する署名活動を平成６年

所沢市の開催方針である「市民総参加

成年女子

面的に協力してまいりました。
また、国体開催前に発生した新潟県中
越地震に対する災害義援金を国体期間中
に募りましたところ、多くの方々にご協
力をいただきましたことを感謝申し上げ
ますとともに、国体の結果とあわせてご

無事終了
第5回
所沢市陸上競技選手権大会
第 15 回
所沢シティマラソン大会

一般未登録 100m 板垣秀美（芸術総合）15.63
中学共通 200m

星 亜耶美（三ヶ島）29.10

一般登録 200m

新井愛実（所沢西）27.49

一般未登録 200m 遠藤奈保子（錦城）29.13
小学６年 1000m 大場真帆子(ﾜｾﾀﾞｸﾗﾌﾞ)3.35.01
中学 1 年 1500m

報告いたします。

肇（東京西武学館）6m04

加藤花（南陵）5.08.44

陸上選手権大会優勝者一覧

中学共通 1500m 菅野真由（南陵）5.01.45

●男子

一般登録 3000m 山口 舞（所沢西）11.01.11

太字は大会新及びタイ記録

小学５年 100m

竹村

小学６年 100m

根本旭廣（明峰）14.66

中学共通 100mH

高久春菜（南陵）16.80

中学 1 年 100m

真野拓実（東）12.47

一般登録 100mH

金子綾子（所沢西）19.02

中学共通 100m

濱

智春（小手指）11.86

小学共通 4x100mR 牛沼ガールズ

一般登録 100m

畑

景大（所沢西）11.47

中学共通 4x100mR 東

心（北中）15.28

壮年未登録 3000m 小泉やよい（TFCわらわら）
12.55.40

62.32

54.69

一般未登録 100m 松坂洋介（豊岡）11.65

一般登録 4x100mR

中学共通 400m

川崎将太（中央）56.00

一般未登録 4x100mR 東京西武学館

一般登録 400m

有野純平（所沢西）51.26

中学共通走高跳

及川紗彩（南陵）1m30

一般登録走高跳

礒

小学 6 年走幅跳

小林真由香（伸栄）2m60

大会旗・炬火リレー（10 月 17 日）

一般未登録 400m 澤

入間市から引き継いだ「大会旗と炬火」

小学６年 1000m 堀

祥平（豊岡）55.72
馨太（伸栄）3.23.41

所沢西 B

50.92
62.54

聡美（狭山ヶ丘）1m55

は、スタートとなる南小学校を出発し、

中学 1 年 1500m 後呂拓哉（三ヶ島）4.45.16

中学共通走幅跳

須藤愛美（東）4m69

市民体育館までの１０区間を、１３９人

中学共通 1500m

一般登録走幅跳

長谷川聖良（所沢西）4m81

によりリレーが行われました。途中の所

一般登録 1500m 長岩芳明（川越南）4.28.12

中学共通砲丸投

杉田裕美子（中央）9m24

沢駅前で歓迎式と市民体育館で到着式が

一般未登録 1500m 櫻井淳一（和ヶ原）5.00.94

一般登録砲丸投

原川

行われ、大勢の方々に観覧いただきまし

一般登録 5000m 中島俊樹（埼玉陸協）15.56.22

一般未登録砲丸投

佐藤直美（芸術総合）6.12

た。沿道や中継地でのご声援ありがとう

一般未登録 5000m 岡部泉太郎（北野小）16.32.60

ございました。

壮年登録 5000m

三芳宏夢（ﾜｾﾀﾞｸﾗﾌﾞ）4.13.26

塚原克己（ﾜｾﾀﾞｸﾗﾌﾞ）
17.01.83

朋（所沢西）10m15

マラソン大会の結果は次号にて掲載

岸大会副会長から「個人競技も団体競技も

る模擬店が出店し、みんなのお腹を満たして

参加者皆さんが一生懸命に取り組んでいた事

くれました。今年はシティケーブルテレビの

が印象深く感じたし、婦人クラブの民謡踊り

取材があり、１１月上旬に放送されました。

も大会に華を添えて頂き感謝しています。ケ

チビッ子からお年寄りまで参加者が年々増え

ガも無く無事終了出来た事は、皆さんの協力

てきて、地区住民の交流のためのイベントは

があった事で有り難かった」
との講評を頂き、

地域に浸透してきています。あいにくの雨模

れた１１月７日（日）所沢小学校校庭で行わ

万歳三唱、中央公民館館長の挨拶で閉会とな

様にもかかわらず３３９人もの方々が参加し

れました。

りました。

てくれました。

各地区の体育祭
レク大会等の実施報告
中央地区体育祭
「第１７回中央地区体育祭」は晴天に恵ま

今年は
「所沢市体育協会創立５０周年記念」

地域のスポーツ振興と親睦がはかれ成功裡

松井地区の特色は、従来の地域対抗の体育

と重なり、２，０００名強の参加者があり、

に終わった事と、第１８回大会も素晴らしい

祭に替わり、誰でも自由に参加できるフェス

おおいに盛り上がった大会となりました。

大会になる期待を込めて終了しました。

ティバル形式になっていることや実行委員会

前日の準備は、授業参観日と重なり、校庭

を地域の各種団体で組織していること。それ

のライン引きが遅れるのではないかと危惧し

と、地区内の誰もが参加しやすいように、会

ましたが夕刻には、用具点検、記録掲示板、

場は地区内の小学校を毎年順番に変えている

本部席等々が整い準備が出来ました．

ことなどが挙げられます。

当日は７時に花火の打上げで、開催を知ら
並木ふれあい

せ、各町内から続々と参加者が集まって会場

フェスティバル

は体育祭一色に埋まり開会を待つばかりとな

10 月３日（日）早朝より雨、午前６時 30

りました。

分並木公民館に集合、秋雨強まり順延を決定

前年度優勝支部の旭町を先頭に入場行進が
始まり、胸を張っての行進は、皆生き生きと

松井地区

する。
10 月９日
（土）
午後３時公民館に集合、

して、活気溢れる姿に感動を覚えました。

スポーツフェスティバル

台風 22 号が接近していて風雨が強まってい

清水実行委員長の開会宣言、優勝旗が返還

１０月３日（日）に安松小学校の体育館で

たが、翌日は台風一過で好天になると判断し

され、
井上大会会長が
「今年はオリンピック、

「第５回松井地区スポーツフェスティバル」

て開催を決定する。関係役員の皆様大変お疲

まごころ国体等が行われましたが、この大会

が開催されました。

れさまでした。

もそれに負けずに楽しく頑張って下さい」と

当日は大雨だったので参加者が少ないかと

紆余曲折の準備段階を経て、10 月 10 日

の挨拶があり、来賓として市議代表の秋田氏

思われましたが、朝、広報車で町内をまわっ

（日）
「並木ふれあいフェスティバル」を開催

から
「ケガのないよう一日楽しんでください」

たおかげでたくさんの人が来場しました。実

しました。

また体協三上理事長から
「体協５０周年事業、

行委員長による開会宣言、来賓挨拶の後、準

当日は、予想した秋晴れとはならず、前日

市民体育館の落成、国体の開催等、地域の皆

備体操をしました。午前の部では大縄とびか

の大雨でグラウンドコンディションも心配で

さんには大変お世話になり感謝します、また

ら競技が始まりました。大縄とびは今年から

したが、中新井小学校の校庭の水捌けがすば

中央地区体育祭は他にひけをとらない盛り上

の新種目で、一般の部と小学生の部で行われ

らしかったお陰で挙行することが出来ました。

がりを感じます」との挨拶がありました。

ました。一般の部で８組、小学生の部で１３

模擬店やお楽しみ抽選会といった和やかな雰

組の参加があり、各チーム息のあった見事な

囲気のなかで参加者の皆さんが楽しい時間を

後競技が始まった。幼児から高齢者まで参加

ジャンプに歓声が飛び交いました。
終了後は、

過ごせたのではないでしょうか。

できる幅広い競技種目を取り入れ、オープン

1 位から３位まで表彰しました。

旭町の子供達が選手宣誓を行い、準備体操

種目、得点種目に分けて参加して頂き、夫々

競技内容は、玉入れ、フォークダンス、太

昼休みをはさんで午後の部が行われました。 鼓と踊り、
宝探し、
サッカーシュートゲーム、

の種目を満喫した様子でした。特に得点種目

全員参加の○×クイズが大変盛り上がりま

大玉転がしなど大人から子どもまで気軽に参

は一段と盛り上がり、声をからしての応援に

した。多くの問題に正解し、見事勝ち抜いて

加できるもので、今年も対抗競技の実施は見

は選手もやる気を起こし燃えに燃えていまし

いった方には素敵な賞品が配られました。つ

送りました。

た。

づいて、ストライクアウト、空き缶つり、フ

このフェスティバルをとおして地域の皆様

最後の男女４００メートルリレーはメイン

リースローボール、わなげも行いました。そ

がスポーツ、レクリエーションに慣れ親しん

イベントとなり、いや応無く盛り上り最終の

れぞれのコーナーは大歓声に包まれ、好成績

でいただくとともに、すばらしい出会いとな

美を飾り終了しました。

をあげ喜ぶ人、惜しくも外れてしまった人と

ることを期待しています。

閉会式は大野審判長から成績発表があり、

様々でした。参加者はもちろん役員も興奮し

最後に、本フェスティバルが地域の交流

優勝東町支部、準優勝喜多町支部、３位西所

て、
時間がたつのを忘れてしまいそうでした。

の広場として、今後より多くの皆様方の御参

沢支部でした。表彰式では、優勝の東町支部

また、１日をとおしてスーパーボールすく

加をいただけるよう、関係各位の御支援、御

に表彰状、優勝旗、カップ、体育協会より賞

い・ヨーヨーつりも行われ、たくさんのこど

協力をお願いします。

状とトロフィ、続いて市長杯が贈られ、次に

も達が挑戦し、水中のボールなどを一生懸命

今号で紹介できなかった、他支部の体

優秀応援賞は元町支部、宮本町支部が獲得し

釣っていました。

育祭等は、紙面の関係上次号にて掲載

ました。

そして、毎年恒例の地元の団体や有志によ

させていただきます。ご了承ください。

