体 協 だ よ り
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所 沢 市 体 育 協 会
広 報 委 員 会 発 行

平成 16 年度所沢市スポーツ大賞
所沢市体育協会賞表彰式行われる

9 人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ総合男女選手権大会

第1位

所沢市体育協会賞

特別表彰

体育の振興に５年以上功績のあった者

各賞以外で、特に優秀な技量を発揮し、
他の模範と認められる個人又は団体
○三方 泰司（埼玉選抜 監督）

化センター展示室に於いて、平成 16 年度

○小幡

隆一

第 59 回国民体育大会彩の国まごころ国体

の所沢市スポーツ大賞・体育協会賞の表

○江原

ひとみ

彰式が開催されました。

○石川

芳高

○山木

房子

○伊藤

賢治

○柳澤

勝

優 秀 選 手 賞

○北田

和男

○浅見

一彦

○殿村

安男

各大会で特に優秀な成績をおさめた者

○栗原

光夫

○大舘

信治

○後藤

敬一

○小野友愛（上山口中学校）

○山本

一雄

○小暮

佳久

○今門

亮子

第１位

○並木

正夫

○永野

朋毅

○小林

由美子

全国中学校水泳競技大会女子 400ｍ自由形１位

○粕谷

智

優 秀 団 体 賞

優秀選手賞

各大会で特に優秀な成績をおさめた団体

各種大会で優れた成績を収めた者

○パイオニア所沢女子バレー部

○福島正子（卓球連盟）○内堀真由美（卓球連盟）

第 59 回国民体育大会彩の国まごころ国体 優勝

○三上俊幸（剣道連盟）○三上邦枝（剣道連盟）

全日本 9 人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ実業団女子選手権大会

○林

体育功労賞
3 月 5 日(土)午前 11 時から所沢市民文

所沢市スポーツ大賞

全国中学校水泳競技大会 800ｍ自由形

優勝

○高橋

登志子

○小山

○矢沢

眞樹

喜芳

○春田

孝正

○箕輪

浩之

○白吉
茂

勝吉

成績は省略

憲一（剣道連盟）○三上賢治（剣道連盟）

奨 励 賞（ 個 人 ）

○笠木由美（剣道連盟）○竹添鈴葉（弓道連盟）

各種大会で特に優秀な成績を収め、今後

○飯島梨絵（弓道連盟）○石川淳子（弓道連盟）

の活躍が期待できる者（順不同）

○吉田

○保谷千景（小手指中学校）

○立和修治（弓道連盟）○山本雅子（弓道連盟）

第 9 回関東女子ユース（Ｕ−１５）

○岳野大知（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）○内田健太（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）

サッカー選手権大会

優勝

勉（弓道連盟）○粕谷吉一（弓道連盟）

○峰行正美（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟）○伊藤行德（空手道連盟）

○長谷川 遥（安松中学校）

○鈴木真由美（なぎなた連盟）○水村洋子（なぎなた連盟）

2004 年関東ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ選手権大会 ｼﾞｭﾆｱ女子 第 1 位

○柿崎宥介（所沢中） ○井筒恵理子（美原中）

第 60 回国民体育大会冬季大会ｽｹｰﾄ競技

○亀田成美（美原中） ○長瀬貴幸（中央中）

少年少女ﾌｨｷﾞｭｱ埼玉県代表選手

○山田真裕美（中央中）○川﨑将太（中央中）

○福島正子

○高久春菜（南陵中） ○平塚義章（南陵中）

平成 16 年度全日本卓球選手権大会

○菅野史也（南陵中） ○新土居祐梨（安松中）

ﾏｽﾀｰｽﾞの部

女子ﾛｰｼｯｸｽﾃｨ第３位
第4位

全日本ランキング女子ｼｯｸｽﾃｨ

○岡田良太（安松中） ○小野竜太郎（安松中）
○熊谷貴史（安松中） ○長谷川

遥（安松中）

○内堀真由美

○保谷千景（小手指中）○青木康友（小手指中）

平成 16 年度全日本卓球選手権大会

○大﨑水緒（山口中） ○清水愛咲美（山口中）

ﾏｽﾀｰｽﾞの部

女子 40 歳

全日本ランキング女子ﾌｫｰﾃｨ

第２位

○小野友愛（上山口中）

以下本会推薦によるもの

第２位

○長瀬貴幸（中央中学校）

○内野恵里（ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ） ○髙木健太（ﾚｽﾘﾝｸﾞ）

第 31 回全日本中学校陸上競技選手権大会

○山川

男子 3000ｍ

第4位

○南

聡（ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ）○中村大輝（相撲）
浩一（ｱｰﾁｪﾘｰ）

○和泉 裕（水泳）

第 32 回関東中学校陸上競技大会 3000ｍ第 1 位

○土屋

○髙木健太

○寺内正敏（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）○小畑友美（ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ）

言（新体操）

○熊本道夫（陸上）

第 59 回国民体育大会ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技

第2位

優秀団体賞

第 47 回学校選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞ大会団体

第3位

各種大会で優れた成績を収めた団体

成績は省略

奨 励 賞（ 団 体 ）

○錬武館

各種大会で特に優秀な成績を収め、今
後の活躍が期待できる団体（順不同）
○所沢市テニス協会

○所沢市弓道連盟Ａ（海老名、吉田、下田）

○所沢市（粕谷、飯島、甲斐）（弓道連盟）

第 28 回全日本都市対抗ﾃﾆｽ大会県予選会優勝

○所沢市（井上、平山、田村）（弓道連盟）

○所沢若松クラブ

○所沢若松クラブ （バレーボール連盟）

全日本 9 人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ女子

○さつき （バスケットボール連盟）

選手権大会埼玉県予選会
平成 16 年度県民総合体育大会兼埼玉県

第1位

第2位

信明

○田原

○坂崎

9 人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子

三上道場（剣道連盟）

○所沢市弓道連盟Ｅ（井上、平山、三好）

○所沢バッカーズ （サッカー協会）
○埼玉県立所沢商業高等学校 （本会）

各地区体育祭等の
開催状況報告（２）

吾妻支部
『吾妻地区ふれあいスポーツフェスティ
バル２００４』
所沢市体育協会創立５０周年記念大会
を冠にして実施した今年のフェスティバ
ルは１０月１７日（日）に行われ、素晴
らしい晴天に恵まれ、延べ１２００人程
度の参加があり有意義な大会となりまし
た。午前中の競技と午後のゲームやフォ
ークダンス等誰でも楽しめる内容が盛り
込まれ、特に南陵中学校の生徒がボラン
ティアとして約１００名参加して、競技
の進行の手伝い、会場整理、出店の補助
等積極的にかかわって頂き予定通り進行
することができた。また、この日は彩の
国まごころ国体（所沢では９人制バレー
ボール）の炬火リレーがお隣の南小学校
を出発する日に当ったため、プログラム
に組込みランナー達の歓迎見送りに参加
して頂いた。ランナー達が大勢の人達に
見送られて元気に出発していったのが印
象的でした。
プログラムの最後に恒例の大抽選会が
行われ、米や野菜の賞品が用意され、当
選した人達の笑顔を見ながら大会の幕を
閉じた．運動会・体育祭形式からフェス
ティバル形式にしての大会は今年で７回
目を迎え、ややマンネリ化してきた部分
もあるので、来年は少し改良を加え、よ
りよい大会にしたいと考えている。

柳瀬支部
平成１６年９月１９日（日）に柳瀬中
学校校庭において、スポーツの秋にふさ
わしい天候に恵まれながら第３回柳瀬地
区体育祭が盛大に開催されました。
柳瀬中学校との合同体育祭も３回目を
迎え、地域の中で年を重ねるごとに定着
してまいりました。毎年、昨年度の反省
をいかしながら開催されますが、今年度
も地域と中学生との交流の機会を増やす

ため、地区体育祭部門のオープン競技の

リエーションクラブ、長生クラブによる

協会５０周年記念総合体育大会は、台風

中で中学生の積極的な参加を募ったり、

民踊や第６分団によるポンプ車操法など

の影響で１０月１０日が中止となり、翌

中 学 校 部 門 の 「 １ ， ０ ０ ０ ｍ 競 争 」・

日頃の練習・訓練も披露されました。

１１日も朝方は小雨が降り開催できるか

「１，５００ｍ競争」に地域の方も参加

午前９時から始まった競技も２１種目

どうか微妙な状態でした。しかし、体育

できるようになりしました。
（今年度は残

の男女混合 800m リレ−、大会の締めく

祭実行委員会・自治会推薦役員をはじめ

念ながら参加希望者なし）競技について

くりと同時に対抗戦の結果を左右するこ

皆様の気転・行動力により、グラウンド

は、進行をスムーズにするための競技マ

ともあり、各チームからの声援のボルテ

の整備・テント張りの場所移動等により、

ニュアルを新しくし、また、玉入れ競技

ージも最高潮になりました。体育祭もこ

当初の予定を２時間遅らせ、入場行進も

の「かご」と「玉」を新調するなどの準

の種目を最後に、多くの参加者のご協力

できませんでしたが、全ての１８自治会

備を進めてきました。

により楽しく過ごした大会を終了するこ

が参加し開催されました。例年１点を争

とができました。

う自治会対抗戦である為、事前の会議で

競技は、中学校部門の躍動感あふれる
動きとお年寄りから小さな子どもまで参

対抗戦の結果は、優勝：第５分館合同、

ルール確認・変更等がなされます。今ま

加して繰り広げられる地区体育祭部門で

準優勝：第４分館合同、第３位：小中公

で玉入れは同点引き分けでしたが、今年

の和やかな雰囲気が絶妙にマッチし、盛

職員連合となりました。

から決着がつくまでとしたところ、２回

大に開催されました。結果は、地区体育

今後も、自治会・町内会皆様のご協力

も決勝が行われました。また、２週間位

祭部門では１１支部参加のもと競技が行

の中、健康づくりと親睦の輪、地域のつ

前から各自治会で練習を始められるので

なわれ、東所沢２丁目が９年振りの優勝

ながりが更に広がる大会にして行きたい

すが、雨により練習もままならない状態

を果たしました。

と思います。

でしたが、倉庫で夜間明かりを求めて行

合同体育祭も昨年以上に定着し、昼休
みに中学生が自分の地区のテントでお弁

三ヶ島支部

ってもらい、他の１０対抗種目におきま
しても白熱した戦いが行われました。対

当や豚汁を食べたり、自分の住んでいる

恒例になっている「三ヶ島地区レクリ

抗種目とは別に競っていただく、応援合

地域を熱心に応援する姿などもあちこち

エーション大会」が今年度は所沢市体育

戦は様々な工夫等がなされ子どもからご

でみることができました。

協会創立５０周年記念「平成１６年度市

高齢な方まで一生懸命楽しまれ、見る者

これからも柳瀬地区体育祭の開催が、

民総合体育大会」の冠大会として開催さ

もとても楽しい時を過ごせました。開始

地域と中学校と家庭とのつながりを一層

れ、あいにくの雨模様のため三ヶ島中学

を２時間遅らせた為、個人種目の８００

深く結びつける催しとなるよう運営して

校体育館において午前だけの実施となり

メートル競走・１５００メートル競走を

いきたいと思います。

ました。

中止し、長生クラブ・一般による踊りを

本大会が開催されるようになってから

昼食時に、パン食い競走・ダンボール戦

初めての雨天開催になりましたが、予め

車競走を同時に行う等ご迷惑をおかけし

体育協会 50 周年記念、第 50 回小手指

通常プログラムの中から体育館内で実施

ながらも無事行うことが出来ました。

地区体育祭が、地域の自治会・町内会、

可能な種目を集めた雨天プログラムを作

多くの一般参加者により小手指小学校に

成してあったため、スムーズに実施する

おいて盛大に開催されました。

ことが出来ました。

小手指支部

所沢シティマラソン大会
各部門優勝者

前日には台風が通過し、開催が危ぶま

今年度の新種目として実施した「ナイ

れましたが、校庭の水捌けも良く、50 回

ンポール」は通常「スポーツ輪投げ」と

☆ハーフの部門

という節目の大会を本来の体育の日であ

呼ばれ、それぞれ異なる点数の付いた的

男子（３９歳以下）平沢 直樹

る 10 月 10 日に無事執り行うことができ

を狙って輪を投げ、的に入った点数を競

男子（４０歳〜４９歳）阿部 武

ました。この大会は、地区の自治会役員、

う競技ですが、これを自治会別のチーム

男子（５０歳以上）伊藤 仁

地区公民館体育部役員等を中心にした実

対抗形式で実施しました。単純な競技な

女子（３９歳以下）坂本 喜子

行委員会が主催し、地区の体育団体や安

がら、冠大会として特別に授与される優

女子（４０歳〜４９歳）石川 操

全協会、赤十字奉仕団など諸団体の共催

勝トロフィー獲得のため、力の入った戦

女子（５０歳以上）山川 房子

をいただき、小手指地域上げての催しと

いが繰り広げられました。

☆５キロの部門

なりました。

その他自治会対抗種目として「玉入れ」、 男子（３９歳以下）原 浩一郎

開会式は、毎年素晴らしい演奏で協力

「フリスビーゴルフ」を実施し、団結力

男子（４０歳〜４９歳）塚原 克己

いただく小手指中学校吹奏楽部のマーチ

に勝った４区自治会が栄えある冠大会の

男子（５０歳以上）大田 健一

に合わせて、参加１０地区の選手入場の

優勝を飾りました。また自由参加種目と

女子（３９歳以下）蔵本 葵

後、主催者、来賓の方々の挨拶があり、

して、「室内ペタンク」、
「駄菓子すくい」

女子（４０歳〜４９歳）岸田 純子

競技が始まりました。

を実施し、幅広い層に楽しんで頂きまし

女子（５０歳以上）斉藤 弘子

た。

男子（中学生）長瀬 貴幸

競技は対抗種目と一般参加種目にわか

☆３キロの部門

れ、小中学生から年配の方まで楽しめる

長い時間を掛けて企画した種目が実施

一般種目も数多く用意しました。特に今

できなかった役員には少し心残りな大会

女子（中学生）平松 七那

年は、新たな種目も加わり大いに盛り上

になりましたが、例年と異なる狭い体育

男子（小学５・６年生）深澤 渓

がりました。対抗種目には、自治会・町

館での実施はより親睦を深める意義ある

女子（小学５・６年生）小池 志歩

内会のチームと一緒に小・中学校、公民

大会になったのではないでしょうか。

以上

館職員の連合チームも参加し、子供たち
からも先生方に大きな声援が飛んでいま
した。また、昼休みには、婦人部、レク

富岡支部
第４７回富岡地区体育祭・所沢市体育

２キロオープン､２キロファミリーは計
測をしませんので記録はありません。

