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ロンドンオリンピックで卓球日本

女子が初の銀メダルを獲得して大き
な感動を呼んだのは記憶に新しいと
ころです︒おかげで卓球を始める方
が急増しているとのことで︑卓球協
会としては非常に喜ばしい限りです︒
都筑区卓球協会では年間を通して様々

な競技大会や卓球教室などの普及活
動を行っています︒卓球はレベル・
老若男女問わず︑各々のレベルの応
じた楽しみ方ができるのが最大の魅
力です︒試合や行事には区内外を問
わず多数の皆さんが参加され︑卓球
を楽しみながら大いに交流の輪を広
げています︒これをお読みの皆さん
もぜひその輪に加わってみませんか？
思い立ったらぜひ卓球協会までご
連絡をください︒

︻競技大会︼
都筑スポーツセンターに於いて年
に五回ほど︑一回あたり約300〜

ります︒

400人位の規模で開催︒区民中心
の協会登録会員向けの大会と︑会員
以外も参加できるオープン大会があ
り︑オープン大会では近隣の市町村
からも参加者が多数集まります︒大
会毎にシングルス主体あるいはダブ
ルス主体の団体戦︑また二人一組の
ペアマッチがあったり試合様式にも
趣向を凝らしており︑各大会で各々
のレベルに応じた熱戦が繰り広げら
れています︒この他にも︑年2回レ
ディースの個人戦オープン大会があ

︻子供卓球教室︼

仲町台地区センター︑北山田地区
センター合わせて合計年4回開催さ
れました︒プロのインストラクター
が教えますので︑初心者から経験の
ある子までレベルを問わず楽しく卓
球を教わることができて好評をいた
だいています︒東京にオリンピック
が決まったらこの中から誰か出場し
ているかも刊

︻卓球スクール︼

年に4期︑都筑スポーツセンター
に於いて開催︒大人向けですが︑子
供教室同様にプロのインストラク
ターが教えますので初心者から経験
者まで幅広く人気があります︒

ー5−

●バドミントン教室●
初心者から中級者の方を対象に︑
平日の夜間に都筑スポーツセンター
で定期教室を開催しております︒
また不定期ですが地区センターで
小学生向けの教室も行っています︒
こちらも区の広報などでご案内し
ております︒

2日

バドミントン協会は競技の普及
と選手の育成を目指し︑年間を通
じて大会や教室を開催していま
す︒区民︑会員の皆様のご支援︑

12月15日

ご協力で創立19年を迎えることと
なりました︒

9月1日

●協会主催大会●
毎年5月と12月に団体戦を開催

11月10日

しています︒クラス別でリーグ戦
を行い︑会場では文字通りの朝か

7月14日

協会ホームへ−ジhttp＝／／www．tsuzuki−badminton．org／雲
会長黒崎TEL473−0852／事務局持増TELO90−2677−3760
；パド三ントン協会

バドミントンは老若男女を問わ
ず︑どなたでも楽しく︑永く続け
られるスポーツです︒ちょっと運
動したいなという方から︑都筑の
バドミントン界を変えてやろうと
いう方まで︑皆さんのご連絡︑ご
参加をお待ちしております︒

区民大会団体戦（春季）
区民大会（ダブルス）
区民大会（混合ダブルス）
区民大会（年齢別ダブルス）
区民大会団体戦（秋季）
区民大会（シンクルス）

ら晩まで熱戦が繰り広げられます︒
チーム数は年々増加を続けており︑
昨年ついに40チーム︑約四五〇人
に達しました︒

区民ミックスオープン大会

5月26日

2月

また︑毎年行われる横浜市18区対
抗団体戦では︑1位トーナメント出
場を果たしました！

残念ながら優勝チーム‖港北区に
接戦の末に負けはしましたが︑都筑
区のレベルの高さを十分に示しまし
︒
た
1

7日
4月

一方︑個人戦としてはダブルス︑
混合ダブルス︑シングルスの各種
目の大会を開催しています︒各大
会とも初心者から上級者まで︑あ
るいは年齢別のクラス分けを行っ
ており︑参加される皆さんが楽し
める大会運営を目指しています︒
協会会員以外の区民の皆様や︑区

内の中学生の方々にもご参加いた
だける大会も設けております︒詳
しくは区の広報や協会ホームペー
ジをご覧ください︒

t行事予定表

；連 絡 先

1

※専門部紹介については各連盟協会からの記事写真を掲載しています。

テニス協会では︑各公園管理関係者
の方々や地域の皆さまのご協力をもち
まして年間を通し各種大会を開催させ

都筑区在住・在勤の方々をはじめ加

ていただいております︒

盟団体の方々等︑老若男女たくさんの

方々に参加していただいて親睦を深め

闘 閲 岡
サッカー連盟は︑都筑区体育協会を
はじめ各グランド管理者や地域の皆さ

んの協力により︑現在︑少年の部・社
会人の部・シニアの部それぞれ区民大
会を開催しております︒
少年の部においては︑区内小学生で
構成されたサッカーチームの相互交歓
と親睦を深め︑青少年の健全育成を図
ると共に︑サッカーを通してスポーツ
の発展に寄与することを目的に運営し
ております︒

24年度も区長杯春季︶︑会長杯︵秋

︵港北・緑・青葉・都筑︶ での定期戦

季︶︑卒都大会 ︵6年生対象︶ を軸に
区民大会を進めると同時に︑近隣4区

ります︒

しております︒

社会人の部においては︑区内在住・
在勤者で組織されたチームで︑6チー
ムの参加 ︵フレンドリー参加を含む︶
を得て︑区民大会 ︵リーグ戦︶ を実施

シニアの部においては︑参加チーム
が8チームになり︑区民大会 ︵リーグ
戦︶ を開催しておりますが︑年々盛り
上がりを見せております︒
尚︑女子のチームを育成しておりま
すので︑将来は女子の部も創設したい
と考えております︒
区民の皆様の参加応援をよろしくお
願いします︒
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を毎年実施しております︒
また︑月1回のトレセンチーム練習会
を実施し︑マリノス杯・日産スタジア
ム杯等に選抜チームを育成参戦してお

※専門部紹介については各連盟協会からの記事写真を掲載しています。

ております︒是非︑皆さまのご参加を

．k∵を妻
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お待ちしております！

︻主な行事︼
︵春・秋︶ワンデー・ミックスダブルス大会

今年度は︑トレセンチーム主体の委員
長杯を開催し︑男子の部︑女子の部と
して実施しました︒

打セナ三 二二二一二∴

一般︑年齢別︵男女ペア合計幻歳以上︶︑
ビギナーによる各ブロック別リーグ戦

︵夏・冬︶ジュニア大会
18歳以下の男女シングルス︑ダブルス
によるトーナメント戦
︵夏〜秋︶ダブルス大会

一般男女による予選︵各ブロック別
リーグ戦︶〜本戦︵トーナメント戦︶

」l』■

ヽ

︵冬︶シングルス大会
一般男女︑年齢別︵男女租歳以上︶に
よる予選︵各ブロック別リーグ戦︶〜
本戦︵トーナメント戦︶

※各大会の詳細等につきましては、都筑区テニス協会ホームページを
ご覧ください。
h仕p：／／www6．ocn．nejp／〜tudukit／

また︑区内の学校からも全国大会へ
の出場やオリンピック大会への出場
︵荏田高校出身の吉川美香選手︶ があ

増

原

井

島

インディアカとは︑南米ボリビアに
おいて ﹁インディアン﹂ がトウモロコ

シの葉で石ころを包み︑烏の羽をつけ
たものを打ち合っていた ﹁ぺティカ﹂︒
これをドイツに持ち帰り︑用具に改良

毎週火曜日・金曜日

としても非常にうれしく思っております︒

平成25年度の都筑陸上競技連盟の主
催︑主管する大会の日程は3大会で次
ります︒

を加え1936年にクローン氏によっ

て考案されたスポーツです︒

名前の由来はインディアンとぺティ
カであり︑その合成語としてインディ
アカと名付けられました︒
コートはバドミントンと同じ大きさ
で︑ルールはほぼバレーボールと同様︒
4本の羽がついたインディアカボール
を4人1チームとした2チームでネッ

トをはさんで︑手で打ち合う団体競技
です︒サーブから始まり︑レシーブ・
トス・アタックの三段構成で︑3回以
内にボールを相手コートに返します︒
都筑区インディアカ協会では︑地域
チームの交流︑及び︑競技の普及を目
にて︑年3回 ︵7月・12月・2月︶

的とした大会を︑都筑スポーツセンター

19：30〜21：00

最近の健康ブームを反映して各大会
とも参加者が多くなっており︑主催者

の予定となっております︒
︽1︾第18回都筑陸上大会

平成25年5月25日︵土二二ツ沢陸上
競技場
000mなど

トラック100m︑3000m︑5

都筑陸連としても︑市民大会からの
盛り上がりで陸上への関心や︑各自の
レベルアップにすこしでも︑お手伝い
出来ればと考えております︒
競技者の方︑陸上競技フアンの方は︑
日本陸連︵公益財団法人 日本陸上競
技連盟︶や横浜陸上競技連盟のWEB
サイトがありますので︑各大会の案内
や選手の紹介︑ルール説明などがあり
ますので一度見ていただきたいと思い
ま
す
︒

その他︑陸上に関してのお問い合わ
せや質問は都筑陸連事務局までお願い

信義

開催しております︒小学生から年配の
方まで一緒に汗を流し︑笑いあってい
ま
す
︒

大

毎週土曜日

19：00〜21：00

フィールド 走り高跳び︑走り幅跳
び︑砲丸投げ︑3種目

︽2︾第17回都筑駅伝大会

平成26年1月下旬 場所未定︵葛が
谷公園運動場の改修予定の為︶
します︒

泉山

O45−591−4610

陸連事務局
TEL＆FAX

携帯電話 080−3200−7772

毎週木曜日

早渕中学校体育館

︽3︾第20回都筑ロードレース大会
平成26年3月9日︵日︶葛が谷公園
広場と緑道
ファミリー︑小︑中学生︑一般
︵1・5km〜旧kmの予定︶

別表にて協会加入チームの練習日時
などを掲載致しますので︑生涯スポー

ぜひとも練習にお越し頂ければと思

ツとして一緒に汗を流してみませんか？

います︒

藤

PEANUTS
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井

斉

19：00〜21：00

新

毎週土曜日

19：00〜21：00

中川中学校体育館

TKG

新羽中学校体育館

スカイハット

澤

毎週木曜日

19：00〜21：00

都田西小学校体育館

毎週火曜日

中

毎週土曜日・日曜日

19：00〜21：00

9：00〜12：00

長‡工

毎週月曜日・金曜日

19：00〜21：00

田

ffフォルテッシモ

藤

どんまいズ

川和小学校体育館

和

川

加

毎週月曜日・土曜日

19：00〜21：00

都田小コミュニティハウス

シャイニーズ

山田小学校体育館

ラークフライトクラブ

間

毎週日曜日・水曜日

新羽小学校体育館

座

19：30〜21：30

折本小学校体育館

スコーピオン

代表者

日

曜

間

時

練習場所

チーム名

※専門部紹介については各連盟協会からの記事写真を掲載しています。

ゲートボール連合

平成24年度は︑都田・荏田老連共催の試
合を初めての試みとして︑全チーム先攻・
後攻のリーグ戦を4月から10月まで ︵除く
8月︶ の6ケ月に渡り開催致しました︒
1984年日本ゲートボール連合が設立
され︑それまでの高齢者を中心とした︑レ

現在の神奈川県の競技者年齢の分布から

考えますと︑競技者年齢の若年化を促進する

必要があります︒運動神経体力の優れてい
る学生 ︵中・高・大学生︶︑一般社会人競技
者が少ない神奈川県では︑学生︑一般社会
人の競技参加を促進し︑技術レベルの向上
を図ることが重要課題となり︑観客を魅了
することが︑国体参加への早道です︒若年
層の競技人口が少ない今がゲートボール競

ちの方々は︑連合にご連絡ください︒

︵連絡先︶ 豊田 安治 943−3221

平成24年度大会結果

春季大会 加賀原A
秋季大会 あやめ
毛連大会 佐江戸A

．′■・l l・一r・l 一r 一r︑一丁．一r．一r．1．1．■■﹁．1．1︑1．1．一r．■■﹁．一．1．■■﹁．1．1

ク リ エ ー シ ョ ン と し 広 ま っ た ゲ ー ト ボ ー ル 技を始める良いチャンスです︒興味をお持

をスポーツとして世界に広める努力をし︑

印脚財﹁削㍍競精銅摘録机配柚㌫

日本に於いて開催されます︒
ゲートボールを取り巻く環境の変化は︑
日本ゲートボール連合の悲願である国体競
技参加への一歩として︑平成21年度より署
名活動をし国体競技採用の運動を展開して
おりましたが︑平成27年度和歌山国体の公
開競技として参加することが決まりました︒
皆さんの認識通り︑これまでは高齢者の
レクリエーションとして位置付けられてい

を通じてスポーツ人からレクリエーション

ましたが︑公開競技を期にスポーツとして
の位置づけを目指します︒公開競技から本
大会開催競技への道は︑ゲートボール競技

からスポーツへの転換されたと認められる
ことが屯要だと思います︒

平成24年には都筑体育協会に加盟も認め
られ︑公益的事業の一翼を担いつつ社会人と
してのスポーツ精神であるルール︑マナー︑
エチケットを守り︑グラウンドゴルフを健
このところのグラウンドゴルフの拡がり
康増進と生涯スポーツとして楽しみ︑相互
には大きなものがあります︒区内の各町内
の親睦を図りつつ︑地域社会の活性化に寄
会・自治会単位からの誕生︑有志による自主
与することを目的に活動しています︒グラ
的なクラブの誕生と︑形は様々ですが特徴
ウンドゴルフに関することは︑事務局まで
的な面は︑老若男女が一緒に楽しみ︑高齢 お問い合せ下さい︒
者の方々が活き活きと︑スポーツに緑のな
︿連絡先﹀岩場伸幸 08011104−4286
かった人もグラウンドゴルフに取り組み︑
熱中する姿には感動いたします︒また︑普
及・振興には︑スポーツ推進委員の方々の
尽力にも感謝しております︒そのような背
景もあり協会誕生の要望が大きくなって︑
連合町内会自治会として真剣に受け止め協
会の発足に至り︑区民大会の開催に繋がっ

協会の活動は︑区内の南・中・北部地域

ています︒

での活動や大会が行われています︒
区民大会は︑春季大会︑秋季大会を開催
し日頃の成果を競っています︒

1

※専門部紹介については各連盟協会からの記事写真を掲載しています。
：空言ノー−、

平成24年度協賛金業 苦訳苦！㌍詣i甲奴指禦糟i㌘ぴにt触九の憎の州・嶋触尊書もとにして（敬称略・順不同）
（有）三興
（有）白馬産業
（樵）アップルホーム
（株）安藤スポーツ
SKP整体センター南

（株）六平フレンドランチ
サナタ商事（株）
日興印刷
（株）ハートランド
（有）佐久間商店

長江建具内装
中山フロック工事
（株）元木屋
小峰豆腐店
（有）串田酒店

アクアテルス

ASAニュータウン池辺

チョイス ランチサービス

（株）AOKtホールディンクス

日蓮宗城根山妙蓮寺
ひよこ保育園
金光商事（株）
貝塚造園（株）
開商事（株）

五味渕鋼鉄（株）
（有）河野（かつすい亭）
（有）三留石材店
（有）サンケイ自動車
（株）ブラザーモータース

京セラ（株）

SAN＆さん

（有）Hit野球塾

（有）ハセガウ企画不動産部

Jけソニックモノ仰レコミュニケう］ンス脾）

吉野市作商店
大森電機工業（株）
工藤建設（株）
神奈川中央住宅（株）

鴨志田 佳美
神原 秀雄
山崎製パン（株）
都筑区商店街連合会
（社）横浜北工業会
横浜農協都筑中川支店
横浜農協都筑都田支店
（有）近藤商会

三マツ
（有）広洋精密

（有）竹島武道具店
都田剣友会
佐江戸剣友会
都筑警察署少年剣士会
加賀原剣友会
（有）真剣堂
すみれが丘剣友会

NAS港北スポーツクラブ

いい物件リスト（株）
（株）三光金属
東京ガス横浜中央エネルギー（株）

都筑区懇話会
究極ラーメン横濱家
（棉）工イ・アール・シー
志村

一郎

栗原 靖
第一カーボン（株）

エコアット7仁一ム

読売新聞・割にユータウン第−

（有）ファーム建設

中国名乗鞍煙（株）

勝夫
真二
高徳
剛
博昭
裕子
香織

入会申請に必要な書類
1会則
2 役員名簿
3 加入クラブ名簿（社会人・少年は別作り）
4 貴団体の総会議案書
事業報告（前年に開催した各大会）
決算書（団体の前年度のもの）
事業計画書（該当年に開催する各大会）
予算書（団体の前年度のもの）

提出先：都筑区体育協会事務局
〒224−0053都筑区池辺町2973−1都筑スポーツセンター内
電話949−1654

ー8−

F AX949−1655

本号の編集においては︑各専門革とも限られた紙面の

嶋村
斎藤
望月
草間
敷田
山口
中村

③貴団体独自で、区民大会の運営がで
④団体会員数は、概ね150名を超え

鋳鳥乱れ

問
問
問
問
問
問
問

②一競技一団体

中で︑できるたけわかりやすく︑かつ︑少−でも多く

吉野 寿次
三浦
治
申 百合子
栗原 克人
関
禎徳
豊田 安治
座間 伸一
北村 利郎

☆都筑区体育協会に加盟するには？
加盟条件
①国体種目であること（原則です）

今年は2020年のオリンピック間借地が決定する

事
事
事
事
事
事
事
事

☆各専門部への加盟や、区民大会等に参加するには？
各専門部の事務局等連絡先に問い合わせてください。また、広
報等にも掲載されている場合がありますので、ご覧ください。

のことをお伝え1ようと心をこめて故事を作成しまーた︒

理
理
理
理
理
理
理
理

讐ヱ・．一十

都筑社会人テニスの会
都筑ジュニアテニスの会

辛であり︑祖々都筑区体育協合は︑区内のスポーツ活
動を通1てえ京への超鼓に向けての機運を盛り上げて

顧
顧
顧
顧
顧
顧
顧

理 事 小島 宏一

政昭
明美
其理
信之
政和
明子
元晴
隆久

横山 謙一

最後に︑都筑区体育場合の活動へのご理解とご協力

渡連 文子
谷口 昌彦
栗林 和実
青木 賓久
志村 利夫
新堀嘉代子

国枝
菅野
小原
鈴木
野本
金沢
長瀬
竹井

いきたいヒ思っております︒都筑区のスポーツ人の給
にひとりでも多くの方が加わっていただけたら幸いです︒

事
事
事
事
事
事

申 百合子

㌢fr＋。

繹筑区爆雷協会付与のお知らせ

理
理
理
理
理
理

治

編集委員

をお願い申し上げます︒

辻田むつ代
島村
茂
岩場 伸幸
久保 勝治
長沼 義雄
井上 晴彦

三浦

都筑区ソフトボール協会審判部

ここ

事
事
事
事
事
事

禎棒

編集副委員長

都筑区クラウンドコルフ協会

とと

理
理
理
理
理
理

閑

線♯副委員長

都筑区テニス協会
都筑区サッカー連盟
都筑区ゲートボール連合
都筑区陸上競技連盟
都筑区インディアカ協会

て

黒崎 二男
畑山 春雄
吉野 栄輔
加藤
豊
高原 良祐
小林 達夫
大久保国光
村田 輝雄
荒田 敬遠
八木
洋
荒牧 園弘
井上 照男
清水
浩
千葉 正敏

〈都筑区体育協会専門部》
都筑区野球協会
都筑区剣道連盟
都筑区バレーボール協会
都筑区ソフトボール協会
都筑区パド三ントン協会
都筑区卓球協会

るる
きい

副会長
副会長
副会長
副会長
副会長
事務局長
会 計
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事

都筑区老人ワラフ連合会
都筑区少年野球連盟
都筑区野球協会親和会
都筑区野球協会審判部

加賀原地域ケアプラザ
（有）大作造園
座間塗装店
横浜ジョインター

第19号編集委員
編♯委員長

（有）」TS総合武運具センター

岩瀬紙器（有）
第−フォーム（株）
（株）親和韓国料理高麗

平成24年度都筑区体育協会役員名簿
会 長 志村 一郎

都筑区社会人サッカーの会
サッカー少年親父の会

