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ソフトボール日本一に

オールあきる野女子

全日本小学生女子ソフトボール大会が７月

日から８月１日まで千葉県浦安市で開催されま

した。

オールあきる野女子は１回戦・２回戦・３回

戦と順調に勝ち上がり、準々決勝は、兵庫県の

明石Ｐクラブ・ジュニアを７対０と退け、準決

年度優勝チームの岐阜ＮＥＸＵＳ

対２の大差で破り、決勝へと駒を進めまし

勝では平成
を
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しています。

ルあきる野女子チームにも強化練習に毎年助成

請のあった６団体に対し助成しています。オー

げることを目的に実施しており、当協会では、申

この事業は、ジュニアスポーツのすそ野を広

ジュニア育成地域推進事業

選手の皆さん大変おめでとうございます。

となって優勝を勝ちとりました。

敗れ涙を飲みましたが、今回は選手全員が一丸

駒を進め、その時は栃木県のチームに１対５で

オールあきる野女子は、二年前にも決勝まで

帰りました。

り、１対０で見事、優勝旗をあきる野市に持ち

２、奪三振４の好投を見せてそのまま逃げ切

ままピッチャーの栗田投手が被安打１、四死球

って２塁打とし、１塁から渡辺選手が生還。その

球で出塁。６番北林選手がレフトオーバーを放

対０の４回表２アウトから５番の渡辺選手が四

は投手戦となり、先攻のオールあきる野は、０

誇 る 京 都 の ホ ワ イ ト ビ ッ キ ー ズ と 対 戦 。試合

決勝では、過去６回の優勝と７回の準優勝を

た。
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平成29年10月１日（２）
体協あきる野

箱田 秀一︵ソフトボール連盟︶

総合スポーツ祭がスタート
あきる野市総合スポーツ祭は、８月

東京都市町村大会

都市町村体育協会連合会、各市町村の
首長及び関係者、選手団が一堂に会し

おいてスポーツの普及発展に著し

ただいた後、 永年、あきる野市に

生涯学習担当部長からご祝辞をい

誓が行われました。その後、スポーツ

会の下元唯人選手による力強い選手宣

いさつのあと、あきる野市陸上競技協

に続き、あきる野市長による歓迎のあ

式典は、国歌斉唱、主催者あいさつ

て盛大に開催されました。

い功績のあった個人及び団体の表

があり、あきる野市からラジオ体操連
盟の佐竹郷司さんが受賞者を代表して
受領しました。
今大会は、あきる野市が幹事市とな
って、開・閉会式のほか、陸上競技、

われ、体育優良団体にあきる野市太極

５月７日に東京体育館で開会式が行

ソフトボール、卓球、空手道の競技会
場となり、当市の競技団体が大会を運

拳連盟が、体育功労者としてゲートボ

女子ゲートボール

第５位＝男子ソフトボール、

第４位＝男子ゴルフ、

のとおりです。

なお、大会で上位入賞した競技は次

した。

ール連盟の平野敦夫さんが表彰されま

営しました。そのほかの競技は、西多

勝＝ダンススポーツ

第５位＝バドミントン

第３位＝軟式野球

第２位＝陸上女子

優

りです。

大会で上位入賞した団体は次のとお

なりました。

摩地区の各市町村が分担しての運営と

都民大会

あきる野市をメーン会場に開催
東京都市町村総合体育大会は 市３
町１村が参加する大会で、今年で 回

角田喜美枝︵卓球連盟︶
鈴木 友人︵バドミントン連盟︶

月 日、秋川キララホールで東京都、

記念大会となる今大会の開会式は７

50

の普及振興に功績のあった方々の表彰

オールあきる野女子

特別表彰

あきる野市吹矢協会

体育優良団体

目となりました。
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平田 綾子︵ミニテニス連盟︶

卓球連盟の蓮尾結姫ちゃんと村田翔くんの力強い選手宣誓

彰がありました。
また、８月１日に千葉県で行わ
れた全国小学生女子ソフトボール
大会で見事、日本一に輝いた﹁オ
ールあきる野女子﹂の特別表彰が
ありました。
表彰された皆様は次の方々です。
︵敬称略︶
体育功労表彰
木村 文隆︵合気道連盟︶
齊田 幸次︵弓道連盟︶
長谷川克義 ︵ゲートボール連盟︶
市倉 順吉︵剣道連盟︶
福田恵美子 ︵ダンススポーツ連盟︶
長谷川 淳 ︵ダンススポーツ連盟︶
長谷川礼子 ︵ダンススポーツ連盟︶
北条 武夫 ︵ソフトボール連盟︶

男子100m競争

日のハンドボール大会を皮切りに、
日には秋川体育館で開会式が

競技及び講習会がスタートしました。
８月

続き、来賓としてご出席い た だ い

式は、菅沼会長の主催者あいさつに

が入場しました。

に加盟団体のプラカードを先頭に旗手

行われ、キララバンドの行進曲ととも

26

た私市教育長、清水副議長、佐藤
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体協あきる野
（３）平成29年10月１日

盟

団

体

軟式野球連盟

15

紹

介

バスケット連盟

シニアスポーツ
振興事業

体育協会では、高齢者が体を動かす
ことで、少しでも健康の維持・増進に
役だててもらおうと、シニアスポーツ
振興事業に取り組んでいます。今年度
は、前・後期合わせて７事業を予定し
ており、すでに３事業を実施しまし
た。５月 日に行った事業では、 歳
以上の方、約１００名がファインプラ
ザに集まり、﹁高齢者健康予防運動と
ラジオ体操﹂と題してラジオ体操アシ
スタントの桜田敬子さんをお招きし、
認知症にならない予防運動やストレッ
チ体操を分かりやすく指導していただ
きました。

60

認知症予防の体操

加
テニス連盟

60

春と秋に開
催している大
会を中心に市
内バスケット
ボールの競技
人口拡大と競
技力向上及び
周辺地域との
交流を目的と
して活動して
います。近年
は﹃生涯スポ
ーツとしての
バスケットボ
ールの発展﹄
を目標に、中
心となってい
る青年層への
活動のみなら
ず、就学前の
子供たちや
歳以上の方を
含めより幅広い年齢層の愛好者の獲得
に力を注いでいます。今後は子育て世
代の女性に多くみられる﹁バスケット
ボールから離れなくてはならなかっ
た方が再度活躍できる場と情報の提
供﹂、﹁若年層の技術と精神の育成と
活躍の場の提供﹂、﹁模範となる若い
世代の人材の育成﹂を念頭に置いた活
動をしていきたいと思います。
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前号に引き続き︑協会に加盟している団体を紹介します︒団体では皆様の加入を心から歓迎します︒

あきる野市テニス連盟は会員数１１
０名で、主に総合グラウンドを拠点と
して活動しています。土、日、祝日の
通常練習を初め、毎週日曜日は初心者
テニス教室を開催しており、初心者か
ら上級者まで老若男女を問わず、幅広
くテニスできる場を提供しています。
また、市民大会や各種イベントの運
営、対外試合への選手の派遣のほか、
お花見、バーベキューなどの親睦を深
める場も用意しています。今年度は、
総合グラウンドのテニスコートの人工
10

連盟では、Ａクラス チームとＢク
ラス 〜 チームで春と秋の年２回、
大会を開催しています。
この大会で優秀な成績を残したチー
ムには、都民大会・市町村総合体育大
会や西多摩地域広域行政圏体育大会へ
の出場権を与えています。
毎年８月に開催される福生警察署と
五日市警察署の各防犯協会が管内の中
学生を集めて開催する、防犯少年野球
大会にも協力しています。この中学生
たちが、やがて大人になり連盟に加入
し、活躍されることを期待しています。
あきる野市は、ナイターや電光掲示
板を備えた市民球場をはじめ、野球を
行う環境には大変恵まれています。新
たなチームの参加をお待ちしています。

芝化によ
り、良い
環境で１
年中テニ
スができ
るように
なる予定
です。
興味のあ
る方は、
テニス連
盟ホーム
ページの
入会案内
から、お
気軽にお
申込みく
ださい。
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菅生高校
22

夏の甲子園

ベスト４

パブリックビューイングを開催
しかしながら、菅生高等学校は、
ベスト４という輝かしい成績で
年の夏を閉じました。あきる野市
の名前を全国に轟かせ、市民を熱
狂させた東海大学菅生高等学校、
ありがとうございました。

体育協会人事

後

記

４月 日の通常総会で承認され
ました。
副 会 長＝菊池常広︵常務理事︶
常務理事＝田中博久
︵ ソフトボール連盟理事︶

集

あきる野市菅生１４６８

☎042-559-0066

編

菅生高等学校中等部
菅生学園初等学校

菅 生 学 園
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今年の夏は、嬉しいことが２つ
舞い込んできた。高校野球西東京
地区決勝は、対戦相手の話題性が
高く、多くの観客は対戦相手に傾
いていた。アウェー感の中での戦
いはさぞやりにくかったと思う。
その中での地区優勝。さらに、甲
子園 で は ベ ス ト ４ 。 菅 生 高 校 お
見事！
もうひとつは、オールあきる野
女子ソフトボールの全国優勝。メ
ンバー 人中７人が６年生という。
監督は来年チーム編成が出来るか
心配。興味あればぜひ加入をとあ
いさつ。どちらのチームもおめで
とうございます。今後の活躍を祈
念します。

東海大学 菅生高等学校
あきる野市菅生１８１７

学校法人
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加盟団体紹介

70

バドミントン連盟
中学生から 歳を超える高齢者まで、
また初心者から全国大会レベルの選手
まで幅広い層の会員構成が特色です。
定期練習では、年齢や性別に係わらず
同じレベル同士が打ち合えて、初心者
も安心して仲間にはいれるよう工夫し
ています。
レベルの高い若い方々が増えて、西
多摩広域行政圏大会では団体戦優勝を
飾るなど、実績を積み重ねています。
これからもバドミントンの普及発展
のために、初心者講習会や市民大会・
近郊大会の開催などを通じて、市民の
皆様にバドミントンの楽しさを広く知
っていただく努力を続けてまいります。
11

８月 日、甲子園球場で優勝に向け
勝ち進んでいる東海大菅生高等学校を
応援しようと、秋川ふれあいホールで
パブリックビューイングを開催いたし
ました。
準決勝の対戦相手は、埼玉県の強豪
花咲徳栄高校で２点リードを許したま
ま９回最後の攻撃。
会場の応援もヒートアップ。熱い応
援が甲子園まで届いたのでしょうか。
ここで菅生が執念の粘りを見せました。
一死一・二塁、次のバッターの当た
りは強烈なショートゴロ、はじいた球
が外野を転々とする間に一挙に２者が
生還。６対６の同点から延長に。
回、花咲徳栄は３点をリードし、
菅生最後の攻撃も３人で終了。

甲子園まで届け！
この声援

平成29年10月１日（４）
体協あきる野

甲子園ベスト４！ご声援ありがとうございました

