
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年６月２５日（木）  

杉並区役所第４会議室 



第６８回都民体育大会杉並選手団

１　選手団役員　　　小形彰次　団長　　　以下６名

２　参 加 競 技　　　 水泳他 ２８競技

３　参 加 選 手　　　 男子２３６名・女子１４５名　　合計３８１名

競技名 男 女 総数
水泳 8 6 14
ゴルフ 5 5 10

小計 13 11 24
スキー 20 5 25
駅伝 8 8

小計 28 5 33
陸上 9 3 12
サッカー 14 14
テニス 8 10 18
バレーボール 18 18 36
バスケットボール 18 13 31
ソフトテニス 14 11 25
卓球 11 11 22
軟式野球 15 15
馬術 4 1 5
フェンシング 4 4 8
バドミントン 10 10 20
弓道 6 6 12
ソフトボール 12 12
柔道 4 4
クレー射撃 7 7
ライフル射撃 3 3 6
剣道 6 6
アーチェリー 7 7 14
空手道 12 12
なぎなた 3 3
ボウリング 4 4 8
ゲートボール 6 7 13
ダンススポーツ 6 6 12
ハンドボール 8 8
ローラースケート 1 1

小計 195 129 324
合計 236 145 381

夏季大会

冬季大会

春季大会



第６８回都民体育大会総合成績 

 

1 期間  平成２６年８月３日(日) ～ 平成２７年６月２０日(土)  

   ◇夏季 平成２６年８月３日(日)・１０月９日(木)   

   ◇冬季 平成２７年３月１日(日)・８日(日)    

   ◇春季 平成２７年５月６日(水・祝)～６月２０日(土) 

           

2 会場 

駒沢オリンピック公園総合運動場・東京体育館 他   

           

3 参加   

地区数        ５３地区    

      

監督・選手総数    １５，１７１名 夏季   ５０９名 

          冬季   ６７０名 

                     春季１３，９９２名 

4 記念杯授与地区        

       

高松宮殿下記念杯        世田谷区  (男子総合優勝)  

高松宮妃殿下記念杯       大田区   (女子総合優勝) 

 

5 総合成績 

 

高松宮殿下記念杯 

（男子総合成績） 

高松宮妃殿下記念杯 

（女子総合成績） 

順位 地区名 総合得点 順位 地区名 総合得点 

1 世田谷区 141.50 1 大田区 94.50 

2 大田区 116.875 2 世田谷区 64.50 

3 練馬区 103.00 3 練馬区 60.00 

4 八王子市 102.00 4 板橋区 59.50 

5 板橋区 88.50 5 江戸川区 50.00 

6 杉並区 85.50 6 足立区 49.50 

7 足立区 82.50 7 八王子市 45.00 

8 
新宿区 

台東区 
79.00 8 江東区 44.00 

 11 杉並区 39.00 

 

 



 

※団体成績第８位入賞までを記載 

 

正式競技成績（男子）           正式競技成績（女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開競技成績（男子）           公開競技成績（女子） 

 

 

 

競技種目 杉並区順位 

水泳 ６位 

ゴルフ ― 

スキー ２位 

駅伝 ― 

陸上 ― 

サッカー ― 

テニス ― 

バレーボール ― 

バスケットボール ― 

ソフトテニス ３位 

卓球 ３位 

軟式野球 ― 

馬術 ― 

フェンシング ３位 

バドミントン ― 

弓道 ― 

柔道 ― 

クレー射撃 ― 

ライフル射撃 ２位 

剣道 ― 

アーチェリー ― 

空手道 ― 

ボウリング ― 

ゲートボール ２位 

ダンススポーツ ５位 

競技種目 杉並区順位 

水泳 ８位 

ゴルフ ― 

スキー ― 

陸上 ― 

テニス ― 

バレーボール ― 

バスケットボール ５位 

ソフトテニス ５位 

卓球 １位 

バドミントン ― 

弓道 ― 

ソフトボール ― 

なぎなた ― 

ボウリング ― 

ゲートボール ― 

競技種目 杉並区順位 

ローラースケート ― 

ハンドボール ８位 

競技種目 杉並区順位 

フェンシング １位 

アーチェリー ８位 



他１３名

選手 石井　史絵 選手 桑原　武志 選手 猪狩　良和 選手 山田　賢吾 選手 小川　優香

選手 毛利　美也子 選手 中村　征司 選手 山賀　竜馬 選手 藤井　陽三 選手 若林　瑞

選手 杉本　美樹 選手 柳沢　友里恵 選手 桜木　遊帆

ゴルフ  男子 監督　塚田　修 他　４名

選手 高田　伸裕 選手 半田　明 選手 大野　信明 選手 星野　英章

ゴルフ  女子 監督　松本　孝子 他　４名

選手 佐竹　千春 選手 近藤　道子 選手 石井　京子 選手 石田　美矢子

他２４名

選手 粕谷　岳洋 選手 青柳　好記 選手 寺田　彰 選手 橋本　寛 選手 宍戸　修

選手 仙洞田　浩二 選手 杉浦　千恵 選手 林　潤一 選手 石井　久雄 選手 石井　裕子

選手 宇佐見　裕 選手 北島　英夫 選手 太田　美子 選手 戸部　史之 選手 山田　修

選手 高橋　あかね 選手 福田　智弘 選手 安蔵　素乃 選手 山田　裕貴 選手 小永井　徹　

選手 知野見　郁生 選手 佐藤　彰平 選手 山田　節夫 選手 梅原　久

駅伝 男子 監督　柴田　誥三 他　７名

選手 会坂　一馬 選手 山口　克仁 選手 大久保　勝明 選手 大場　孝広 選手 菊地　康太

選手 中久喜　大介 選手 菊地　篤

他　８名

選手 水野　哲太 選手 大場　孝広 選手 田中　潤 選手 松島　坤立 選手 細川　慎一郎

選手 山岸　樹 選手 藤原　泰裕 選手 菊地　篤

他　２名

選手 佐多　みどり 選手 木村　弥生

他１３名

選手 鈴木　登 選手 近松　大悟 選手 十亀　倫行 選手 熊崎　健 選手 金子　祐二

選手 是佐　翔 選手 宮田　知愛 選手 大場　将国 選手 山本　耕作 選手 戸川　比呂司

選手 池田　翔太 選手 鈴木　康弘 選手 武藤　仁史

他　７名

選手 新田　一雅 選手 大嶋　健児 選手 中丸　直也 選手 佐野　可永夢 選手 小桧山　隆

選手 中島　大輔 選手 中野渡　季稀 選手 古川　潤 選手 選手

第６８回都民体育大会　　選手団名簿

夏季大会
水泳　　男女 監督　三澤　圭祐

冬季大会
スキー　男女 監督　東海林　和衛

春季大会
陸上競技　男子 監督　柴田　誥三

陸上競技　女子 監督　柴田　誥三

サッカー　男子 馬場　芳郎

テニス　男子 監督　新田　一雅



他　９名

選手 新田　美佐子 選手 岩崎　寿美子 選手 瀬下　篤子 選手 大澤　詩保子 選手 西川　満美

選手 土山　智子 選手 勝原　美香 選手 福山　博子 選手 槙本　美砂 選手 吉岡　晃子

他１７名

コーチ 島津　照幸 マネージャー 髙橋　美紀 選手 田中　修夫 選手 坂井　礼生奈 選手 丹　啓

選手 榎本　啓太 選手 鈴木　竜二 選手 今井　誠司 選手 佐藤　浩 選手 黒沢　義一

選手 北山　徹 選手 小川　哲也 選手 加藤　丈典 選手 森田　尚樹 選手 上倉　勝哉

選手 千倉　弘司 選手 真本　歩

他１７名

コーチ 秋山　ちよ子 マネージャー 斉藤　圭子 選手 広津　理央 選手 藤本　茜草 選手 吉井　千晶

選手 藤田　麻美 選手 岸　沙樹 選手 藤田　まゆみ 選手 伊藤　奈津希 選手 吉川　敬子

選手 藤原　知夏 選手 眞下　未希 選手 松尾　好 選手 野呂　沙也加 選手 伊澤　香

選手 山本　友里 選手 林　香央里

他１７名

コーチ 住友　雅典 マネージャー 丸山　彩香 選手 望月　拓也 選手 高崎　陽平 選手 大橋　歩

選手 下田　太一 選手 大野　悠治 選手 神津　義男 選手 村山　智洋 選手 丸山　文人

選手 上林　裕二 選手 柿内　孝宏 選手 望月　義平 選手 大小島　聖志　 選手 松木　翔

選手 大森　規雄 選手 福士　大輔

他１２名
マネージャー 大塚　尚子 選手 土田　千尋 選手 塚野　彩 選手 木ノ本　枝里子 選手 渡辺　沙知

選手 阿部　沙織 選手 武藤　優子 選手 北條　奈々 選手 片山　綾香 選手 藤田　裕加

選手 中山　千種 選手 駒場　綾香

ソフトテニス　男子 監督　小島　晃 他１３名

選手 齋藤　恵介 選手 杉山　明祐 選手 塩沢　範久 選手 神谷　吉範 選手 豊田　健司

選手 加藤　正紀 選手 広瀬　直樹 選手 毒島　智和 選手 齋藤　正孝 選手 富岡　寿征

補欠 宮本　恵司 補欠 村田　優 補欠 比名　圭佑 補欠 小島　晃

他１０名

選手 小喜多　奈月 選手 豊田　朋恵 選手 佐野　るり子 選手 田島　外志美 選手 高島　喜代美

選手 村主　美香 補欠 鈴木　純子 補欠 佐原　弘子 補欠 岡沢　正子 補欠 酒井　フミ子

他１０名

選手 笠松　隆幸 選手 浅川　純希 選手 国広　哲也 選手 渡辺　司 選手 片山　隆司

選手 山下　治 選手 小宮　誠司 選手 中澤　信介 選手 那須　出 選手 大竹　俊昭

他１０名

選手 福永　有紗 選手 佐藤　香織 選手 竹内　正子 選手 宮本　華子 選手 水野　睦子

選手 小林　尚子 選手 上原　照子 選手 刈込　治恵 選手 内田　雅子 選手 竹山　雅美

テニス　女子 監督　新田　美佐子

バレーボール　男子 監督　髙橋　真一

バレーボール　女子 監督　有吉　隆恵

バスケットボール　男子 監督　井上　真澄

バスケットボール　女子 監督　小嶋　文子

ソフトテニス　女子 監督　勝俣　早苗

卓球　男子 監督　大須賀　重信

卓球　女子 監督　横尾　文代



他１４名

選手 藤永　昌之 選手 太田　一馬 選手 梅木　俊毅 選手 浅野　壮太郎 選手 金田　明憲

選手 境野　雅俊 選手 坂本　遼介 選手 片岡　翔 選手 東島　裕介 選手 寺田　魁

選手 森田　健 選手 仲村　太陽 選手 鐙屋　幹 選手 佐藤　信史 選手 寺田　良

他　４名

コーチ 小野寺　尚人 マネージャー 釜井　瑛生 選手 小野寺　尚人 選手 櫻井　理沙

他　３名

選手 澤田　啓行 選手 高橋　宏 選手 吉川　斉 選手 酒井　裕

他　３名

選手 村上　直子 選手 高橋　理恵 選手 酒井　とし江 選手 鈴木　智子

他　９名

選手 宮島　啓 選手 洲鎌　隆博 選手 山本　智也 選手 上原　安雄 選手 稲葉　一通

選手 武田　享 選手 小椋　彰 選手 上村　哲一 選手 井端　隆 選手 深津　芳久

他　９名

選手 高松　華子 選手 佐久間　瞳 選手 佐藤　綾 選手 中川　雅恵 選手 深見　妙子

選手 島﨑　朋子 選手 関根　奈津子 選手 堀池　由紀子 選手 大間　亜希子 選手 上田　晴世

他　５名

選手 今井　豊 選手 上野　武 選手 植田　直樹 選手 久保田　博行 選手 鈴木　正人

補欠 横山　賢次

他　５名

選手 今井　陽子 選手 森田　真由美 選手 田中　由美子 選手 奥島　さち子 選手 船津　由美子

補欠 市川　幸子

他　１１名　　　

選手 坂　真智子 選手 並川　ゆう 選手 小河　由季子 選手 玉川　真由美 選手 染谷　恵子

選手 古川　千裕 選手 原口　和子 選手 小池　真子 選手 岩本　美紀 選手 大原　久美子

選手 蓮見　律子 選手 諏訪　紀子

他　３名

選手 本間　大介 選手 古賀　怜 選手 樋口　永治

クレー 射撃 　男 監督　笹岡　秀昭 他　６名

選手 笹岡　秀昭 選手 小幡　光男 選手 青島　正明 選手 渡邊　三男 選手 佐藤　正美

選手 山本　月人 選手 矢代　廣芳

他　５名

選手 生駒　早織 選手 津久浦　弘子 選手 荒木　康生 選手 松島　愛 選手 平井　和哉

軟式野球　男子 監督　藤永　昌之

馬術　男女 監督　鈴木　豊

フェンシング　男子 監督　澤田　啓行

フェンシング　女子 監督　村上　直子

バドミントン　男子 監督　上原　安雄

バドミントン　女子 監督　上田　晴世

弓　道　　　男子 監督　横山　賢次

弓　道　　　女子 監督　市川　幸子

ソフトボール　女子 監督　坂　真智子

柔道　　男子 監督　鳥羽　敏二

ライフル射撃　男女 監督　松本　俊一



他　５名

選手 佐藤　大輔 選手 奥田　りいな 選手 牧野　英彦 選手 池田　宏一郎 選手 長谷川　浩一

　　 他　６名　

選手 田中　一夫 選手 石田　肇 選手 佐藤　克紀

補欠 松本　修一 補欠 菊地　敏夫 補欠

他　６名

選手 詫摩　恵子 選手 倉本　乃理子 選手 尾村　郁美

補欠 茂木　敦子 補欠 宮川　智子 補欠 鎌子　智賀子

他　１１名

コーチ 日下　修次 選手 菊川　樹 選手 結田　真基 選手 稲村　健人 選手 辻　誠

選手 河邊　芳行 選手 中島　穂 選手 アンソニーパランボ 選手 豊田　英正 選手 稲村　康二

選手 平田　拓也

他　２名

選手 木村　有里 選手 笠原　武子 選手 和田　幸江

他　３名

選手 坂本　修二 選手 松本　幸一 選手 大森　了

他　３名

選手 堀　正子 選手 大森　美知子 選手 岩満　みゆき

他　５名

選手 高橋　純一 選手 小泉　敏明 選手 千葉　雅之 選手 袴田　芳樹 選手 原川　雄一

選手 中村　満也

他　６名

選手 星田　章子 選手 甲原　モト子 選手 安田　文子 選手 高橋　タミ子 選手 青木　美智子

選手 池上　裕貴子

他１１名

選手 所　勗 選手 和田　由紀子 選手 三木　雅夫 選手 三木　由紀子 選手 鈴木　孝

選手 野口　つゆ子 選手 篠澤　克明 選手 田中　希美子 選手 柳堀　政道 選手 上山　一美

選手 宮崎　尚久 選手 髙橋　美紀子

他　７名

選手 本郷 暢 選手 吉富　寛晃 選手 濱洲　紘介 選手 村上　浩平 選手 石井　聡一

選手 鈴田　雅貴 選手 川添　和晃

ローラースケート競技 監督　米田　正裕 計　１名

選手 米田　正裕

ヒュットナー　クリスティアン

ボウリング　男子

剣道　　男子 監督　竹下　耐

ハンドボール　男子

アーチェリー　男子 監督　鈴木　孝司

アーチェリー　女子 監督　古結　仁史

監督　高橋　純一

空手道　男子 監督　髙瀬　義之

なぎなた　女子 監督　木村　有里

監督　村永　正和

ゲートボール　女子

監督　田草川　滋

ダンススポーツ　男女混成 監督　髙橋　美紀子

ボウリング　女子 監督　安藤　正広

ゲートボール　男子 監督　高橋　純一


