
第49回稲城市スポーツ大会 競技結果一覧

■軟式野球競技

少年1部 3チーム 40名 東京ヴェルディ 稲城第四中学校

少年2部 7チーム 80名 フューチャードリームス 東京コメッツ

少年3部 4チーム 40名 向陽台スターキッズ 平尾ジェイズ

一般1部 16チーム 240名 エコ・プラン ワイルドキャッツ

一般2部 28チーム 270名 平尾クラブ トリッキーズ

シニアの部 16チーム 240名 デイズ ビアーズ

■サッカー競技

小学1年生の部 6チーム 若葉台FC 梨花フットボールクラブ 坂浜サッカークラブ

小学2年生の部 10チーム 若葉台FC・A 青葉フットボールクラブ・A 稲城ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学3年生の部 12チーム 青葉フットボールクラブ 若葉台FC・A 梨花フットボールクラブ・A

小学4年生の部 12チーム プログレッソTCF稲城 南山イレブンFC・A 若葉台FC・A

小学5年生の部 14チーム 若葉台FC・A 青葉フットボールクラブ・A 稲城ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団・A

小学6年生の部 14チーム 東京ヴェルディジュニア 若葉台FC・A 稲城ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

一般の部 3チーム 50名 FCエコ・プラン プアーズ 高橋SC

壮年の部 10チーム 200名 チェリーブーFC フォカシニア Jupiter

■バレーボール競技

小学生の部 2チーム 28名 ポピンズ ジュニアエイト

中学生の部 6チーム 60名

一般女子の部 2チーム 28名 パンプキンズ 稲城クラブ

■ソフトテニス競技

中学生・ｼﾞｭﾆｱA級の部 6組 12名 中山・早川 南・笹原星 岩田夏・磯部

中学生・ｼﾞｭﾆｱB級の部 6組 12名 中村・小川蓮 小川慶・宍倉 小路・松川

中学生・ｼﾞｭﾆｱC級の部 7組 14名 井上・笹原太 庄司幸・庄司真 北村・市川

一般男子・混合の部 5組 10名 柴田・山本展 亥飼・山下 菅野・室伏

シニア男子・混合の部 4組 8名 菅原正・室伏真 山口・大橋

シニア女子・混合の部 5組 10名 浅尾・五十嵐 風間結・風間梨 一の瀬・鈴木

■バドミントン競技

小学生シングルスA 5名 小泉涼 川嶋美葉音 浅野惺奏

小学生シングルスB 14名 城所裕夏 堀口由乃 永井飛龍

小学生シングルスC 15名 田中春 市場千尋 山盛雄太

中学生男子シングルス 23名 石川良 片沼来知 和田有功

中学生女子シングルス 14名 浅野ひより 綱島咲希 川本結衣

中学生男子ダブルス

中学生女子ダブルス

ジュニアミックス（小学生）

一般男子ダブルス1部

一般男子ダブルス2部

一般男子ダブルス3部

一般男子ダブルス4部

一般女子ダブルス1部

一般女子ダブルス2部

一般女子ダブルス3部

一般女子ダブルス4部

一般男子トリプルス

一般女子トリプルス 13組 39名 瀬戸・野村・横山 小川・関口・石川 江刺・金武・近藤

■卓球競技

24名 神田啓佑 矢口央 菅原咲代／天野翔太
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一般男子の部シングルス 41名 岡遼太郎 境大輔 笠井純一／牛丸将一

女子・壮年男子の部シングルス 28名 小林有二 岡田弘子 倉田智恵子／山田博

ダブルスの部 30組 60名 境・鈴木（璃） 小林（有）・倉田（智）
福田（大）・小泉（敬）
笠井（純）・西川

■剣道競技

小学4年生以下の部

小学5・6年生の部

中学生女子の部

中学生男子の部

一般女子の部

一般男子三段以下の部

一般男子四・五・六段の部

一般男子高壮年の部

団体戦（小学生）

団体戦（中学生）

■空手道競技

【形競技】

小学生の部

中学生の部

高校・一般・シニアの部

【組手競技】

小学生の部

中学生の部

一般シニア男子の部

■射撃競技

トラップ競技 6名 安達吉之 小澤莊行 高橋浩邦

スキート競技 9名 山崎光豊 遠藤正明 城所竜弥

■テニス競技

中学生男子Dの部 8組 16名 和田晄征・田村爽 冨山翔榮・川口慎之祐 石橋亮祐・井上友誠

中学生女子Dの部 8組 16名 中島華歩・杉浦愛佳 立岩ひなた・早川莉央 椛島凛・井波舞佳

一般男子SAの部 33名 貫井健司 飛田健一 柴田宗佑

一般男子SBの部 69名 田村爽 斉藤泰崇 国安宏一

一般男子SCの部 27名 南澤正人 田中三雅 岡山哲也

一般男子DAの部 18組 36名 森田真英・大野稔 高見泰世・太田茂晴 飛田健一・千木良宏隆

一般男子DBの部 18組 36名 長谷川博・長谷川大蔵 吉田慎一・神保博行 神原康伸・木村伸二

一般男子DCの部 33組 66名 許南虎・百瀬哲英 中村彰男・中村勝樹 森隆・浅尾茂明

一般女子Sの部 14名 藤堂藍 爾見彩花 大木優子

一般女子DAの部 23組 46名 仲川桜子・山本愛子 井田礼子・加藤理沙 溝口華江・長谷川昌枝

一般女子DBの部 14組 28名 川村麗香・田中尚子 小暮恵美・三ツ矢詠美子 小原恵理子・大西真帆

一般混合DAの部 10組 20名 加藤理沙・飛田健一 井田礼子・柴田宗佑 今井佐和子・今井宗丈

一般混合DBの部 24組 48名 大山美穂・大山裕宣 大木優子・大木敬之 村田千代・高橋賢浩

一般混合DCの部 24組 48名 金子愛実・浅沼良 長谷川和胡・長谷川大蔵 吉原明子・安野和彦

壮年D（45歳）の部 13組 26名 長谷川博・鈴木善久 山田雅史・古城門晋 渋谷泉・遠藤和美

壮年D（60歳）の部 12組 24名 佐藤光男・紅林仁 竹内章・石田洋子 百瀬幸治・吉川昇

■ソフトボール競技

一般男子1部 5チーム 80名 Y-Styles 向陽台エース 稲城オールド

一般男子2部 5チーム 79名 押立ファイターズ 押立セブン バードリーブス

壮年男子の部 7チーム 111名 矢野口Styles 向陽台壮年 城山ソフトクラブ

実年の部 2チーム 28名 Y-Styles実年 稲城実年
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■バスケットボール競技

一般男子の部

中学生男子の部 4チーム 99名 稲城第五中学校 稲城第三中学校

中学生女子の部 6チーム 106名 稲城第五中学校 稲城第四中学校

小学生男子の部

小学生女子の部

マスターズ

■ラグビーフットボール競技

2チーム 55名 稲城ラガーズ

■ダンススポーツ競技

ワルツ 12組 24名 河内清・長谷川雅子 花塚喜明・高橋幸子 原仁夫・喜多深雪

ブルース 12組 24名 浜谷雅彦・原田千鶴子 鈴木正博・二本松千絵 室伏明人・米山恵子

タンゴ 12組 24名 長谷川和夫・篠崎勝子 木附沢直樹・木幡悦子 高橋仁・小林花代

ジルバ 12組 24名 高橋仁・澤田香代子 橋本昭士・斎藤葉子 浜谷雅彦・高橋幸子

ルンバ 12組 24名 内海信和・木幡悦子 神田重人・篠崎勝子 鈴木正博・牛込和子

チャチャチャ 12組 24名 石坂光男・早川テイ子 長谷川和夫・小川文子 木附沢直樹・原田千鶴子

■弓道競技

中高生の部 20名 鎌田陽香 斉藤彩奈 玉城朋花

一般男子三段以下の部 10名 吉永賢一 長谷川佳祐 柳一男

一般男子四段以上の部 11名 加部和廣 宇留賀久志 山下一人

一般女子三段以下の部 9名 橋本淑美 戸江朋子 鎌田陽香

一般女子四段以上の部 8名 倉富真理 鈴木登志子 増留春美

■フロアボール競技

小学生低学年の部 2チーム 14名 グロッティ 平尾Jr.B

小学生高学年の部 3チーム 19名 ヴェルザンディ ペガサス 平尾Jr.A

一般混成の部 5チーム 30名 B-HIRAO C-HIRAO ミックス

■ゴルフ競技

127名 有田光祐 古賀一利 柏谷好昭

■ミニテニス競技

団体戦 7チーム 43名 白チーム 黄チーム 水色チーム

■柔道競技

幼児・小学生低学年の部 10名 渕之上 菅野 湯浅

小学生中学年の部 9名 米田 大島 猪瀬

小学生高学年の部 7名 中村 長嶋 澤海

中学生の部 11名 長島 吉森 阪倉

一般の部 8名 村田 小林 岡田

■スポーツウエルネス吹矢競技

6ｍ　女子 9 大谷喜和子 木崎淑子 武田よし子

6ｍ　男子 7 諸藤辰美 黒川廸夫 田中中

8ｍ　女子 9 箕輪和子 千葉由美子 平尾芳江

8ｍ　男子 10 伊王野耕二 竹原博幸 岡村晴芳

10ｍ　女子 4 井口晴子 荒木博江 添野和江

10ｍ　男子 13 添野敏彦 金田光範 末松茂孝

21競技　213チーム、353組　延べ　3,767名　参加

52名
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