
■軟式野球競技

少年の部1部 3チーム 44名 東京コメッツ 東京ヴェルディ

学童の部2部 8チーム 100名 若葉台フレンズ フューチャードリームス

学童の部3部 5チーム 63名 向陽台スターキッズ フューチャードリームス

一般の部1部 12チーム 160名 エコ・プラン ワイバーンズ

一般の部2部 16チーム 170名 稲城スプラッシュ アストローズ

一般シニアの部 16チーム 175名 稲城フレンズ 平尾団地

■サッカー競技

幼児の部 8チーム 青葉フットボールクラブ・A 稲城サッカースポーツ少年団 若葉台ＦＣ・Ａ

小学1年生の部 10チーム 若葉台ＦＣ・Ａ 青葉フットボールクラブ 梨花フットボールクラブ・A

小学2年生の部 12チーム 青葉フットボールクラブ・A 若葉台ＦＣ・Ａ 南山イレブンFC・A

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

小学4年生の部 14チーム プログレッソTCF稲城・A 若葉台ＦＣ・Ａ 坂浜サッカークラブ

小学5年生の部 16チーム 若葉台ＦＣ・Ａ ＦＣゴラッソ 稲城サッカースポーツ少年団・A

小学6年生の部 14チーム FCゴラッソ 青葉フットボールクラブ・A 若葉台ＦＣ・Ａ

中学生の部 8チーム 160名 プログレッソアスール 稲城第一中学校 プログレッソグリース

一般の部 6チーム 100名 稲城プアーズ MEC ICL

壮年の部(40才以上) 11チーム 220名 ICL MEC フォカシニア

女子の部 4チーム 80名 駒沢学園女子高等学校 Pearina 都立若葉総合高校

■バレーボール競技

小学生の部 3チーム 42名 ポピンズ ジュニアエイト 稲城Clorver’s

中学生の部

家庭婦人の部 2チーム 25名 稲城クラブ みどりかぼちゃVC

一般女子の部 2チーム 30名 パンプキンズ 稲城クラブ

■ソフトテニス競技

中学生・ジュニアＡ級の部 5組 10名 小路・松川 中村・庄司幸 岩田・大田新

中学生・ジュニアＢ級の部 6組 12名 帆足・谷澤 阿久津・中島 細谷・笹原太

中学生・ジュニアＣ級の部 6組 12名 大田桜・笹原新 米山・藤瀬 作網・室伏

一般 5組 10名 竹内・山本岳 澤田雪・坂東 神田・水上

シニア男子 5組 10名 菅原正・澤田 吉川・門真 斉藤秀・榎本

シニア女子 4組 8名 浅尾・五十嵐 吉田・吉川

■バドミントン競技

小学生シングルスA 7名 堀口涼乃 小泉涼 川島美葉音

小学生シングルスB 17名 田嶋壱早 堀口由乃 山口牙来

小学生シングルスＣ 18名 山口侑 芳賀洸太 市橋龍河

中学生シングルス 12名 浅見慶 近藤圭悟 吉岡漣

一般男子1＋2部ダブルス 7組 14名 佐藤幸正・大田庸介 高野晃一・森琉輝亜 石井規雄・遠藤大海

一般男子3部ダブルス 6組 12名 戸村邦彦・野村要人 竹林辰哉・山本信男 市川静男・高橋純夫
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一般女子1部ダブルス 4組 8名 鈴木奈那子・丸岡綾子 浅野友花・三本木裕子 小川佳代・東優子

一般女子2部ダブルス 18組 36名 高橋美佐子・坂口りか 仲川里奈・熊手南帆 伊藤利香・大道玲子

一般女子3部ダブルス 8組 16名 金子織江・迫玉貴 榎本彩香・荒井友紀 和田加恵・大島悦子

■卓球競技

チャレンジシングルスの部

一般男子シングルスの部

一般女子シングルスの部

壮年男子シングルスの部

ダブルスの部（A）

ダブルスの部（B）

■剣道競技

小学４年生以下の部 15名 内田侑和 京面有真 矢代魁／黒澤直哉

小学５・６年生の部 12名 植木駿 齊藤虎徹 森井蓮斗／矢木祐樹

中学生女子の部 10名 勝田理紗 千葉帆夏 亀田朋愛／長内寿美

中学生男子の部 26名 安東遥喜 若梅直輝 小林賢治／福留世椰

一般女子の部

一般男子3段以下の部

一般男子4・5・6段の部

一般男子高壮年の部

団体戦（小学生の部）

団体戦（中学生の部）

■スキー競技

小学生の部男子1部

小学生の部男子2部

小学生の部女子1部

小学生の部女子2部

一般の部男子１部

■空手道競技

【基本競技】

幼年・小学生の部 13名 藤原駿 小林城大 近藤芳帆

【基本形・指定形競技】

高校生・一般の部 33名 榎本信恵 肥田野光一 茨木智明

【形競技】

幼年・小学生低学年の部 5名 小林彩乃 坂本駿斗 宮渚

小学生高学年の部 8名 藤原駿 小林城大 近藤芳生

高校生・一般の部 33名 榎本信恵 平瀬迅人 田知行正和

【組手競技】

幼年・小学生低学年の部 5名 宮渚 藤原廉 坂本駿斗

小学生高学年の部 8名 藤原駿 小林城大 近藤芳生

高校生・一般男子の部 33名 平瀬迅人 中野渡勝治 茨木智明

【形・組手混合競技】

高校生・一般男子有段の部 9名 藤原忠司 中野渡勝治 田知行正和

新型コロナウイルス感染拡大防止のため大会中止
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■射撃競技

スキート競技 10名 小林克美 渡辺章夫 山崎光豊

トラップ競技 7名 安達吉之 小澤壯行 髙橋浩邦

■テニス競技

中学男子Ｓの部 3名 田村爽 石橋亮祐 溝口尊

中学女子Ｓの部 5名 井波舞佳 長谷川和胡 椛島凛

一般男子ＳAの部 38名 飛田健一 山本靖昌 大野稔

一般男子ＳBの部 45名 古城門晋 荻島浩二 渋谷泉

一般男子ＳＣの部 25名 増田克伊 小池弘之 上西達哉

一般男子DAの部 14組 28名 高見泰世・山本靖昌 飛田健一・千木良宏隆 田中隆悟・磯部貴一

一般男子DBの部 23組 46名 百瀬豊・百瀬幸治 渡辺英嗣・高城務 百瀬哲英・許南虎

一般男子DＣの部 23組 46名 紅林仁・佐藤光男 中村彰男・中村勝樹 松野秀明・田中三雅

一般女子Ｓの部 13名 爾見彩花 小原恵理子 今井智子

一般女子DAの部 14組 28名 牛島愛子・溝口華江 平野葉子・長谷川昌枝 井田礼子・加藤理沙

一般女子DBの部 15組 30名 前中陽子・増田好恵 船津静江・高野純子 小原恵理子・大西真帆

一般混合DAの部 9組 18名 加藤理沙・飛田健一 長谷川昌枝・森田真英 岡崎泰子・百々大輔

一般混合DBの部 20組 40名 西田ひろ子・清水利将 矢野道子・吉川昇 石田浩子・南葉和也

一般混合DＣの部 8組 16名 阿部三布子・百瀬哲英 神戸有紀・許南虎 東佐知子・東晃太郎

壮年D（45歳）の部 33組 66名 松井総信・高橋宏彰 牛島嵩之・佐野芳則 平野葉子・長谷川昌枝

壮年D（60歳）の部 12組 24名 百瀬幸治・吉川昇 榊和也・熊谷直生 小島寛・中島則敏

■ソフトボール競技

一般男子1部 6チーム 91名 Y-Styles 向陽台エース 城山倶楽部

一般男子2部 4チーム 52名 バードリーブス 梨花パパっ！Ｐｅａｒｓ 多摩稲城ライナーズ

壮年男子 8チーム 106名 向陽台壮年 城山ソフトクラブ 矢野口スタイルズ

実年 2チーム 22名 稲城実年 Y-Styles（実年）

■バスケットボール競技

小学生男子の部 6チーム 71名

小学生女子の部 4チーム 67名

一般男子の部

マスターズ

■ラグビーフットボール競技

一般の部 2チーム 40名 稲城協会

シニアの部 2チーム 35名 稲城協会A

■ダンススポーツ競技

ワルツ 6組 12名 長谷川和夫・小川文子 篠崎弘志・木幡悦子 田村伸一・小林恵美子

タンゴ 6組 12名 橋本昭士・小林花代 神田重人・米山恵子 河内清・高橋幸子

ルンバ 6組 12名 菊山康一郎・鈴木美重子 長谷川和夫・川島きん子 高橋仁・長谷川雅子

チャチャチャ 6組 12名 篠崎弘志・西山邦子 橋本昭士・喜多深雪 関根勝・高光ゆほう

ジルバ 6組 12名 田村伸一・吉田保子 河内清・中庭幸子 木附沢直樹・澤田香代子

ブルース 6組 12名 鈴木亨・北西眞知子 原仁夫・渡辺典子 室伏明人・長谷川美恵子

順位決めなし

順位決めなし
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■弓道競技

中高生の部 22名 斉藤彩奈 鎌田陽香 柏木七海

一般男子の部（参段以下） 10名 増留拓 前沢正夫 橋本周

一般女子の部（参段以下） 9名 橋本淑美 戸江朋子 斉藤香

一般男子の部（四段以上） 13名 三輪義隆 宇留賀久志 長谷川佳祐

一般女子の部（四段以上） 10名 水島幸 倉富真理 西村京子

■フロアボール競技

小学生低学年の部

小学生高学年の部

一般混成の部

■ゴルフ競技

175名 小畠政昭 奥田孝浩 井上智洋

■ミニテニス競技

ダブルスの部(65歳まで） 10組 20名 城野・武藤 水井（文）・桐部 菊池・清水

ダブルスの部(66歳以上） 9組 18名 青木（宏）・榎本（由） 榎本（茂）・近藤（光） 大西・室岡（の）

■柔道競技

幼児／小学生低学年の部 5名 保田幸音 佐々木春佳 村田真心

小学生中学年の部 6名 村田健心 澤海達也 二見悠士朗

小学生高学年の部 5名 中村太雅 土方美空 野田靖也

中学生の部 4名 塩原敬翔 玉井颯太 小林鉄平

一般の部 4名 大谷一広 小林敬二 塚田泰広

■スポーツウエルネス吹矢競技

６ｍ　女子 大谷喜和子 木村郁子 川島幸子

６ｍ　男子 黒川迪夫 篠塚勇

８ｍ　女子 水元玲子 千葉由美子 内田京子

８ｍ　男子 竹原博幸 末松茂孝 増井亮

１０ｍ　女子 荒木博江 井口晴子 添野和江

１０ｍ　男子 添野敏彦 湯浅弘 長谷川敏雄

■レクリエーション競技（グランドゴルフ）

団体の部 iクラブ 二打クラブ 向寿会

男性の部 二川喜義 宮本一典 太田克徳

女性の部 田中良子 比内美栄子 原あい子

19競技　230チーム、300組　延べ　4,281名　参加

新型コロナウイルス感染拡大防止のため大会中止

51名

14チーム 74名


