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「平成から令和へ」

      一般社団法人小平市体育協会

専務理事  島 野 博 幸

日頃より、当協会事業に対しまして御理解、御

協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成最後の年に小平市体育協会は創立６０周年

を迎え、記念式典を盛大に開催できましたこと、

心からお礼申し上げますとともに、次の７０周年

へ向け加盟団体をはじめとした皆様方と更なるス

ポーツ振興の実現を目指す所存でございます。

さて、５月に元号が「平成」から「令和」へと

代わり新しい時代を迎えました。

令和最初の年には、ラグビーワールドカップ、

そして翌年には、東京オリンピック・パラリンピ

ックが開催されます。スポーツのビッグイベント

が続き、活気にあふれる新時代へのスタートとな

ります。小平市体育協会もその活気を様々な形で

皆様方に反映できるよう創意工夫に努めてまいり

ます。引き続き新たな「令和」の時代におきまし

ても、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

「新春歩け歩けのつどい」

平成３１年１月６日(日) に第

３９回新春歩け歩けのつどいが

開催された。小平市役所をスター

トし、青梅街道 、狭山・境緑道、

ふるさと村、あかしあ通りをめぐ

り、小平市役所へ戻る約８キロメ

ートルのコースである。イベント

には３８４名の参加が参加し、開

会式には市長をはじめ多くの来

賓が来場し、盛大に行われた。参

加者の中には１００回の参加が

２名おり、式典の中で表彰が行わ

れた。また、今年は亥がデザイン

されたピンバッチが参加者全員

に配られた。希望者には先着でノ

ルディッ クポールの貸出も行い

１６名が利用した。

１００回参加の表彰

また、コース途中のふるさと村

では 甘酒の提供が行われ参加者

の多くが休憩として立ち寄り正

午までにゴールされた。

ふるさと村で甘酒の提供

「こだいら市民駅伝大会」

平成３１年２月３日（日）第３

９回こだいら市民駅伝大会が開

催され、１２４チーム、４９６名

が出走した。市内を周回するコー

スで１周約３.１キロメートルを

４人の襷リレーで行われた。

レース前の中央公民館前には

選手とその応援が集まり熱気に

包まれた。一般男子の部の第４区、

一般女子の部の第２区で区間新

記録が誕生し、レベルの高いレー

スとなった。また、この駅伝大会

ではシニアの部門も設けられて

おり１００人近い方がシニア部

門で元気に出場した。

スタートの様子

襷リレー

レースの様子



「小平グリーンロード歩こう会」

平成３１年４月１４日（日）に

３８回目となる小平グリーンロ

ード歩こう会が開催された。あい

にくの曇天ではあったが２００

名を超える参加があり、自身に合

わせた距離を元気に歩いた。

参加者の約半数が１周２１キ

ロメートルのグリーンロードを

完歩された。

このイベントは小平市の歩け

歩け事業の１つで参加回数に応

じた表彰が行われている。今回は

１０回目の参加者が２０名、２０

回が１名、３０回が１名、１００

回目が２名表彰された。

途中のチェックポイントの様子

東大和市駅～小平監視所区間

「都民体育大会・

東京都障害者スポーツ大会」

令和元年５月３日（金・祝）に

第７２回都民体育大会・第２０回

東京都障害者スポーツ大会合同

開会式が東京都調布市武蔵野の

森総合スポーツプラザで開催さ

れた。小平市からは入場行進を務

める選手団が参加した。

当日の交歓プログラムでは今

年日本で開催されるラグビーワ

ールドカップにあわせてラグビ

ーの基本知識等のデモンストレ

ーションが元日本代表の今泉清

出演のもと行われた。

都民体育大会は４月２８日～

６月９日まで、東京都障害者スポ

ーツ大会は５月３日～翌年３月

７日まで都内各所で開催される。

選手団入場

小平市選手団

会場全体の様子

シニアスポーツ振興事業の報告

「初・中級者親睦

ミックスダブルス大会」

平成３１年１月２６日（土）に

卓球の初・中級者親睦ミックスダ

ブルス大会が小平市民総合体育

館で開催された。この大会は普段

大会に出場機会の少ない初級者、

中級者へ向けた大会として実施

された。参加者は８０名のであっ

た。

大会の内容も試合数を多くこ

なせるようにブロックごとに試

合が組まれそれぞれのブロック

ごとに順位が決定した。

また、お昼休憩には２０２０年

の東京パラリンピックを目指す

佐藤泰巳選手によるデモンスト

レーション、模範試合が行われた。

佐藤選手は台湾やチェコなどで

開催されている国際大会の団体

戦で数々のメダルを獲得、国内の

クラス別パラ卓球選手権大会シ

ングルスでは優勝を果たしてい

る。参加者は間近でのトップアス

リートのパフォーマンスに歓声

をあげていた。

開会式

試合中のラリー

試合の様子

佐藤選手のプレー



大  会  成  績

小平市バスケットボール協会 (市民大会)

中学生の部

優 勝 準優勝 第 3 位

男 子 花小金井南中 小平三中 小平六中

女 子 小平二中 花小金井南中 創価中

ミニバスケットの部

優 勝 準優勝 第 3 位

男 子 リトルブレイバーズ リトルマーベリックス 小川ミニバスケットボールクラブ

女 子 リトルマーベリックス 小川ミニバスケットボールクラブ エンデバーズ

小平ゲートゴルフクラブ  

大 会 名 優 勝 2 位 3 位

第 109 回クラブ大会

3/28(木)

男子 三浦義太郎 広瀬 義隆 清水 利夫

女子 国分 敦子 吹上美佐子 児島 明子

第 110 回クラブ大会

4/15(月)

男子 滝澤 照男 清水 利夫 齋藤 孝

女子 国分 敦子 大迫 幾子 児島 明子

第 111 回クラブ大会

5/7(火)

男子 広瀬 義隆 清水 利夫 遠藤 哲雄

女子 国分 敦子 小林 弘子 児島 明子

小平市軟式野球連盟

第 16 回連盟会長杯争奪軟式野球大会

優 勝 共立サンデーズ

準優勝 小平 Five Stars

小平市テニス協会（春季市民大会 2019 年 3 月 3 日～4 月 29 日）

優勝 準優勝 第三位 第三位

男
子

Ａ
安光悠人(ﾍﾞｲﾋﾞｰｽﾃｯﾌﾟ) 稲村侑亮(小平高校) 松本正和(ポールスタア) 西田雅一(素浪人)

狩谷大樹(ﾍﾞｲﾋﾞｰｽﾃｯﾌﾟ) 岩脇海(小平高校) 上嶋康弘(ポールスタア) 四ノ原冬徒(フリー)

Ｂ
中島圭祐(フリー) 後藤春鷹(ＳＴＣ) 中平慶隆(フリー) 倉持哲也(フリー)

瀬谷直希(フリー) 笹谷穣(ＳＴＣ) 加藤侑豊(フジノ) 米内山雅人(フリー)

女
子

Ａ
佐藤歩(フリー) 小林里咲(ルネサンス) 西田博子(フリー) 枝廣奈津子(小平ＴＣ)

宮下華子(サンテック) 藤本聖子(フジノ) 齋藤真奈美(フリー) 武智一恵(小平ＴＣ)

Ｂ
梛野まゆみ(ＳＳ) 安原晶巳(フリー) 山﨑順子(フリー) 歌川莉彩(小平南高校)

佐古久美子(フェアリー) 阿美明美(フェアリー) 有本牧(フリー) 松田遥香(小平南高校)

ミ
ッ
ク
ス

Ａ
牧窪修大(フェアリー) 長谷部翔(フリー) 清水克宣(フリー) 小山英之(すばる)

牧窪としえ(ＢＩＧＢＯＸ) 長谷部杏幸(フェアリー) 市邊菜穂(フリー) 小山満子(すばる)

Ｂ
峯木隆(ルネサンス) 土肥泰二(小平ＴＣ) 若尾春男(フリー) 米内山雅人(フリー)

小林里咲(ルネサンス) 武智一恵(小平ＴＣ) 若尾正美(フリー) 六田千津子(ＡＴＫ)

男

単

Ａ 牧窪隼大(フェアリー) 久保龍哉(フリー) 小泉渉(フェアリー) 四ノ原冬徒(フリー)

B 前田泰我(小平高校) 浅沼孝治(ブリヂストン) 鏑木真也(フリー) 金子剛(Ｔフレンズ)

女

単

Ａ 宮下華子(サンテック) 竹田菜穂子(昭和病院) 小菅瑞季(フリー) 石川浩子(ＢＩＧＢＯＸ)

B 恵良朋子(フリー) 中村香織(フリー) 小澤百合子(ハイボール) 渡辺ルツ子(フリー)



小平市陸上競技協会（第４５回小平市春季陸上競技記録会 2019 年 5 月 3 日）

種 目 １ 着 記 録

１００ｍ

小学共通男子 寺尾  向（花小金井小４年） １５秒９

小学共通女子 崎  夕唯（上宿小５年） １６秒３

中学１年男子 横堀 旭飛（花南中） １３秒８

中学２年男子 松井 高志（創価中） １２秒４

中学３年男子
渋谷 慈英（三中） １２秒５

秋吉 一樹（四中） １２秒５

中学１年女子 大賀 麻裕（四中） １６秒１

中学２年女子 綿引 咲彩矢（一中） １５秒０

中学３年女子 関口 純花（一中） １４秒４

一般男子 瀬戸口直雅 １１秒９

壮年男子 花岡 賢一 １４秒５

２００ｍ
中学共通男子 秋吉 一樹（四中） ２５秒８

中学共通女子 内藤 結子（四中） ３１秒２

４００ｍ 中学共通男子 松田 岬汰（三中） ５７秒９

８００ｍ

小学４年男子 石川 勇基 ３分２２秒６

中学共通男子 荒井 喬介（創価中） ２分２０秒９

中学１・２年女子 青木 夏蓮（四中） ２分４２秒１

中学３年女子 小松 奏未（四中） ２分５３秒３

１５００ｍ

小学共通男子 金子龍太（花小金井小） ５分３１秒１

中学１・２年男子 松浦 奏和（創価中） ５分１２秒６

中学３年男子 荒井 喬介（創価中） ４分５３秒０

中学共通女子 武富 彩夏（四中） ５分２５秒６

一般男子 米山 正吾 ４分５２秒４

壮年男子 石川 智史 ５分１９秒３

３０００ｍ

中学共通男子 髙橋 勇樹（花南中） １０分０９秒４

一般男子 石川 智史 １１分１１秒０

シニア男子 四日 幹庸（玉川上水） １５分１６秒５

１００ｍH
中学１・２年女子 正木 和心（一中） ２０秒４

中学３年女子 服部  詩（四中） １９秒４

１１０ｍH 中学２・３年男子 市川 翔悟（三中） １９秒９

４×１００ｍR
中学共通男子 小平三中Ⅽ ４８秒１

中学共通女子 小平一中 A ５６秒５

走幅跳

小学生共通男子 保谷  大（花小金井小） ３ｍ４０ｃｍ

小学生共通女子 栗山 瑛音（十四小） ３ｍ１１ｃｍ

中学共通男子 伊藤  誠（三中） ５ｍ７２ｃｍ

中学共通女子 寺澤 璃案（一中） ３ｍ８４ｃｍ

一般男子 藤井 涼太 ５ｍ３４ｃｍ

砲丸投

中学共通男子（４．００ｋｇ） 安部 禅喜（三中） ７ｍ９６ｃｍ

中学共通男子（５．００ｋｇ） 中山 敬太郎（花南中） ６ｍ２７ｃｍ

中学共通女子（２．２７ｋｇ） 小山 りか（一中） ８ｍ５５ｃｍ

高校男子（６．００ｋｇ） 古河 陽太（花南ＯＢ） １０ｍ５５ｃｍ

一般男子（７．２６ｋｇ） 布村  満 ８ｍ４２ｃｍ

走高跳
中学共通男子 大坪 宗生（花南中） １ｍ３５ｃｍ

中学共通女子 井上 慈子（花南中） １ｍ３５ｃｍ

小平市ゴルフ協会

第２回定例会（令和元年５月１４日）東京バーディクラブ

種 目 優 勝 準優勝

男子グロスの部 河 嶋 晃 仁 立 川 松 雄

男子ネットの部 藤 島 正 喜

女子グロスの部 浅 見 玉 江

女子ネットの部 田 中 かほる


