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★ 第 12 回全日本ＴＢＧ選手権大会（速報）
日時：平成 26 年 11 月 16 日（日）、17 日（月） 場所：都立辰巳の森海浜公園仮設ＴＢＧコース
◇第１日（11 月 16 日）開会式（13:00～13:40）、競技二人組戦（13:45～15:40）
歓迎パーティー（18:30～20:30）
イ）開会式：開会宣言のあと、木村清衣衛 日本ＴＢＧ協会副会長の主催者挨拶に続いて、大会委
員長岡崎都協会長の歓迎の言葉があり、来賓としてお招きした日本レクリエーション協会
丸山正 専務理事の日本協会に激励の挨拶を頂き始球式のあと競技に移った。
ロ）二人組戦：参加者 116 名（女組 他県 5、東京 5、特別 6、計 16 名）
（男組 他県 24、東京 8、
特別 18 計 50 名）（女男組 他県 16、東京 14、特別 20、計 50 名）
ハ）歓迎パーティー：参加者 135 名、会場：江東区潮見ＡＰＡホテル宴会場
日本ＴＢＧ協会赤川一郎副会長の挨拶の後、日本協会鈴木理事長の乾杯でパーティーに入る。
司会の伊藤専務理事、山田繁男両氏の洒脱な運営のもと、会の中ばで二人組戦の表彰式を行い、
引き続いて参加都県の全員が壇上に上がり、各地のお国自慢など披露し大いに盛り上がり、最
後に全員で今後の日本協会の発展を誓う雄叫びをあげ閉会となった。
◇第２日（11 月 17 日）選手権大会個人戦（9:00～11:30）、参加者 114 名、選手権大会（男 48 名、
女 25 名、73 名）、特別（男 25 名、女 16 名、計 41 名）
イ）競技：順調に進行し予定時間内に終了。ロ）表彰式：表彰は入賞者の表彰の他、夫婦賞、最
高齢者賞、特別賞を授与。ハ）閉会式：表彰式に続き閉会式を行い、木村副会長の閉会の挨拶
をもって２日間に亘った大会の幕を降ろした。
成績（入賞者 但し飛び賞は除く）
○（女子）選手権（シニア）

氏
名
順位
都県
水沢 光子 東京
優勝
準優勝 上田千恵子
東京
横山 三穂 東京
三位
○（男子）選手権（シニア）
山田 繁男 東京
優勝
準優勝 岡本 保規
岡山
渡辺 何夫 東京
三位
村上 卓志 広島
四位
大塚 好秀 東京
五位
甲原 正則 東京
六位

（Ｇシニア）
スコア

72
75
76

氏
名
三木喜久子
塩山 孝子
伊藤 美晴
（Ｇシニア）

特別参加（シニア）
都県
岡山
東京
東京

氏
名
巨田 和子
五十嵐美佐子
木村百合子

都県
東京
東京
東京
特別参加（シニア）
72 金子 純也 東京
73 大岩根満行 東京
75 石垣 雅己 東京

スコア

71
72
75

（Ｇシニア）
スコア

85
88
89

氏
名
伊藤 君子
大熊 治子
原山マリコ

都県
東京
東京
東京

スコア

83
87
90

（Ｇシニア）

68 根岸仙太郎 東京
73 鳥居 章雄 東京 69
68 古田土宗則 茨城
76 久保 茂雄 東京 70
肇 岡山
69 久常
80 小林 秀夫 東京 72
平久井五男 東京 74
70 市川 良行 東京
76
米山
明 東京 75
71 福永 嘉春 徳島
78
71 池上 良雄 鹿児島 78
註：選手権出場者の男女共シニア・Ｇシニアの上記記載の選手が次年度（平成 27 年度）の全日本選手権のシ
ード権を獲得されました。
○二人組戦（各組 優勝者のみ）数字はスコア
選手権（女・女組）三木喜久子・道廣幸子（岡山県・74）、（男・男組）内田照吉・植月勝司（岡山県・71）
(女・男組)上田千恵子・山田繁男（東京・63）
特別参加（女・女組）木村百合子・巨田和子（73）、（男・男組）小林秀夫・鳥居章雄（68）
（女・男組）小林觀音子・秋山光博（77）
（成績表の詳細と写真集はホームページ http://tokyotbg.a.la9.jp/に掲載してあります。）

☆協会訪問４

昭 島 市 Ｔ Ｂ Ｇ 協 会

会長：甲原正則
設立：平成 9 年 7 月、前会長三田一巳氏により
７名で立ち上げ
モットー：会員相互の親睦をはかり健康な体
を創ろう
①会員数：51名(男子37名、女子14名)
都協会員40名 (公認指導者20名）
②練習会場：⑴宮沢広場（火・金 12:45～
16:00）⑵くじら運動公園（第２、第４水 12:45
～16:00）⑶エコパーク公園（月 9:00～12:00）
⑷陸上競技場（第２、第４木 8:45～10:45）
③競技会：⑴月例会⑵夏・冬昭島杯⑶一泊研修
⑷県外研修⑸年会⑹西部地区交流大会⑺体協
市民大会⑻東大和協会との交流大会
④普及活動：くじら運動公園、エコパーク公園、
毎週月曜日実施
⑤会費：2,400 円（年）

☆協会訪問５

昨年 12 月月例会（12/17）に広報委員会（山
北、秋山、高橋）で訪問。当日も 40 名以上の会
員が競技に打ち込んでいました。練習会場に恵
まれ、練習量も多く、都を代表する選手でもあ
る甲原会長の指導の下、協会全体のレベルが非
常に高い印象を受けた。今後更なる発展を期待
します。（山北 記）

東村山市ＴＢＧ協会

会長：増澤秀人
まった。会場に到着したときには天候は回復
設立：平成８年４月
していた。月例会は延期にして練習する
会員数：69 名（男子 50 名、女子 19 名）
ことにしたとのこと。
練習：⑴東村山市運動公園（毎水・金は隔週）、
参加予定者は 45 名、これだけの悪天候を経て
⑵久米川少年野球場（月・金；隔週）、⑶南台
も 35 名の練習参加者がグランドで待機。会員
小学校（日；隔週）
の皆様の結束の強さと活力を感じた。広報委
年会費：6,000 円
員として訪問した山北、高橋、秋山も練習ラ
福井初代会長以後、本保会長、尾野会長を
ウンドに加わりＴＢＧを楽しむことになった。
経て、今年４月より増澤新会長就任。副会長・
今後の発展を期待します。（秋山 記）
事務局長・会計・企画担当理事も新たに就任
し、女性３名を加え、11 名の役員で運営にあ
たっている。60 歳代の新役員を中心に活発な
意見交換がなされている。会員の親睦、会員
の増加、さらに会員全体の技術の向上を目指
して活動している。
6 月 13 日（金）、12 時から始まる月例会に
あわせて訪問。しかし、車での移動途中に猛
烈なにわか雨、雹（ヒョウ）にみまわれてし
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○ＴＢＧニュース№71 号の記事一部訂正の件
ＴＢＧニュース№71 号で一部記事に誤りがありました。お詫びの上、訂正します。
☆都民スポレクふれあい大会
１）西地区 9 月 16 日（火）府中武蔵野の森
２）中地区 9 月 17 日（水）国営昭和公園を
公園を中地区に訂正する。
西地区に訂正する。
協力 立川市、日野ＴＢＧ協会を府中、
協力 府中、杉並ＴＢＧ協会を立川、日
杉並ＴＢＧ協会に訂正する。
野、昭島市ＴＢＧ協会に訂正する。

