
    http://tokyotbg.a.la9.jp/

★第16回「全日本TBG選手権大会in東京」

日時：平成39年9月6日(木)・6日(木) 7日(金)        会場：府中市郷土の森サッカー場特設コース

主催：（一社）日本TBG協会                            主管：東京都TBG協会

後援:（公財）日本ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、東京都、府中市、（一社）東京都ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、他

◇9月6日 練習ラウンド、（一社）日本TBG協会創立30周年記念式典、懇親会

◇9月7日 個人戦競技   表彰式・閉会式

参加選手 147名（男子108名 女子39名） 東京都協会参加選手 77名（男子51名 女子26名）

早朝の小雨は間もなく止んだが、プレー中は強風に苦しめられる。しかし競技は予定通り進行し、表彰式・

閉会式へ。次回開催地、宮崎県協会会員から挨拶の後、閉会、解散。

◇個人戦競技 入賞者（各部門6位まで）

男子Ｓ（75歳未満） 男子GS（75歳以上） 女子Ｓ（72歳未満） 女子GS（75歳以上）

優 勝 山田 繁男（国分寺） 長野 勝輔（多摩市） 河野 幸子（練馬区） 小林觀音子（国分寺）

準優勝 倉盛 武義（宮崎県） 長山 道明（茨城県） 上田千恵子（江戸川区） 内山登志恵（八王子市）

３位 小下 幸平（小平市） 米山  明（江戸川区） 田中眞知子（宮崎県） 宮下久美子（八王子市）

４位 濱中  眞（青森県） 後藤  実（昭島市） 水澤 光子（江東区） 小泉美世子（小平市）

５位 尾崎 芳久（杉並区） 山田 栄吉（茨城県） 今井みや子（茨城県） 國澤 幸子（あきる野市）

６位 松山 紀夫（八王子市） 柏屋 政英（町田市） 山田 栄子（立川市） 塩山 孝子（中央区）

★スポーツ博覧会 東京2018  

会場：国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーンゆめ広場 ＜TBG＞10月7日(日) 10時～17時

主催：東京都、(公財)東京都ｽﾎﾟｰﾂ文化事業団、（一社）東京都ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、共催：昭和記念公園  

主管：東京都TBG協会 協力：普及委員会、競技委員会、立川市TBG協会、他。

「ニュースポーツEXPOin多摩」としてこの会場で実施されてきたが、今年度発展的にリニューアル

された。TBG体験コーナーのスペースは従来より広くなる。体験プレーには745人が参加した。

★スポーツ祭 2018「レッツ・チャレンジ！おもしろスポーツ」

主催：スポーツ庁、(公財)日本ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、他多数の団体。後援：東京都、北区、板橋区、他。

運営協力：（一社）日本TBG協会を含め、各種ｽﾎﾟｰﾂ・競技団体多数。

会場：国立スポーツ科学センター、味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場、屋外テニスコート(TBG ｺｰﾅｰ)、他。

日時：10月8日(月・祝) 9時15分～15時30分

主管：東京都ＴＢＧ協会、協力：普及委員会、練馬区TBG協会。

TBGコーナーでは小学生れの家族などで賑わい、503人の来場者が体験プレーを楽しんだ。

★公認指導者認定講習会実施

日時:9 月 1 日(土)   主管:東京都 TBG 協会 協力:競技委員会  会場:第２武蔵野しろがね公園

公認指導者認定講習会 合格者 28 名（男子 21 名、女子 7 名）

氏 名（協会名） 氏 名（協会名） 氏 名（協会名） 氏 名（協会名） 氏 名（協会名）

安部 智春（昭島市） 菊地 明夫（日野市） 滝口ヤス子（八王子市） 太田 丸郎（立川市） 伊藤 義幸（立川市）

増田 敦志（東久留米） 藤井 健治（日野市） 佐藤 直子（八王子市） 新川 進司（立川市） 小野寺健二（東大和市）

三田 栄子（国立市） 秋山 春生（日野市） 篠﨑 初子（八王子市） 高橋 勝亜（立川市） 西川 元茂（武蔵野市）

阿部 忠志（多摩市） 島  洋子（日野市） 清水 幸人（八王子市） 金光 英夫（立川市） 樺島四男美（国分寺）

小野 令三（多摩市） 藤井 矩子（日野市） 小田切賢次（八王子市） 出村 信之（立川市） ―

秋元 正浩（日野市） 金原 幸雄（杉並区） 柳瀬 康彦（八王子市） 萩原  衛（立川市） ―
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東 京 都 Ｔ Ｂ Ｇ ニ ュ ー ス

★第30回都民スポレクふれあい大会

主催 （一社）東京都ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会 東京都

主管 東京都ＴＢＧ協会

表彰  男女別、年齢クラス別、

会場ごとに、上位３位までを表彰

＊特別賞 大会当日 85 歳以上の参加者

男女別、年齢別は表の通りとする（大会当日）。

ｸﾗｽ 男子 女子

M 74 歳未満 73 歳未満

S 74 歳以上 73 歳以上

＊参加者総数 571 名（男子 412名 女子159 名）

＊特別賞表彰者   23名（男子 23名 女子0 名）

☆ 国営昭和記念公園 9月12日（水）

協力 立川市 TBG協会

参加者 179 名（男子121名 女子58名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 藤井 弘美 68 山田 栄子 70

S 根岸仙太郎 68 田中喜美子 74

☆小松川運動公園 9月15日（土）

協力 江戸川区TBG 協会

参加者 169 名（男子1180名 女子51 名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 田中  正 74 水澤 光子 73

S 石川 憲志 71 松村 京子 83

☆町田市山崎第二ｽﾎﾟｰﾂ広場 9月21日（金）

参加者 85 名（男子66 名 女子 19名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 安本 好孝 78 内山登志恵 84

S 長野 勝輔 76 伊藤 美晴 80

☆府中市武蔵野の森公園 10月2日（火）

協力 府中市 TBG協会

参加者 138 名（男子107名 女子31名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 吉野 秀明 82 四ノ原治美 81

S 三好 吉治 77 土岡 栄子 79

★第122回公認指導者競技大会

日時 9月29日（土）  場所 小松川運動公園

主管 江戸川区TBG 協会

参加者 127 名（男子95名 女子32 名）

男子優勝者 数 班 女子優勝者 数

甲原 正則 58-60 42 A 小泉美世子 69-64 11

藤井 憲正 72-59 25 B 川村 ミネ 81-70 8

千葉 正信 91-61 18 C 三宅 絢子 88-61 12

鈴木 秀咲 73 10 般 新井 茂子 82 1

ベストグロス

氏   名 所 属 スコア

男 甲 原 正 則 昭 島 58

女 上 田 千恵子 江戸川 65

こ れ か ら の 行 事

★第123回公認指導者競技大会

日時 10 月18日（木）  予備日10 月19 日（金）

場所 八王子市戸吹スポーツ公園

主管 八王子市TBG 協会

★東京みんなのスポーツ塾

日時 10 月27日（土）  場所 駒沢オリンピック公園

主催 東京都 （一社）東京都ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会

主管 東京都 TBG協会

★第17回東京都交流大会

日時 10 月30日（火）  予備日11 月06 日（火）

場所 府中市郷土の森公園

主管 府中市・杉並区TBG 協会

★第4回東日本TBG交流大会

日時 11 月10日（土）・11 日（日）

場所 滋賀県甲賀市 甲南中央運動公園内ｻｯｶｰ場  

主催 (一社)日本TBG 協会   主管 滋賀県 TBG協会

＊東京都協会から 27 名が出場予定

★シニアスポーツ振興事業（東地区）

日時 11 月14日（水）    場所 新砂 TBG コース

主催 東京都  （一社）東京都ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会

主管 東京都 TBG協会

★第67回東京都オープン大会

日時 11 月15日（木）  予備日11 月22 日（木）

場所 日野多摩川グランド

主管 日野市・昭島市TBG 協会

★はばたきTBG競技大会

日時 11 月17日（土）

場所 東京都障害者総合ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ 北区中央公園

主催 東京都障害者総合ｽﾎﾟー ﾂｾﾝﾀｰ

主管 東京都 TBG協会    協力 普及委員会

★第124回公認指導者競技大会

日時 11 月28日（水）  予備日12 月 5日（水）

場所 都立武蔵国分寺公園 主管 国分寺TBG 協会


