


東 京 都 Ｔ Ｂ Ｇ ニ ュ ー ス

★第31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

＊参加選手数 591 名 （男子 429 名 女子 162 名）

＊特別賞 大会当日85 歳以上の参加者

＊特別賞表彰者 32名（男子 30名 女子 2名）

☆ 国営昭和記念公園 9月11日（水）

協力 立川市・日野市・昭島市TBG協会、

参加者 163 名（男子 121 名 女子 42名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 山田 繁男 68 手塚 百合子 84

S 根岸 仙太郎 69 田中 喜美子 85

☆小松川運動公園 9月14日（土）

協力 江戸川区TBG 協会

参加者   160名（男子107 名 女子53 名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 藤崎 俊雄 77 上田 千恵子 70

S 武藤 光夫 72 塩山 孝子 84

☆木曽山崎グランド 9月13日（金）

協力 多摩 TBG協会、町田市 TBG協会

参加者 118 名（男子 89名 女子 29  名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 野口 勲 78 片山 幸代 84

S 長野 勝輔 75 宮下 久美子 82

☆武蔵野の森公園 10月2日（水）

協力 府中市 TBG協会

参加者 150 名（男子 112 名 女子 38 名）

ｸﾗｽ 男子優勝者 女子優勝者

M 宮崎  毅 76 四ノ原 治美 83

S 大森 清春 73 市川 博子 88

★第129回公認指導者競技大会

日時 9月28日（土）  場所 小松川運動公園

主管 江戸川区TBG 協会

参加者 140 名（男子104名 女子36名）

男子優勝者 数 班 女子優勝者 数

青山 正明 72-65 49 A 田中 喜美子 76-71 9

西村 敏幸 79-65 28 B 佐藤 まさみ 84-74 12

小野津倍洋 80-62 18 C 伊原千恵子 87-58 14

小林 和夫 86 9 般 真板 道代 94 1

ベストグロス

氏   名 所 属 スコア

男 渡 辺 何 夫 江 東 71

女 田中 喜美子 東村山 76

こ れ か ら の 行 事

★第130回公認指導者競技大会

日時 10 月17日（木）  予備日10 月18 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

★第5回東日本TBG交流大会

日時 10 月19日（土）・20 日（日）

場所 青森スポーツ会館 特設コース

＊東京都協会から 12 名が出場予定

★第17回全日本TBG選手権大会

日時 10 月23日（水）・24 日（木）

場所 宮崎県日南市ターゲット・バードゴルフ場

＊東京都協会から 17 名が出場予定

★東京みんなのスポーツ塾

日時 10 月26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19回東京都交流大会

日時 1１月１日（金）  予備日11月8 日（金）

場所 木曽山崎グランド

主管 町田市 TBG協会

★東京都女子オープン大会

日時 11 月6 日（水）  予備日 未定（後日連絡）

場所 昭和記念公園

主管 東京都 TBG協会 競技委員会 立川市 TBG協会

★第71回東京都オープン大会

中止：日野多摩川グランドが台風19号により使用不能に。

（日時 11 月14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16日（土） 予備日 11月 17 日（日）

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131回公認指導者競技大会

日時 11 月27日（水）  予備日 12月 4 日（水）

場所 都立武蔵国分寺公園 主管 国分寺TBG 協会

★シニアスポーツ振興事業（西地区）

日時（12月）・場所 変更；後日連絡（台風19 号の影響）

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


