
 

 

第 48回大和市民総合体育大会 

太極拳競技 
 

 

会場  大和市立つきみ野中学校武道場 

日時  2006年 8月 27日 10:00～13:00 

 

 

 

大 和 市 

 

 

 

 

 

 

 

主催 大和市教育委員会・大和市体育協会 

主管 大和市太極拳協会 

協賛 大和市地区体育振興会 

大和市体育指導員連絡協議会 

     （財) 大和市スポーツ振興公社 



9:30   開場 

選手受付開始 

9:50   開会式 

開会挨拶  大会会長  佐藤 衛 

審判団紹介 審判長  椎名 功 

執行審判  1号 金井 逸郎 

   2号  延原 登美子 

   3号  小須田 正孝 

   4号  田波 浩子 

   5号  海井 咲子 

套路審判  佐藤 明 

計時  岩間 みさ子、 鎌倉 史子 

10:00   競技開始 

団体の部 

順番 地区 監督 出場者 得点 

1 深見 角田 信子 飯村 敦子、佐方 栄子、福士 明美、吉村 綾子 

高瀬 健治、狩野 満喜子、明吉 葉子 

 

2 桜丘 海井 咲子 執行 隆司、清島 涼子、赤松 貞美、田口 紀子 

執行 淑子、田窪 武彦、田窪 豊子、吉本 たか子 

 

3 渋谷西 佐伯 清一 山田 辰吉、白坂 忠久、河野 桂子、田島 房子 

福士 まち子、高橋 敦子、佐伯 清一、佐伯 いつ子 

 

4 柳橋 田中 戦治 勝田 めぐみ、倉田 留美子、手塚 代美子、長谷川多寿子 

佐々木千津子、長澤 英雄、川内野 拓二、斉藤 明子 

 

5 南林間 関根 榮二 長谷川 久人、長谷川 田鶴子、松尾 洋三、清野 孝子 

平山 愛子、福井 弘子、多田 傑、多田 美保子 

 

6 大和北 金子 満 安井 清享、子安 あけみ、野崎 和賀子、赤沼 淳子 

桑原 信一、金子 満 

 

7 中央林間 片岡 春樹 椎名 紀子、大橋 桂子、永田 千代美、入野 ヨシ子 

鈴木 京子、 片岡 春樹 

 

8 渋谷東 昆 智恵子 広島 雅子、曽根 幸彦、松木 正治、昆 智恵子 

 

 

9 大和 池田 貢 望月 則男、望月 葉子、杉浦 峡子、竹村 直美 

杉本 英子、下西ノ園 理恵、沖島 一枝 

 

10 草柳 岩間みさ子 上田 幸代、地曳 幸子、中村 慶子、下田 有理砂 

金沢 信夫、金沢 清子、砂田 みさ子、川端 ノリ子 

 

11 西鶴間 荒木 孝信 金花 和子、渡辺 亜紀、山本 津子、佐々木 みちよ 

高橋 純臣 

 



個人の部 

11:10   24式女子 

順番 地区 氏名 得点 

A 深見 角田 信子  1 

B 桜丘 清島 涼子  

A 渋谷西 福士 まち子  2 

B 柳橋 斉藤 明子  

A 南林間 斎藤 慶子  3 

B 大和北 三浦 雅子  

A 中央林間 鈴木 京子  4 

B 渋谷東 昆 智恵子  

A 大和 天野 光  5 

B 草柳 上田 幸代  

A 西鶴間 山本 津子  6 

    

 

11:50   24式男子 

順番 地区 氏名 得点 

A 深見 高瀬 健治  1 

B 桜丘 執行 隆司  

A 渋谷西 山田 辰吉  2 

B 柳橋 川内野 拓二  

A 南林間 関根 榮二  3 

B 大和北 安井 清享  

A 中央林間 片岡 春樹  4 

B 渋谷東 松木 正治  

A 大和 望月 則男  5 

B 草柳 鈴木 仁志  

A 西鶴間 高橋 純臣  6 

    

 

 

12:30   表彰式 

 

12:40   閉会式 

 講評／閉会挨拶 大会運営委員長 椎名功 

 

 



第 48回大和市民総合体育大会太極拳競技実行委員 

 

大会会長  佐藤 衛 

大会運営委員長 椎名 功 

大会実行委員長 大野 麻美 

受付・接待 太田田鶴子  渡辺 亜紀  手塚代津子  布施 美保  福士 まち子  中村 慶子 

放送  小川 徳子  渡辺 眞理子  藤原 牧子 

設営  長澤 英雄  高橋 純臣  片岡 春樹  田中 戦治  望月 則男  金平 征 

審判  海井 廣義 

記録  川内野 拓二  立花 隆輝  野崎 秀玄 

表彰  浅田 耕作  渡辺 早苗 

進行  宇都宮 徳久  山口 紀子  平山 壽恵  大井 俊夫 

事務  中山 智由  高橋 純臣  永田 千代美 

会計  永田 千代美 

 

 

 

 

 

 

 

つきみ野中学校へのアクセス 

■駐車場はありません。公共の交通機関をご利用ください。 

東急田園都市線  つきみ野駅 下車 徒歩 5分 

小田急線  中央林間駅 下車 徒歩 8分 

 


