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江東区民ゴルフ大会結果
9月5日に若洲ゴルフリンクスで江
東区民ゴルフ大会が開催されまし
た。入賞されました皆さんをご紹介
します。

男子の部
優勝
尾又 国夫
準優勝 成末 秀男
第三位 諏訪 邦彦

公益財団法人
女子の部
優勝
佐藤 牧
準優勝 橋本 真佐子
第三位 塩山 孝子

江東区民陸上競技大会結果

ＭＩＮＩ

〒135-0016 江東区東陽2丁目1番1号
TEL 3647-5402 FAX 3647-5048

今年も思い出をたくさんつくろう

9月３日に夢の島競技場で江東区民陸上競技大会が開催されました。
結果は、公社ホームページでご確認ください。
http://www.koto-hsc.or.jp/sports_festival/post_24.html#res

１０月「深川カヌー安全講習会」
深川スポーツセンターを拠点にしてカヌーツアーを行っています。「水彩都市・江東」を
代表するスポーツにあなたも参加してみませんか。
※一般公開のカヌーツアーへの参加には、事前に安全講習会に参加することが必要です。
●日 時
●会 場
●対 象
●申込み

●持ち物
●問合せ
●参加費

平成29年10月14日（土）9:00～12:00（講義1時間・実地1時間30分）
深川スポーツセンターおよび大横川
区内在住・在勤・在学の15歳以上の方（定員5名。応募が多数の場合は抽選）
往復はがきに①カヌー安全講習会②氏名（ふりがな）③住所※在勤(在学)の場合、会社名(学校名)と
住所④生年月日⑤電話番号を記入し、〒135-0044 越中島1-2-18 深川スポーツセンターへ
9月２６日（火）必着 当選された方は10月９日（月）までに入金をお願いします。
着替え一式、飲み物、帽子
深川スポーツセンター
☎3820-5881
FAX3820-5884
3,850円（平成30年3月まで有効の保険料を含む）
今年も、区内3年⽣から6年⽣を対象とした「⼩学⽣スーパードッジボールＫＯＴＯチャンピオンズリーグ」の予

江東区出身パラカヌー選手が活躍

選会を兼ねたセンター大会シーズンがやってきました。この大会は、スポーツを通じての区内地域間交流と⼩学⽣

東京2020パラリンピック競技大会・カヌースプリント
競技出場を目指す“瀬⽴(せりゅう)モニカ選⼿(19歳)”と“諏
訪正晃(すわ まさあき)選⼿(31歳)”の2選⼿が8⽉23⽇に
チェコ・ラシセで⾏われたパラカヌー世界選⼿権大会で、
瀬⽴選⼿は8位入賞、諏訪選⼿は準決勝進出と両選⼿とも
に世界の大舞台で好成績を挙げました。
東京2020パラリンピ ック競技大 会のカヌー 競技会場
は、中央防波堤に新たに整備される海の森⽔上競技場で⾏
なわれます。江東区出身の選⼿が頑張れるよう応援してい
きましょう。

の体⼒向上を目的に開催され、今年で11回目の大会となります。
昨年は、各地域での予選会に218チーム2,364名が参加、予選を勝ち抜いた48チーム516名がチャンピオンズリー
グに参加し熱戦が繰り広げられました。
今年も、⻲⼾地区での予選会を⽪切りに6ブロックの予選会が開催されます。
区内⼩学⽣の皆さんの参加をお待ちしております。

●

世界選手権での瀬立モニカ選手

深川北スポーツセンター改修工事に伴う休館のお知らせ
深川北スポーツセンター（平野3-2-20）は、設備改修工事のため平成29年10月10日（火）から
平成30年3月末日（予定）まで、全館休館いたします。
<改修工事内容>
空調設備の改修と増設、ボイラー、プールろ過装置等の大型設備運転機器の交換、オーバーホールを行います。
問合せ 深川北スポーツセンター ☎ 3820-8730 FAX 3820-8731

●

●

●

●

★ 休館日のお知らせ（10月分）★
10/10（火）・10/23（月）
毎月第２・４月曜日は休館日です。祝日と重なった場合は、翌火曜日が休館日となります。

●

センター大会のお知らせ
⼩学校ごとに各地域指定の予選会への参加となり
ます。予選会の会場・対象学校・⽇程は次のペー
ジにあります。
各大会の要項は、予選会担当スポーツセンターよ
り対象の⼩学校へ配付します。
※開催時期により配付時期が異なります。
チームは、同学校・同学年の８名以上１５名以下
の男⼥混合で編成してください。
試合には、必ず前後半とも1名以上の⼥⼦を参加
させてください。
試合は、学年別で⾏います。
各大会の競技時間・対戦方法は、申込みされた全
チームが参加できるようにするため、調整する場
合があります。

予選会について

Q＆Aは３Pで

(2) 平成29年９⽉20⽇発⾏

フィットこうとうMINI

№132（平成29年10⽉号）

平成29年９⽉20⽇発⾏

チャンピオンズリーグ開催日程

フィットこうとうMINI

№132（平成29年10⽉号） (3)

ドッジボール大会Q＆A

「小学生スーパードッジボールＫＯＴＯチャンピオンズリーグ」の予選会の日程となります。各予選会の学年別
優勝・準優勝チームが、スポーツ会館での本戦に出場できます。

昨年度にあった問合せや試合中の疑問をQ＆Aでお答えします。このほかに
も質問等ございましたら、担当区域のスポーツセンターまでお問合せくださ

センター大会名
亀リンピック2017 第21回
小学生学年別スーパードッジボール大会

日時

10月21日（土）
※10月22日（日）

※21日は1・2年生の親睦大会

第10回 スポーツ会館
小学生スーパードッジボール大会

第12回 有明スポーツセンター
小学生スーパードッジボール大会

第10回 深川スポーツセンター
小学生スーパードッジボール大会

第16回 深川北スポーツセンター
小学生スーパードッジボール大会

第21回 東砂スポーツセンター
小学生スーパードッジボール大会

大会名（決勝大会）
第１１回
小学生スーパードッジボール
ＫＯＴＯチャンピオンズリーグ

11月12日（日）

11月19日（日）

12月3日（日）

12月10日（日）
深川北スポーツセ
ンターは、改修工
事のため会場が深
川スポーツセン
ターになります。

12月17日(日)

開催施設
亀戸スポーツセンター
亀戸8-22-1
℡ 5609-9571

スポーツ会館
北砂1-2-9
℡ 3649-1701

有明スポーツセンター
有明2-3-5
℡ 3528-0191

深川スポーツセンター
越中島 1-2-18
℡ 3820-5881

深川スポーツセンター
越中島 1-2-18
℡ 3820-5881

東砂スポーツセンター
東砂4-24-1
℡ 5606-3171

日時

開催施設

2018年
2月18日（日）

江東区スポーツ会館
北砂1-2-9
℡ 3649-1701

対象小学校
第一亀戸小学校
第二亀戸小学校
香取小学校
浅間竪川小学校
水神小学校
第一大島小学校
第二大島小学校
第四大島小学校
砂町小学校
第四砂町小学校
小名木川小学校
北砂小学校
南砂小学校
亀高小学校
豊洲小学校
豊洲西小学校
豊洲北小学校
東雲小学校
有明小学校
枝川小学校
辰巳小学校
第二辰巳小学校
明治小学校
臨海小学校
越中島小学校
数矢小学校
平久小学校
東陽小学校
南陽小学校
深川小学校
八名川小学校
川南小学校
扇橋小学校
元加賀小学校
毛利小学校
東川小学校

い。

Q
計5校

A
計9校

計8校

計9校

ケガをして当⽇参加できなくなりまし
た。ベンチで応援はできますか？

Aチームの選⼿が当てるための投球をしたとはみなさ
れず、ヒットにはなりません。プレーはそのまま継続
します。

A

受付の際に、ケガをして当⽇の試合に参
加できない旨を申し出ることで、ベンチ
での応援ができます。ただし、当⽇の全
ての試合に出場できません。

Q

登録していた⼥⼦が、病気で参加でき
なくなりました。男⼦だけで参加でき
ますか？

A

予選会当⽇までメンバーの変更や追加を
できますが、⼥⼦が参加しないチームは
競技チームとして認められないため、失
格となります。

足でボールを止めたりしても大丈夫ですか？

A

足でボールを止めにいったプレーは、全て故意のキッ
クの反則として相⼿内野ボールとなります。偶然、足
に当たった場合は、反則になりません。

Q

ジャンプボールをした選⼿を第1投で攻撃できないルー
ルを利⽤して、チームメイトを守っても大丈夫ですか？
競技マナー違反として厳重注意されます。

Q

交代選⼿のいないチームで負傷者が出た場合、競技時間
終了までにコートへ戻れなかった時は、ゲームベストの
数はカウントされますか？

A

前半・後半終了時でコート内でゲームベストを着⽤して
いる選⼿のみをカウントします。

計7校

第三大島小学校
第五大島小学校
大島南央小学校
第二砂町小学校
第三砂町小学校
第五砂町小学校
第六砂町小学校
第七砂町小学校
東砂小学校

Q

Q

A
計7校

AチームのパスをAチーム選⼿が触れたが捕球できず、
そのままBチームの選⼿に当った時、ヒットになります
か？

Q

線を踏まずにコートの外の空中に浮いているボールを
取った場合はどうなりますか？

A

ゲームはそのまま継続になります。

Q

相⼿チームが投げたボールが床に着くのと
同時に捕球した場合はどうなりますか？

A

捕球した選⼿はヒットとなり、捕球した選⼿
以外からゲーム再開となります。

出場チーム

各センター大会
上位2チーム（各学年）

Q

本番の試合で使⽤するボールで練習した
いのですが？

A

モルテン社製の型番D3C5000で、
0.25-0.35bar または 250 –350hpa の
空気圧で試合を⾏います。

Q

ケガや体調不良で予選会を⽋席した選⼿
でもチャンピオンズリーグに出場できま
すか？

A

予選会にエントリーしていれば、出場で
きます。

