
第５回ふじみ野市市民体育大会

全２４種目の入賞チーム・選手を一挙紹介いたします。（敬称略）
種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
朝野球 ９月７日～１０月１２日 軟式野球 ファッカーズ イーグルス バーバーズ

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
女子 びたみんＧ びたみんＳ びたみんＭ
シニア女子 あじさいＡ あじさいＢ コスモス

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
小・中学校の部 宮内　　希 卯木　伽奈子 佐藤　直斗
高校生の部 上甲　智士 澤田　詩織理 小池　寿典
初段以下の部 福田　実那美 高橋　真人 秋葉　美智子
２・３段の部 近藤　隆夫 吉川　真由 岡崎　龍夫
４・５段の部 後藤　武夫 三浦　　茂 堀井　和宏
称号の部 池谷　　茂 寺　　互郎 吉川　綾子

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
大井地域70歳未満男子 立石　　潔 三上　武志 鈴木　凱己
　　　　　　70歳未満女子 吉永　浄子 土岐　茂美 長嶋　知子
　　　　　　70歳以上男子 樺沢　貞夫 明石　政義 高橋　重治
　　　　　　70歳以上女子 伊藤　とし子 宮本　亮子 漆間　文子
上福岡地域70歳未満男子 島村　正雄 大竹　　剛 高崎　　勇
　　　　　　70歳未満女子 阿部　シズエ 寺石　紀之代 村上　勢都子
　　　　　　70歳以上男子 辨野　運蔵 新行内　光 麻野　清次
　　　　　　70歳以上女子 土屋　定子 山口　初江 渡辺　ヨシ子

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
トラップ 小室　貴昭 武島　由和 野村　　茂
スキート 土屋　洋輔 土屋　　肇 土屋　伸一郎

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
ゲートボール 10月16日 バラ アヤメ ゆり

9月26日

8月29日

9月11日

10月16日

10月10日

インディアカ

弓　道

グラウンド・ゴ
ルフ

クレー射撃



種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
３年生以下の部 柳下　雅彦 清水　剛世 川上遠矢 清水　泰空
４年生の部 山中　勇輝 宮沢　颯馬　 城内　孝俊 奥島　愛里
５年生の部 佐藤　翔城 岩崎　万理央 斎藤　秀憲 富田　英郁
６年生の部 石橋　優人 飯間　智広 勝畑　柾規 名倉　大貴
小学生　団体戦の部 大井剣友会 高階剣志会 東入間警察（Ｂ） 上福岡少年剣友会
中学生男子の部 戸坂　太陽 茂木　陽 鈴木　駿一 高橋　良輔
中学生女子の部 筆坂　莉音 岡野　江利加 小巻　玖美 多田　実代
一般男子の部 山中　皇幸 渡辺　俊庸 外輪　俊介 鈴木　路典
一般女子の部 齋藤　杏子 坂山　知子

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
一般男子 松本　信行 萩元　宝三郎 黒須　孝行
成年男子 中林　直樹　 尾身　博明 小林　孝夫
壮年男子 戒能　正憲 西澤　嘉和 増田　武二
一般女子 小熊　榮子 中川　富美子 吉田　喜美枝

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
幼年の部 大林　美学 寺岡　淳太 渡邉　　築 小野沢　燿
小学１年の部 柳沢　友之介 前川　華稀琉 山﨑　拓也 矢島　百恵
小学２年の部 渡邉　　匠 吉野　柾弘 梶本　剣吾 鈴木　紳之介
小学３年の部 池田　和磨 小田　　遼 高橋　駿平 熊谷　春希
小学４年の部 高橋　慎太郎 宮崎　勇太 坂本　大河 富田　陽輝
小学５年の部 梶本　剣人 小田　朋樹 佛淵　　仁 宮寺　航大
小学６年の部 久米　晃平 上原　優斗 早川　皓太 須賀　爽太
中学男子の部 鎌田　啓之 船津　椋伍 石神　元汰 山﨑　鉄也
中学女子の部 仲　真由佳 一戸　香澄 市川　知穂 市川　真由
一般男子の部 望月　大丘 大内　英明 滝沢　祐太 吉野　柾志

種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
小学男女２年生以下Ａブロック 大井ＦＣ 上福岡少年少女サッカークラブ 旭サッカースポーツ少年団 ふじみ野チャンプ
小学男女２年生以下Ｂブロック ＦＣ上福岡サンダース 上福岡ウイングス 大井ドラゴンズ 上福岡ラッシャーズ
リフティング大会Ａブッロク 上條　聖矢 渡部　颯太 朝賀　智哉
リフティング大会Ｂブッロク 植田　兼次 上山　壱成 下本　栞汰

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
５年生以下の部 上福岡第五クラブ 上福岡イーグルス 上福岡パワーズ 上福岡ジュピターズ
４年生以下の部 上福岡ジュピターズ 大井少年ファイターズ 大井ウエスト 上福岡イーグルス

9月19日

9月13日

10月24日

ゴルフ

柔　道

剣　道

少年サッカー

少年野球

11月21日

8月21日～9月25日



　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
壮年女子Ｂ 吉村　弘子 池口　佐智子
壮年女子Ａ 北澤　育代 伊佐野　真理美 宗像　加名子
一般女子 本名　沙織 柴田　洸香 小泉　　綾
壮年男子Ｂ 関谷　　庸 関本　義勝 青山　和男
壮年男子Ａ 冨田　幸治 中田　吉俊 佐藤　正輝
一般男子 長岡　誠孝 山岡　　徹 山田　一博

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
中篠　克哉 岩城　亮平 竹田　大和 山谷　侑輝
佐藤　諒太 中山　裕之 毛塚　祥太 末広　　陸
落合　めぐみ 久保田　葵 黒川　真由 青木　彩乃
大塚　智子 増田　英莉子 新井　もも 菅原　風花
昼間　　茂 内田　重信 河村　正男 斉藤　博之
高橋　邦彦 吉岡　　薫 岩上　　清 松島　清介
福島　利宏 名和　裕美 羽田　紀男
尾池　洋一 金尾　　洋 菊嶋　東洋雄
高橋　暁子 関根　美佳 木谷　陽子
松波　徳美 宮腰　敦子 岡田　みゆき
金尾　和恵 保田　友美 遠藤　浩子
明田　文子 野村　博美 最上　幸子

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
Ａブロック はけクラブ ＤＮＰファインエレクトロニクス ファイターズ 駒西ソフトボール
Ｂブロック イーストブルー ドルフィンズ 富士見台ソフトボール 大井バッキーズ
Ｃブロック みほのインパルス 桔梗ベァーズ 大井タウン 上野台サンデーズ

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
男子プラチナシニア 牧野　富篤 新堀　基一 高垣　米治
男子ゴールドシニア 坪井　和久 池田　三男 長本　金治
男子シニア 中村　　強 伴在　征富 内田　郁男
女子 斉藤　ヒデ子 渡辺　好子 佐々木　か代

平成２３年　２月１３日

9月19日

１１月　７日

スキー
（大回転）

中学生男子

中学生女子

一般男子Ａ
ソフトテニス

一般男子Ｂ

一般女子Ａ

一般女子Ｂ

ソフトボール ８月２９日、９月５日

ターゲット・
バード・ゴルフ

１０月　２日



　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
長谷部　耕三郎 森川　　茂 樋口　良一
中里　　貢 内田　　實 坂本　敏員
蓜島　四朗 中村　千鶴子 田中　次子
根本　美代子 伊藤　春江 荒木　スミヱ
久保田　智三 西田　幸三 阿部　五郎
小林　幸吉 島村　正雄 椎名　　慧
高見澤　美喜雄 初見　粂吉 野崎　和男
前田　時子 今井　良男 小川　静江
吉田　ノブ子 岡田　中七 葉葺　　清
林田　利子 古澤　嘉平 竹原　祐邦
新行内　　光 谷田　重康 小川　晃平
遠藤　雅敏 星野　光二 赤嶺　孝人
堀越　桂子 星野　七三子 松岡　晃平
清水　シゲ子 久保田　靖子 宮内　武雄
山内　幸一 鈴木　トミ 内田　吉行
関根　　登 藤田　照子 西田　睦子

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
一般シングル１位トーナメント 佐藤　　亮 藤田　東幸 田中　敏彦 高橋　宏行
　　　　 　　　　２位トーナメント 西澤　純一 杉森　暢尚 井上　大太 平岡　美妃
                 ３位トーナメント 内藤　愛香 有村　友斗 綾部　洋充 高橋　永樹
                 ４位トーナメント 白石　　和 本橋　　凱 内田　銀馬 高師　良二
シニアシングル１位トーナメント 石野　明美 工藤　ひろ子 坂本　達也 土屋　隆一
　　　　　　　　　　２位トーナメント 鶴間　　武 杉山　道夫　 丹治　國雄 江尻　富雄
　　　　　　　　　　３位トーナメント 新行内　光 浅見　光夫 菅沼　良治 小倉　四朗
　　　　　　　　　　４位トーナメント 備瀬　幸男 望月　貞一 神山　　晃 吉田　行宏
女子ダブルス１位トーナメント 帯部　美幸 関根　静子 前新　志那子 梶　　加寿子

大内　　梓 小笠原　由江 西川　多賀子 平柳　恵美子
　　　　　　　　 ２位トーナメント 遠藤　千代 長瀬　とみ子 宮田　桃子 遠藤　桃子

須藤　舞子 藤岡　昭子 小松　圭子 宮崎　八重
                 ３位トーナメント 柿沼　昭子 福島　優衣子 政所　まり子 小幡　紀恵子

石川　　遥 野田　スズ子 木村　歌子 高橋　けい子
                 ４位トーナメント 高山　月絵 松崎　初子 菅野　弘子

丸茂　由紀 内田　菜々美 戸枝　久枝
混合ダブルス 佐藤　　亮 中川　顕彦 遠藤　千代 田中　敏彦

帯部　美幸 平岡　美妃 有村　友斗 菅沼　由香

トリプル　Ｂブロック

トリプル　Ｄブロック

9月26日

１０月　３日

トリプル　Ｃブロック

卓　球

ダブルス　Ｂブロック

トリプル　Ａブロック

ダブルス　Ａブロック

ペタンク



　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
女子ベテランダブルス 内田　典子 細谷　佳代子 三浦　文子

上野　明子 細谷　典子 池田　加代子
男子ベテランダブルス 清水　和夫 林茂　喜男 加藤　玲紀

撰　　隆仁 菊池　孝三 川久保　弘
シニアダブルス 藤井　隆司 守谷　　勇

椎名　千秋 蕪木　利秋
男子シングルＡ 高木　浩太郎 小山　勝巳 金子　太郎
男子シングルＢ 三島　悠輔 高橋　　篤 伊与田　直哉
女子シングルＡ 宮下　亜紀子 大野　奈香子 須藤　珠美
女子シングルＢ 熊倉　由衣 田島　莉子 竹之内　聖子
男子ダブルスＡ 豊田　剛一　 安田　　努 竹村　政秀

永岡　徹司 榎本　真文 椎名　　将
男子ダブルスＢ 森谷　和真 伊与田　直哉 青山　和夫

千葉　祐輔 鈴木　網一 大谷　清栄
女子ダブルスＡ 大野　奈香子 内田　典子 平岡　栄子

近藤　さとみ 上野　明子 宮下　亜紀子
女子ダブルスＢ 武藤　範子 窪田　エミ子 山口　喜代子

松本　典子 今井　あづさ 大平　浅美
女子団体（１部） 上福岡ＫＴＧ　　Ａ 大井ファミリー　　Ａ ライジング
女子団体（２部） 藍 大井ファミリー　　Ｃ 大井クラブ
女子団体（３部） ゆずぼう ルネサンス　　　　Ａ 上福岡ＫＴＧ　　Ｂ
男子団体（１部） ＴＯＬＳ ＫＳＴ　　Ａ ＫＤＤＩ　　Ａ
男子団体（２部） ルネサンス　　Ａ ＪＵＭＰ☆ＵＰ！ 大井ファミリー　　Ｂ
男子団体（３部） ゆずぼう トライ　　Ａ トライ　　Ｂ

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
一般男子 ガンプションズ ＸＥＲＸＥＳ ステーロ 七福
一般女子 納豆 Ｄ－ＢＩＲＤ めるへん ＴＯＨＫＡ

１１月２８日、１２月５日
バスケット

ボール

９月１２日～１１日２８日
テニス



　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
男子ダブルスＡ 今井　周平 福井喜一 鍛冶田　重行

長井　　優 関根　　崇 大塚　星徳
男子ダブルスＢ 三木　弘幸 丸井　　功 渡部　哲哉

山内　哲也 新井　　晃 大塚　健一
男子ダブルスＣ 後藤　直人 杉本　佳久 中川　　淳

染谷　和男 雪平　雅彦 口田　淳一
男子ダブルスＤ 染谷　隆男 北地　康男 堀木　　豪

斉藤　　譲 荒川　秀秋 山本　健市
女子ダブルスＡ 小林　美樹 北田　伊吹 小田　眞由美

一條　千秋 鈴木　明日香 緑川　美雪
女子ダブルスＢ 橋本　輝子 森　　明子　 松田　佳子

入山　美枝子 北田　裕子 田中　幸子
女子ダブルスＣ 高橋　美芙香 山本　明子 池田　典子

田崎　榛菜 山本　綾香 堀口　麻里
女子ダブルスＤ 中山　彰子 佐藤　則子 石見　みき

大野　玲子 橋本　公世 後藤　多加美

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
男子６人制 誠風会 桜友会 染井吉野
女子９人制 中央 ００１　ＣＬＵＢ 朋星　　Ａ ひまわり

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
太極拳 １１月　７日 太極拳（集体） ふじみの太極拳サークル 大井太極拳同好会 さわやか健康クラブ

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
Ａブロック マッスルズ Ｃ－ＭＡＸ ループス バレットライナーズ
Ｂブロック ＢＣＣ レンピーズ オールディズ ハーツ
Ｃブロック プーン Ｂ・ＦＯＸ 黒龍 クラブゼウス
Ｄブロック 入間東部地区消防組合 ゴルゴ仙波 タケダクラブ マーリンズ

　種　目 期　日 部　門 １位 ２位 ３位 ３位
一般男子 松山　健吾 風間　清武 滝沢　正綱
一般女子 村上　直子 澤井　みどり 飯田　典子

２３年　１月２３日

10月24日

９月　５日～１０月１７日

１１月　７日

野　球

ロードレース

バドミントン

バレーボール


