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　2月27日（水）、午後8
時より川崎市とどろきア
リーナでＷＢＡ世界フラ
イ級タイトルマッチが行
われます。市内にある川
崎新田ジムに所属する黒
田雅之（同級9位）が、王
者ファンカルロス・レペコ
（アルゼンチン）に挑戦し
ます。黒田選手は、日本
ライトフライ級王座を返
上し、階級を１つ上げて
臨みます。一方、王者レ
ペコは2階級世界制覇し
た選手です。とどろきア
リーナに大声援が響き渡る好試合が期待されます。
問い合わせは、川崎新田ボクシングジム（TEL044－932－
4639）

　昨年、日本選手の活躍で日本
国内が沸いたロンドンオリンピ
ックに続いて、次回2016年
はリオデジャネイロが南米大
陸、初の開催となります。そし
て、2020年は東京都が開催招
致に立候補しました。他にマド
リード、イスタンブールの都市
が同じく立候補していますが、
東京都は会場の多くを東京圏内
に集めた「コンパクト五輪」を
特長に打ち出しています。開催
が実現すれば、前回開催から
56年ぶりの大会となり、国際
親善とスポーツ振興、そして東
日本大震災からの復興を強く示
すことができます。開催決定は、
今年の9月7日です。日本国内
みんなで、開催招致を応援して
いきましょう。

東京開催を目指す
　　　2020年夏季五輪
東京開催を目指す
　　　2020年夏季五輪

平成25年度

主なスポーツイベント主なスポーツイベント主なスポーツイベント
4月　　　　
7日・14日日
５月　　　　

5日
７月　　　　
12金～14日

15月祝
22月～8月9金
８月　　　　

10土
16金～19月
17土～19月
９月　　　　

8日
10月　　　　

14月祝
18金～20日
11月　　　　

17日

28木～12月1日
12月　　　　

8日
20金～22日

20金～22日

23月祝
1月　　　　

18土

２月　　　　
  1土

9日
３月　　　　

23日

市民ハイキング（静岡県浜石岳）

こども相撲大会（富士見公園相撲場）

尾瀬燧岳及び尾瀬沼周回コース
学童泳力記録会（川崎橘高等学校プール）
サマースポーツスクール

ママさんバレーボール大会開会式（幸市民館）
夏の市民登山（岩木山・八甲田山）
「夏休みスポーツ体験学校」（八ヶ岳少年自然の家）

ママさんバレーボール大会（とどろきアリーナ他）

体育の日記念事業・親子ふれあいゲートボール
秋の市民登山（木曽駒ケ岳）

2013川崎国際多摩川マラソン大会
（等々力陸上競技場）
トランポリン全日本選手権大会（とどろきアリーナ）

市長杯サッカー大会（等々力陸上競技場）
川崎市長杯争奪2013
国際トランポリンジャパンオープン（とどろきアリーナ）
文部科学大臣杯争奪全国高等学校対抗
　　ボウリング選手権大会（川崎グランドボウル）
バスケットボールフェスティバル（川崎市体育館）

ウインタースポーツ体験学校「市民スケート教室」
　　（神奈川スケートリンク）

ウインタースポーツ体験学校
　　「市民スケート教室」（同上）
市町村対抗「かながわ駅伝」（秦野市～相模湖）

2014多摩川リバーサイド駅伝in川崎
　　（古市場陸上競技場）
第14回川崎市高等学校駅伝大会

とどろきアリーナで
初の世界挑戦
とどろきアリーナで
初の世界挑戦

地元

リング

※日程が変更する場合もあります
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　3月22日（金）の夜に川崎を出発して、24日（日）に帰着する八ヶ岳スキ
ー教室が、八ヶ岳富士見パノラマリゾートのスキー場で行われます。リフ
トで上ると目の前は、ハート型のゲレンデ、遠くには雪をかぶった八ヶ岳
連峰が望めます。参加対象は、小学４年生から中学３年生です。定員は40
名です。申込み方法は、はがきまたはFAX用紙に①氏名②住所③電話番号
④学校名⑤学年⑥性別⑦経験の有無⑧レンタルの有無⑨身長⑩体重⑪足
のサイズ⑫降車場所（登戸駅、武蔵小杉駅）を記入して「川崎市スポーツ協
会」へお申込みください。（TEL.044-739-8844）
住所は、（〒211-0051）川崎市中原区宮内4-1-2。FAXは、044-739-8848
です。

　古市場陸上競技場をスタート・ゴールにして行われる2013多摩川
リバーサイド駅伝in川崎と第13回川崎市高等学校駅伝大会の開催期
日〔3月24日（日）〕が迫りました。募集開始からすぐに多くの申し込
みをいただき、各種目とも定員を超えて締め切りました。大会当日は、
ゲストランナーとして陸上の強豪校である國學院大學と専修大学の選
手を招待しています。春の息吹が感じられる多摩川河川敷マラソンコ
ースを、みんなでたすきをつないで楽しく走りましょう。参加ランナ
ーには、大会記念オリジナルＴシャツとバナナを全員にもれなくお渡
しします。

盛大に開
催！

盛大に開
催！

かわさき
スポーツ

人

の集い

　交流交歓会の中では、映像による平成24年度事業報告や、
神奈川県体育功労者表彰を受賞した中野敏雄氏、久保木文夫氏
に花束が贈呈され、オリンピックイヤーにふさわしいスポーツ
人の集いになりました。

　2月9日（土）、川崎商工会
議所の新会館（川崎フロンテ
ィ ア ビ ル2階　KCCIホ ー
ル）で、川崎市スポーツ協
会主催の「かわさきスポー
ツ人の集い」が開催されま
した。阿部孝夫川崎市長、

岩崎善幸市議会副議長、山田長満商工会議
所会頭、福本広幸川崎信用金庫常務理事をはじめ加盟団体会長・
協会役員など約200名が集い、第1部では阿部市長が三期に
わたる市政をもとに「スポーツのまち・かわさき」の創造につ
いて講演されました。市長に就任してから国際大会を川崎で積
極的に開催してきましたが、2017年世界トランポリン競技
選手権の川崎開催を誘致していくことを表明されました。そし
て、今後も国内外に誇ることができる施設整備を川崎市スポー
ツ協会と一体となって力を注いでいくことについて強調されま
した。
　齊藤義晴スポーツ協会会長からは、平成24年度の事業につ
いては、「更なる改革と大いなる飛躍」の目標をほぼ達成。ま
た川崎市立橘高校女子バレーボール部のインターハイ全国優
勝、同校陸上競技部男子スウェーデンリレーでの高校日本新記
録樹立。夏の高校野球甲子園大会での桐光学園松井投手の三振
奪取など市内高校生・中学生の大活躍がジュニア育成事業の成
果として伝えられ、「スポーツと産業、スポーツからの国内外
への発信」を新たな目標と決意を表明しました。

号砲スタート間近 2013多摩川リバーサイド駅伝 in川崎

春の八ヶ岳を滑ろう スキー教室

神奈川県体育功労者受賞　中野敏雄氏

阿部孝夫川崎市長の講演
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「スポーツのまち・かわさき」を推進する「川崎市スポーツ推進計画」の概要

　平成24年9月に川崎市スポーツ推進計画が策定されました。平
成23年に8月に文部科学省から「スポーツ基本法」が施行され、そ
れを受けて川崎市民がスポーツに親しみ、健康で明るく豊かな生活
を送ることができるまちづくりを推進するために策定された計画
です。基本方針として、『楽しく』をキーワードに5つの内容を掲げ
ています。
•スポーツを身近に楽しむことができるまち
•生涯にわたってスポーツを元気に楽しめるまち
•スポーツを通して仲間とふれあい、地域での交流が楽しめるまち
•スポーツに挑戦する楽しみがあるまち
•スポーツを通して川崎の魅力・活力を楽しめるまち
　さらに、重点施策として「スポーツを楽しむ子どもを地域みんな
で育てよう」を掲げています。基本方針や重点施策にも盛り込まれ
ているように、川崎市スポーツ協会が進めている子どもの体力向上
事業、そして「かわさきスポーツドリーマーズ」をはじめ総合型地域
スポーツクラブの支援事業ともマッチする内容でもあります。スポ

学校の先生方からの意見
・運動の二極化が進んでいる。放課後、子どもたちが地域で
運動をする場がたくさんあると助かる。
・特定のスポーツだけではなく、いろいろなスポーツが楽し
くできると子どもも大人も喜ぶ。
・授業で子どもたちへの技術指導をクラブの方にしてほし
い。また、休み時間に地域クラブのスポーツを紹介してい
ただきたい。
・女子がスポーツをする機会が少なかったので、総合型地域
スポーツクラブが誕生してとても喜んでいる。
・放課後、留守家庭児童の保育をしているわくわくプラザと
総合型地域スポーツクラブがタイアップしていただくとと
ても魅力的な時間が生まれると思う。
・体育の時間は限られている。子どもたちがさらに運動を楽

川崎の子どもたちの体力向上⑪　

学校と行政と総合型地域スポーツクラブの連携
　1月16日（水）、川崎市立高津小学校に於いて小学校体育研究会の先生方と川崎市教育委員会、
市民・こども局と川崎市内の総合型地域スポーツクラブの役員が集まり、子どもの体力向上につ
いての話し合いが行われました。学校、行政、総合型地域スポーツクラブの立場から、それぞれ
の提案があり、それを受けてグループディスカッションがありました。各グループとも熱心な協
議があり、お互いの理解がより深められました。

しんだり、技能を高めたりする場として地域クラブがある
と助かる。

総合型地域スポーツクラブからの意見
・スポーツが苦手な子どももスポーツ教室で楽しんでもらえ
てる。

・指導者の多くは、地域で子どもたちを育てていくという意
識をもっている。

・多くのスポーツをする機会を提供し、子どもたちにスポー
ツの選択があることを伝えられる。

・今後、地域スポーツを活性化するためには、学校と行政と
総合型地域スポーツクラブがパートナーシップをもって未
来につなげていくことが大切である。

・地域で障害を抱えている子どもたちにもスポーツの場を提
供し、スポーツの楽しさを知ってもらいたい。

・地域スポーツも二極化がある。競争・競技をねらいにすえ
た地域クラブがあるが、総合型クラブは、いろいろなスポ
ーツを子どもたちに出会わせる橋渡しの役割に努めてい
る。

　学校と行政と総合型地域スポーツクラブが一堂に会し、子ど
もの体力向上などについて話し合いがもたれたことは、全国で
も大変まれなことだと思います。今後も、子どもたちの育成を
学校と行政と総合型地域スポーツクラブが連携を深めて進めて
いきたいと思います。

ーツの魅力・楽しさを子どもに伝え、スポーツ好きになるためのア
プローチを地域ぐるみで展開していくには、多くの人や団体がスポ
ーツや子どもの育成に関心をもつことが必要である。川崎市スポー
ツ協会や総合型地域スポーツクラブをはじめ、スポーツ関係団体な
どが果たす役割は、今後も大きなものになると考えます。
問い合せ先は、市民スポーツ室　TEL.044－200－3312
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　11月18日（日）、等々力陸上競技場をスタートとゴールとし
て、多摩沿線道路と多摩川河川敷コースを使用した川崎国際多
摩川マラソンが行われました。今年は、アトランタオリンピック
女子5000ｍ4位となった志水見千子選手と順天堂大学の望
月晴佳選手を招待し、総勢6,580名の申込みがあり、5,869
名のランナーが参加しました。大会当日は、マラソンコースに前
日の雨の水溜りが残っていましたが、ランナーは自分の記録更
新を目指して楽しく汗を流しました。　　

2012川崎国際多摩川マラソン2012川崎国際多摩川マラソン
▼

各
部
の
成
績
は
次
の
と
お
り
で
す

▼各部の優勝者は次のとおりです。

　12月15日（土）、16日（日）、川崎市とどろきアリーナに於
いて川崎市長杯争奪2012　国際トランポリンジャパンオープン
が開催されました。15日は部門別予選（マスターズ部門は決勝）、
16日は決勝・表彰式が行われました。ロンドンオリンピック出場
選手などロシア、カナダ、日本のトップクラスの選手が出場し、
次のリオデジャネイロ・オリンピックを目指す熱い戦いが見られ
ました。

　12月23日（日）、川崎市体育館で川崎市民バスケットボールフェ
スティバルが行われました。当日の会場はあふれんばかりの人が集ま
り、バスケットボールの魅力にふれて楽しみながら、他のチームとの
交流を深めていました。試合結果は次の通りです。

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ハーフ男子 35歳以下の部
　　１位　3009　市塚　　遊
ハーフ男子 36～ 49歳の部
　　１位　4006　和田　孝司
ハーフ男子 50歳以上の部
　　１位　6007　作原　圭介
ハーフ女子 35歳以下の部
　　１位　7003　那須　悦子
ハーフ女子 36～ 49歳の部
　　１位　7306　藪並　郁子
ハーフ女子 50歳以上の部
　　１位　7713　吉田　浩子
10ｋｍ男子 35歳以下の部
　　１位　　 １　田代　洋平
10ｋｍ男子 36～ 49歳の部
　　１位　 501　田貝　英明
10ｋｍ男子 50歳以上の部
　　１位　1207　山崎　洋之
10ｋｍ女子 35歳以下の部
　　１位　1803　吉本　明代

（1:10.58）　神奈川県

（1:14:50）　東京都　　

（1:19:08）　神奈川県

（1:31:41）　東京都

（1:29:38）　神奈川県

（1:44:56）　神奈川県

（0:34:12）　神奈川県

（0:34:14）　神奈川県

（0:37:51）　神奈川県

（0:42.36）　神奈川県

10ｋｍ女子 36～ 49歳の部
　　１位　2110　友重　春菜
10ｋｍ女子 50歳以上の部
　　１位　2401　鈴木ロラ二エ
10ｋｍ男子高校生の部
　　１位　1606　渡邉　大生
10ｋｍ女子高校生の部
　　１位　2601　小室ゆうみ
3ｋｍ男子一般の部
　　１位　8401　北村　洸介
3ｋｍ女子一般の部
　　１位　8604　大谷　歩美
3ｋｍ男子の部（中学生）
　　１位　8201　森　　隼也
3ｋｍ男子の部（小学生）
　　１位　8004　安藤　優希
3ｋｍ女子の部（中学生）
　　１位　8301　高田美咲子
3ｋｍ女子の部（小学生）　     
　　１位　8101　内間　真代

（0:43.40）　神奈川県

　（0:43:26）　神奈川県

（0:34:36）　高津高

（0:41:13)　麻生高

（0:10:05）　神奈川県

（0:12:33）　埼玉県

（0:09:32）　神奈川県

（0:10:53）　神奈川県　

（0:11:11）　神奈川県
　     
（0:11:41）　神奈川県

川崎からリオへ飛翔

川崎市長杯争奪 2012　
国際トランポリンジャパンオープン

バスケットボールフェスティバル

ミニバスケット
（男子）南部選抜 58―58北部選抜　（女子）南部選抜 60－66北部選抜
中学バスケット
（男子）南部選抜 52―68北部選抜　（女子）南部選抜 33－97北部選抜
高校バスケット
（男子）南部選抜 66―70北部選抜　（女子）南部選抜 54－76北部選抜

12才以下
13才・14才
15才・16才 
17才・18才 
19才～29才迄 
30才～39才迄
40才～49才迄
50才以上
全日本社会人
ジャパンオープン

（男子）折田　侑翼
（男子）植田　大和
（男子）菅原　正視
（男子）森　晴太郎
（男子）嶋川　拓也
（男子）那知上貴士
（男子）赤塚　洋人
（男子）荒川　　寿
（男子）坂本　鷹志
（男子）Nikita Feredenko
　　　　（ロシア）

（女子）櫻井　葉月　　
（女子）森　ひかる
（女子）中野　蘭菜
（女子）富田ひとみ
（女子）斉藤　結依
（女子）長澤　雅子
（女子）石田　美穂
（女子）出坂　節子
（女子）倉持　真央
（女子）中村　優希
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　１月19日（土）、2月2日（土）、神奈川スケートリンクで市民ス
ケート教室が開かれました。アイススケートの人気が高まってきて
いるせいか、2日間合わせて500名以上の申し込みがありました。
基本的な滑り方や普段あまり体験できない楽しみ方（ソリやアイス
ホッケーなど）を神奈川県スケート連盟及び川崎市スケート協会の
皆様のご協力によって教えていただき、参加者はスケートの楽しさ
を十分味わいました。

　1月13日（日）、川崎市等々力緑地催し物広場で川崎市小・中学
生フラッグフットボール交流大会が行われ30チームが参加しま
した。
優勝チームは次の通りです。

　2月10日（日）、第6７回市町村「かながわ駅伝」競走大会が、秦
野市中央運動公園から県立相模湖公園までの7区間（51.5キロ）
で行われました。中学生区間であった1区は、中学生3人が区間記
録を上回るレベルの高い走りでしたが、その中でも川崎市が区間1
位となりました。その後、中学生の指導にあたった先生が、選抜ラ
ンナーとして6区で頑張る走りを見せましたが、惜しくも総合6位
となりました。この若い川崎育ちの選手を育成し、次年度へつなげ
優勝を目指したいと小出監督が述べました。

　文部科学大臣杯争奪全国高等学校対抗ボウリング選手権大会が、
12月21日（金）～23日（日）の3日間、川崎グランドボウルで行わ
れました。今回も、川崎総合科学高等学校の生徒がデザインしたチ
ラシ・ポスターを配布したり、大会名入りの懸垂幕や横断幕、のぼ
りなどを市内各所に設置したりして大会を盛り上げてきました。川
崎代表として橘、大師、向の岡工業高校が出場し、練習の成果を発
揮しました。
　閉会式後、市内小学生と大会に出場した選手との川崎市スポーツ
協会主催の「ふれあいボウリング」を行い、ボウリングの楽しさを広
げるとともに友だちや高校生とのふれあいを深めました。
大会結果は次のとおりです。

全国高等学校対抗ボウリング選手権大会＆ふれあいボウリング

　　　　　　　男子の部　　　　　　　　　　女子の部
優　勝　　八戸工大一高　（青森県）　　津田学園高校　（三重県）
準優勝　　青稜高校　　　（東京都）　　福岡第一高校　（福岡県）
３　位　　福岡第一高校　（福岡県）　　横浜南陵高校　（神奈川県）

文部科学大臣杯争奪

（ふれあいボウリング風景）

フラッグフットボール交流大会

小学生高学年の部　　　　　FFFC高学年C
小学生低学年の部　　　　　トマホーク低学年オレンジ
小学生ルーキー高学年の部　四次元殺法コンビ（犬蔵小）
中学生の部　　　　　　　　ジュニアフロンティアーズ

小・中学生 人気高まる 市民スケート教室

健闘した川崎チーム

師弟ランナーが健闘
「かながわ駅伝」競走大会

市町村対抗
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加盟団体紹介加盟団体紹介加盟団体紹介

川崎市クレー射撃協会 川崎市ダンススポーツ連盟

　川崎市クレー射撃協会は、昭和53年7月10日神奈川県猟友会
川崎市５支部長会にて、猟銃による事故防止及びスポーツクレー射
撃の普及を目的とした射撃愛好者団体を作ろうと提案があり、各支
部長全員賛成にて発足となりました。ところが、クレー射撃人口は
大変少なく運営が難しくなりましたが、二代目の故岡田会長による
積極的な活動により川崎市クレー射撃協会の存続が出来、昭和61
年度には川崎市体育協会加盟団体となりました。
　昭和63年には、神奈川県総合体育大会で総合3位に、平成6年、
7年では優勝など順調なる時期でした。しかし、その後、協会にお
いていくつかの課題に直面しました。さらに、神奈川県立伊勢原射
撃場が公害問題にて閉鎖し活動場所が狭まり、会員数が激減しまい
ました。
　休場より11年目の本年、平成25年4月1日付にて漸く神奈川
県立伊勢原射撃場の開場また県総体にて変わる神奈川県支部対抗
戦が始まります。現在の当川崎市クレー射撃協会は、年3回の射撃
会及び練習会、指導者育成事業を3回及び川崎市民クレー射撃大会
を1回行っております。
　今後は、射撃場開場に伴い、楽しい射撃を目標とした射撃会を行
い、会員数の増大を図りたく考えております。クレー射撃には年令
制限がありません。クレー射撃愛好者で一番の年長者は94才です。
また、当協会の会長でも81才です。クレー射撃をご希望の方には、
鉄砲所持のお手伝いを喜んで致します。是非本物の銃を一度撃って
みませんか、大歓迎を致します。

平成25年度役員　
会　長　　金澤　義春　　　　
理　事　　直井　光雄
　〃　　　小林　　毅
　〃　　　大橋禮之助
　　　　　　

　川崎市ダンススポ－ツ連盟は 昭和50年社会人アマチュアダン
スサークル連盟としてダンス組織化の祖と言われる故鈴木清氏に
よって立ち上がりました。社会人ダンス連盟と名称変更し、スポ－
ツ協会にも加盟を果たしました。だが社交ダンスと言う言葉のイメ
－ジが中々地域社会に理解されず、法律的には風俗営業法の下に置
かれていました。神奈川県下・全国の仲間と共に風営法からの脱皮
を目指し、ダンススポ－ツ連盟と名称を変更し地域社会にダンスス
ポ－ツを知って貰うための運動を続けております。ねんりんピック
にも市代表団として12回出場しております。また、ダンススポ－
ツ競技大会・ダンスの集い、ダンスフェスティバル・市制記念大会
を開催し、市民の部とかレディースの部、また7行政区対抗団体戦
とスポ－ツとしてのダンスで地域に貢献することをモット－に活
動を続けております。その中ジュニアの子どもたちも昨年は、体育
館で開催した競技大会の中、プレジュニア戦・こどもダンス運動チ
－ム戦 に出場し市民の皆さんにも大変好評を博しました。
　そのような中、スポ－ツ協会・川崎市市民こども局のご推薦によ
り神奈川県教育委員会より体育功労賞を22年・24年と2度に渡
りダンススポ－ツ連盟より受賞者を出して戴き、ダンススポ－ツの
名が社会に認められた喜びに連盟としても大いに沸いております。
私共上部団体も公益社団法人日本ダンススポ－ツ連盟となり、私共
も会員の一人として心引き締めダンススポ－ツの名のもと地域社
会と共に今後も活動を続けて行く所存です。

平成24年度役員
会　長　　安田　輝子　　
副会長　　早﨑　義仁　
　　　　　鈴木　達夫　
　　　　　磯貝　英夫

vol. 1
4

事務局長　直井鉄砲火薬店
　　　　　直井　光雄
　　電話　044-541-2200

本　店　幸区新塚越 201 2F　　　　 044-276-9100
平間店　中原区田尻町24MSビル1F   044-520-1820

株式会社　北野書店
http://www.kitanobook.co.jp

…BOOK・Stationary・CD・DVD・GAME…
NEW!!
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スポーツ協会掲示板 ＜詳細は事務局まで＞お知らせとお願い

編 集 後 記

萩・石見空港
拡大促進協議会

http://www.iwami.or.jp//airport/
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　いつでも・どこでも・だれでも・いつまでもスポーツ
を楽しむことを市民の多くが願っています。それを実現
するために、各地域に誕生したのが総合型地域スポーツ
クラブです。先月、その各クラブがとどろきアリーナに
集いスポーツフェスティバルを行いました。当日は、各
クラブの交流と体験のコーナーもあり1,000名近くの
市民が参加し、総合型地域スポーツクラブの取組みが広
がりました。今後も、川崎市スポーツ協会は総合型地域
スポーツクラブの支援を行ってまいります。

平成25年2月15日　
発行　公益財団法人川崎市スポーツ協会
　　　〒211-0051　川崎市中原区宮内４－１－２
　　　☎044-739-8844 　FAX044-739-8848
　　　http：//www15.ocn.ne.jp/~taikyo/
編集　公益財団法人川崎市スポーツ協会広報委員会
印刷　（株）アサヒプリンティング

スポーツかわさき　86号

川崎フロンターレ
　　　後援会会員募集

入会金　500円
年会費　個人3,000円　ファミリー6,000円　
　　　　ジュニア500円

※川崎フロンターレ後援会事務局まで
　TEL. 044－739－6070
　FAX.044－722－9432
　mail : info@bluefriends.jp
　H.P.http://www.frontale.co.jp/blue-friends/

2013

平成24年度（公財）川崎市スポーツ協会賛助会員一覧
ご協力ありがとうございました。来年度も継続をお願いします。（平成25年1月18日現在）

【団体会員】　敬称略　1口　10,000円　 団体数48団体　総口数100口 
神奈川県柔道整復師会川崎支部連合会
神奈川県ボウリング連盟
神奈川東部ヤクルト販売株式会社
株式会社アール・エヌ・ゴトー
株式会社　織戸組
株式会社エヌエィチ・フタバ
株式会社川崎フロンターレ
株式会社三紅
株式会社ジャパンビバレッジ横浜北主管支店
株式会社大和
株式会社ナカコウジ
株式会社明治スポーツプラザ
川崎弓道会
川崎市ダンススポーツ連盟
川崎市空手道連盟
川崎市弓道協会

川崎市ゲートボール連合
川崎市サッカー協会
川崎市柔道協会
川崎市少林寺拳法協会
川崎市スポーツ組合
川崎市ソフトテニス協会
川崎市ソフトボール協会
川崎市なぎなた連盟
川崎市バスケットボール協会
川崎市ボウリング協会
川崎商工会議所
川崎市ラグビーフットボール協会
川崎市陸上競技協会
川崎信用金庫
川崎大師平間寺
川崎新田ボクシングジム

川崎緑土　株式会社
コカ・コーラセントラルジャパン㈱　鶴見支店
㈶川崎市公園緑地協会　川崎国際生田緑地ゴルフ場
三進工業　株式会社
昭和薬品工業株式会社
新丸子皮フ科クリニック
末広工業株式会社
セノー株式会社　東京支店
ダイドービバレッジサービス㈱ 高津営業所
露木建設株式会社
ティーズ　ラフィーネ
三井物産ファシリティーズ株式会社
光村図書出版株式会社
有限会社　味の鶴岡
有限会社　広東商事
川崎OJINZラグビーフットボールクラブ

【個人会員】　敬称略　1口　3,000円　 個人会員数196人　総口数216口
徳竹　茂男
土橋美津子
冨田　悌司
富永　文弘
長久保晴生
中里　直行
中田真由美
永野　節子
中野　敏雄
中村　　勝
楢崎　　尚
沼田　尚夫
野崎　房江　
長谷川武雄
花木内敬雄
浜口壮一郎
原　　賢次
原田　康弘
久野　益彦
日野原　守　
日野原義久
平林　義教
藤澤　泰行
藤田　博久
藤田 まゆみ

青山　和男
赤坂　郁夫
赤地　靖男
秋山　義輝
荒　　喜作
安藤　良之
飯泉　功一
飯塚　明巳
池上　文子
石井　　望
石川　克巳
石川　敏廣
石渡嘉代子
伊藤　四郎
伊藤　孝光
今村　政雄
岩下　盛雄
岩松　　実
鵜沢　英穂
内山　　浩
遠藤　一男
遠藤　浩信
大川原　久
大髙　常勝
大友　義隆

大箭　俊介
岡田良之助
岡野　　明
岡野恵美子
岡村　義市
小川　秋男
小川　道男
奥山　誠二
奥山　信夫
小澤　清治
小鹿　治光
尾嶋　和幸
大日方雄三
加倉井浩一
影山　三男
梶川　光夫
柏木　　洋
粕谷　行雄
片　　忠夫
片田　　実
加藤　　渉
金川　和幸
亀ケ谷　修
亀山　敏子
河内　裕子

川島　哲男
川村　一広
菊地　郁夫
菊地　政宣
金野　元樹
日下部栄太
熊谷　武志
黒木　忠雄
小泉　英二
小北　好博
児玉　浩一
越智　利幸
小林　光明
近藤　　忠
紺野　清春
税田　桂子
斉藤　悦雄
齋藤登志雄
齊藤　彰俊
齊藤　義晴
栄居　義則
栄　真理江
坂斉　達也
櫻井　定吉
笹井　静恵

佐藤　公彦
佐藤　　猛
佐藤　忠次
佐藤与志乃
佐原　克昌
澤　　達大
澤田　正雄
式田　雅信
宍戸　　栄
篠山　　隆
清水　　孝
清水ひろみ
清水　幸代
下山　桂太
須貝　幸一
菅野　泰男
鈴木　茂樹
鈴木　伸一
鈴木　孝雄
鈴木　脩夫
鈴木　久絵
鈴木　浩興
鈴木　正儀
鈴木　保美
瀬川　雅晴

関口　隆男
芹澤　秀史
高田　彬成
高橋　昭雄
高橋　健治
髙橋　翔吾
髙橋　素明
高橋　良一
高平　晴弘
竹下　　修
武田　正純
田中　一州
田中　宏幸
田中　洋一
田辺　武夫
田辺　重幸
田辺穂奈美
田辺　雅章
谷川　龍二
種村　恒夫
田村　博明
千原　満彦
津国美穂子
寺薗　力男
東條　光一

藤原　輝正
古川　昌幸
古川　義明
古澤　　清
芒崎八重子
保坂　　惠　
星　　真平
星　　勝義
堀　　りつ
本田　辰徳
本田ひろ子
前田　亨介
柾　　一成
松浦　英行
松本　新吾
松本　　享
松本　　昇
松本　博臣
松山　玲子
水野　　豊　　
光永　佳雄
光宗　光子
皆川　敏明
峰　　丈二
宮田光太郎

宗像　一俊
森　　勝利
茂呂　朱美
八尾　　勉
安田　輝子
矢野　昌平
八巻　哲男
山田　　洋
山田よし子
山本いつき
山本　辰美
結城　博之
湯川　純一
横尾はる子
横山　悦子
横山　孝昭
吉田　伸一
吉田　英也
和田　現弘
和田　雅夫
渡辺　宏子


