
7:00
集合～東京駅東海道新幹線
中央乗換口（栃木・埼玉・東京集合）

6:00 起床～洗面～部屋の掃除 6:00 起床～洗面～部屋の掃除 6:00 起床～洗面～部屋の掃除

8:03
東京駅出発
～東海道新幹線こだま637号

6:30 散歩～ラジオ体操 6:30 散歩～ラジオ体操 6:30 散歩～ラジオ体操

9:43
掛川駅到着
～掛川駅南口ロータリー集合

7:00 朝食 7:00 朝食 7:00 朝食

7:15
集合～豊橋駅新幹線改札口
（愛知・三重・奈良集合）

9:00 ネオホッケー合同練習（し～すぽ） 9:00
ネオホッケー大会・
交流会（し～すぽ）

8:00 閉校式

8:19 豊橋駅出発～東海道本線 11:00 掛川市大東プール① 12:00 昼食 8:30 出発（ホテル～浜岡原子力発電所）

9:28
掛川駅到着
～掛川駅南口ロータリー集合

12:00 昼食 13:00
ネオホッケー大会・
交流会（し～すぽ）

9:00 浜岡原子力科学館見学

9:30 静岡と合流① 13:00 掛川市大東プール② 16:00 入浴 10:00 御前崎灯台

10:00
掛川城・ステンドグラス美術館・
二の丸美術館見学

15:00 ネオホッケー大会（し～すぽ） 17:00
バーベキュー
（あらさわふる里公園にて）

11:00 御前崎風力発電所

12:00 掛川花鳥園見学 18:30 夕食～入浴 18:00
ネオホッケー大会成績発表
＆個人賞発表

12:00 なぶら館にてお土産～昼食

13:00 出発～橋場屋旅館へ～自己紹介 20:00 学習（ネオホッケーのルール説明 ） 20:00 学習（感想文） 14:00 グリンピア牧ノ原にてお茶摘み体験

13:30 静岡と合流② スタッフ合流 22:00 消灯、スタッフミーティング 15:30 掛川駅到着～解散

13:30 橋場屋旅館到着～昼食 22:00 消灯、スタッフミーティング 静岡解散

14:00 開校式～オリエンテーション 17:30 豊橋到着～愛知・三重・奈良は解散

15:00 ネオホッケー合同練習（し～すぽ） 18:00 東京駅到着～栃木・埼玉・東京は解散

18:30 夕食～入浴

20:00 学習（絵葉書の作成）

22:00 消灯、スタッフミーティング

第５回日本フロアボール連盟「青少年サマースクール」が、静岡県掛川市で開催されました。

参加者は総勢１２０名、学校行事でサマースクールに参加出来なかった静岡県協会の

子供たちと交流会を行い、静岡県協会のご協力で有意義なスクールとなりました。

参加した子供たちの感想文（参加者の一部、抜粋）とスナップ写真をご覧下さい。

7月30日（土） 7月31日（日）7月28日（木） 7月29日（金）

2016
青少年　サマースクール　in　静岡

7月28日（木）～7月31日（日）

報告書
ス  ケ  ジ  ュ  ー  ル



7月28日（木）　7:00～　　東京駅

いよいよ、青少年サマースクールin静岡の日がやって来ました。

東京集合組は、栃木県宇都宮が１１名、埼玉県蕨が２１名、

東京都江戸川が９名、東京都稲城が１名の合計４２名がご家族や

責任者の引率で東京駅に集合しました。スタッフ８名と新幹線に

乗り、１号車は貸切状態で大騒ぎになっていました。

今年も楽しい４日間が始まりました。前日には家族に、

「今年も色々な事を学んで、上手くなって帰ってきます」と

宣言をし、期待されての出発でした。今日まで楽しい３日間を

過ごせて、明日が最後の日と思うと少し悲しいです。ホッケーを

教えてくれたスタッフさん、合宿に参加させてくれた家族に感謝の

気持ちでいっぱいです。合宿で学んだ事を生かし、これからも

練習し、来年も行かせて貰えるように頑張ります。

谷村　祐希　（東京都江戸川区　小６　ドリーム）

7月28日（木）　7:15～　　豊橋駅

豊橋集合組は、奈良県広陵が４名、三重県伊勢が１名、

愛知県豊橋が１１名、愛知県小牧が３名、愛知県幸田が１２名の

合計３１名がご家族や責任者の引率で豊橋駅に集合しました。

３１名の参加者を３名のスタッフで引率するのは大変でした。

私は今年で２度目のサマースクールです。去年は初めて行った

ので、失敗を何度も繰り返していました。ただ、今年は去年より

失敗しなくなりました。私はサマースクールに来て一番思う事は

家族への感謝です。本当はピアノのコンクールの曲が仕上がって

いないので、サマースクールに来れないはずでした。でも家族は

「行って来なさい」とやさしく送り出してくれました。そしてサマー

スクールに来た理由は、新しく友達を作りたいからです。なので

これからの目標は「友達を沢山作り、楽しく試合をする」です。

大瀧　南　（栃木県宇都宮市　小６　富士見BGA）

7月28日（木）　9:50～　　掛川駅

掛川駅に到着し、静岡県静岡の参加者３名と合流しました。

ここからが本格的にサマースクールのスタートです。

僕は昨年初めてサマースクールに参加した時、分からない事で

いっぱいでしたが、今年は僕が中学１年で参加し、昨年までは

中学生にやって貰っていた事を今度は自分でやる番だったので、

部屋長になり新しい責任感が生まれた。僕は中学生なので

小学生のコーチとして、ハイスティックが多い、壁が出来ていない

など、アドバイスをしました。それを意識してやってくれた時は

嬉しかったです。僕はまだ大人では無く自分だけで出来ない事

ばかりですが、準備を手伝ってくれたり、朝早くから車で送って

くれたお母さんには感謝の気持ちでいっぱいです。スタッフの人は

僕や他の人が直した方がいいプレーを分かりやすく言ってくれて

すごく勉強になりました。僕も大人になったら、このやさしい

スタッフの人のようになりたいです。

長澤　陽瑠　（愛知県小牧市　中１　ブレイズ）

東京駅集合～出発

豊橋駅集合～出発

掛川駅集合～合流



7月28日（木）　10:00～　　掛川城

掛川駅から徒歩１０分ぐらいで掛川城へ到着しました。

移動中は初めて会う子と話しながら仲良くなって行きました。

掛川城の内部は急な階段があり、天守閣から望む掛川市内は

３６０度の絶景でした。

私は去年も来たので大体分かっていましたが、今年は全然違い

ました。特に部屋の人達とすごく仲良くなれて嬉しかったです。

歴史を感じる掛川城では、登りの階段はしんどかったけど、上から

見た風景は緑が多く、少し遠い所に小さい家が見えて、昔の家

みたいで、昔にタイムスリップしたみたいでした。私は幸せ者だと

思います。静岡県へ行けたり、県外の子と友達になれたり、色々と

良い思い出になり、本当に行かせてくれてありがとうございました。

３日間本当に楽しかったです。来年の事を考えると今からウキウキ

してきました。来年はMVPを取って、お母さんに自慢したいです。

西岡　梨乃　（奈良県香芝市　小５　レインボー）

7月28日（木）　10:30～　　ステンドグラス美術館

掛川城に隣接しているステンドグラス美術館は、１９世紀の

イギリスとフランスで制作された古典的な作品で、色鮮やかな

ステンドグラスを見た事が無い子供達は、真剣に説明を聞き、

珍しそうに見学していました。

僕は今年初めてサマースクールを体験しました。サマースクールに

行きたかった理由は２つあり、ネオホッケーが強くなりたい事と、

行って見たかったからです。ステンドグラス美術館では、すごく昔の

ステンドグラスの画があり、イギリスの教会の窓ガラスだったそうです。

とてもきれいで見ている人が画の人の感情が分かるぐらいリアルに

描かれていました。練習では、いつもやっていない人達と息を

合わせるのは難しかったけど、声を出すと出来ました。こんな楽しい

サマースクールに来れたのも、親が行っていいよと言ってくれ、用意

を手伝ってくれたおかげです。とても感謝しています。僕はこれから

「強くなる・あきらめない・学習する」を目標に頑張ります。

植田　和真　（愛知県幸田町　小５　トヨサカ）

7月28日（木）　11:00～　　二の丸美術館

掛川城に隣接している二の丸美術館は、静岡在住の有名画家の

作品が展示していて、アクリル画の大きな絵の中には、

「ひらがな」が入っていると言う、珍しい絵で、子供達は、

そのひらがなを一生懸命探していました。

今年のサマースクールは、私が初めて参加したので、ちょっと

不安でドキドキしたけど、年上の人達がとても優しくしてくれたので、

良かったです。二の丸美術館には、沢山の絵が飾られていて、

私は、絵の中に文字が隠れていて、その文字を探す絵が一番

面白かったです。表彰式では、錦クラブの４年生の４人で一緒に

「ベストルーキー賞」をもらえて嬉しかったです。今回スタッフさんに

分からない事や打ち方を教えてもらう事が出来ました。スタッフさん

は何か聞いたらすぐに答えてくれて「やさしいな」と思いました。

サマースクールで教えてもらった事を、普段の練習で出来る様に

したいです。今回はありがとうございました。

川畑　美空　（埼玉県蕨市　小４　錦クラブ）

掛川城・二の丸御殿

ステンドグラス美術館

二の丸美術館



7月28日（木）　12:00～　　掛川花鳥園

花と鳥のテーマパーク花鳥園にやって来ました。フクロウを見て、
ペンギンに触れて、カモにえさやりをして、手や頭にインコが
止まったりと、珍しい鳥たちと触れ合っていました。

私は初めてサマースクールに参加しました。花鳥園では、
フクロウを沢山見て、奥に行くとカモが居てエサをあげました。
エサを全てあげた後に鳥を見たけど、カモにエサを全部あげたので
私の腕には来てくれませんでした。だけど、沢山の鳥や動物に
触れ合えて、エサをあげる事が出来るし、色々な植物を見る事が
出来るので、とてもいい所だなと思いました。私はサマースクールに
行って、いろんな子に会えて、いろんな子と協力する事が出来た
ので、良い経験になりました。

小川　真央　（埼玉県蕨市　小４　錦クラブ）

7月28日（木）　14:00～　　橋場屋旅館

静岡の参加者２名と合流し、７８名全員が揃いました。
開校式では、渡邉会長からサマースクールのスタッフの様な
指導者を目指して、今後もネオホッケーを続けて下さい、と
開校式の挨拶があり、神田執行役員からはフェアプレーについて
講話があり、静岡県の本澤さんからは、歓迎のお話がありました。
その後、スタッフの紹介があり、本木委員長からは、挨拶をする・
靴は揃える・自分の事は自分でする・スタッフに相談する・
友達をたくさん作る・チームワークを大事にすると、この合宿での
６個のお願いの話がありました。そして、部屋割とリーダー・
サブリーダーが発表され、全員に名前入りのコップと、各部屋に
目覚まし時計が渡されました。

花鳥園では、フクロウやペンギン、食虫植物や熱帯魚を見て、
カモにエサやりをしました。インコと触れ合える場所へ行き、エサを
貰ったらインコが腕に乗って来てビックリしたけど慣れるとかわいいと
思いました。大会の最後の試合で、一番きれいな１点を決められて
嬉しかったです。チームのみんなで頑張って、悔しがって、喜んで、
とても良かったです。やる時はやるプレーの仕方を学びました。
家族には、朝早くに起こしてくれたり、必要な物を買って用意して
くれて感謝しています。スタッフの人には分からない事を教えて
くれたり、悪い事を注意してくれた事も感謝しています。

須藤　翔太　（埼玉県蕨市　中２　蕨グラスホッパーズ）

7月28日（木）　15:00～　　掛川市南体育館「し～すぽ」

開校式も終わり、いよいよネオホッケーの練習です。
７８名の参加者のうち、サマースクールが初めての子供が３４名、
出来て２年の新しい体育館で、２面のコート設営を行い、
ランニング・ストレッチをして、パス・シュート練習をしました。
初めは緊張のせいか、声も出なく失敗が多かったですが、
段々と声も出て、初めてやる子とも上手く出来る様になって来ました。

初めてのサマースクールで、いろいろな経験や体験をしました。
最初は家族に会いたいと思っていたけど、慣れてきたらその
気持ちは無くなりました。初めての練習では、上手な人がいっぱい
いて、みんなと練習して行くうちに友達がいっぱい出来ました。
フライボールは苦手だけど、練習して打てる様になったら、みんなが
ほめてくれました。サマースクールに来て、色々な事が出来る様に
なりました。合宿が終わっても感謝の気持ちを忘れずに、みんなと
楽しく４日間を過ごして終わりたいと思います。友達も出来たので
みんなの事も忘れずに、来年みんなと会いたいです。

藤田　小雪　（愛知県小牧市　小５　ブレイズ）

開校式～オリエンテーション

ネオホッケー合同練習①

花鳥園



7月28日（木）　20:00～　　橋場屋旅館

文章が得意な女子と、苦手な男子が絵葉書の作成です。
家族への感謝の気持ちやサマースクールへの思い、今日の観光を
文章にして書きました。ひらがなが多い男子は、スタッフから漢字を
教えてもらい、最終チェックでOKが出てお菓子を貰いました。
初日で早起きをした子供達は、眠い目をこすり、お菓子を食べながら
宿題をしていました。

私は今回２回目のサマースクールでした。私が今年来た理由は、
去年来た時に、観光で色々な所に行けて、ホッケーが沢山出来て、
とても楽しい行事が一杯あるからです。ホッケーでは、新しいチーム
と練習やゲーム、大会が出来、初めて出会った大人の人に親切に
優しく教えて貰いました。その時はとても刺激を受けて、今年も
来たいと思いました。今回の合宿を通して、小学生のコーチをして
アドバイスの難しさや大会を通してみんなが上手かったので、もっと
練習して上手くなりたいです。スタッフにはていねいに分かりやすく
教えてくれて、楽しく会話をし、最後まで面倒を見てくれて、一緒に
行動出来て優しくして貰い、この合宿が楽しくなりました。一番感謝
しています。来年は、スタッフの役に立てる様にしたいです。

冨田　彩羽　（愛知県豊橋市　中１　アグレッシブ）

7月29日（金）、30日（土）、31日（日）　6:30～　　旅館周辺

２日目も早起きです。旅館周辺を散歩して、ラジオ体操を
しました。まだ眠い中でのラジオ体操では、ちゃんとやっていない
人が居て、リーダーからOKが貰えず、やり直しになってしまい
ました。全員のリーダーからOKが出て、やっと朝ごはんです。

僕はこの３年目のサマースクールに特別な思いを寄せていました。
「絶対に行って良かったと思える、良い思い出にする」と。
３日目、ついに大会です。チーム発表があり、サマースクールで
出会った新たな友、気も合い、お互いに信用していました。
試合では、その新たな友のアシスト・ゴール、正直ビックリしました。
でもとても嬉しかったです。そして僕らの快進撃が始まりました。
結果発表、総合優勝は逃しましたが、個人賞ではまさかのベスト６、
嬉しすぎて、もったいないぐらいでした。

國澤　優太　（東京都江戸川区　小６　ドリーム）

7月29日（金）　9:00～　　掛川市南体育館「し～すぽ」

本木JAPAN・田中JAPANの２チームのチーム分けが発表され、
各チームに分かれてパス・シュート・ドリブル・フライボールの
練習をしました。パスではしっかり止めてから打つ練習、シュートでは
思い切り打つ練習、フライボールではフライの上げ方を練習しました。
出来ない子はスタッフに教わり、徐々に出来る様になって来ました。

私は今年初めてサマースクールに来ました。豊坂の女子以外と
しゃべれるかドキドしていました。掛川駅のロータリーに沢山の人が
集まり、予想以上の人数でビックリしましたが、これだけの人数が
いれば少しは新しい友達が出来るかな、と安心しました。掛川城で
とても激しい緊張の中、頑張って話しかけてみた所、相手は笑顔で
答えてくれて仲良くなりました。その後、２人、３人、４人と、どんどん
友達が増え「サマースクールに来て良かった」と思いました。
大会の日、チームの仲間、中学生のコーチと仲良くしました。個人賞
では、ベスト６賞をもらい、すごく嬉しかったです。この様な賞が取れ
たのは自分の努力もあるけどコーチのおかげだと思います。色々な
事を分かりやすく、ていねいに教えてくれ、すぐに上手くなれました。
この４日間、色々な事を教えてくれたり、学ばせて下さった、コーチ・
スタッフの方々に負けない程のネオホッケー選手になりたいです。

前沢　花音　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

散歩・ラジオ体操

ネオホッケー合同練習②

学習（絵葉書の作成）



7月29日（金）　11:00～・13:00～　　大東プール

本木JAPAN・田中JAPANに分かれてプールの時間です。

晴天の中、２５mプールやスライダー？の様な滑り台で遊び、

あっという間の１時間が過ぎて行きました。

今回、２回目のサマースクールでは、楽しい思い出を沢山作る事が

出来ました。部屋は知らない人ばかりだったけれど、友達を作る

事が出来たので「人見知りでも友達を作る事が出来るんだな」と

改めて思いました。プールでは、大きなビート板に乗って男子に

何回も落とされそうになったけど大丈夫でした。みんなと一緒に

プールに入って遊ぶ事が出来て楽しかったです。表彰式で私は

Goodプレー賞を貰う事が出来ました。来年は、「ベスト６賞」を貰える

ようにしたいです。「頑張ります」。次回もよろしくお願いします。

森嶋　瑞来　（栃木県さくら市　小６　SHOWASAKURA）

7月29日（金）　15:00～　　掛川市南体育館「し～すぽ」

各チームでの練習も終わり、ネオホッケー大会が始まりました。

思い切りフルスイングで打つPS、コーンの間を通過するドリブル

リレー、フライボールをコーンでキャッチするフライングゲットの

３種目での対決となりました。

今回は２回目の参加で、初めて参加した人を「頑張れ」などと支える

事が出来て良かったと思います。賞の発表の時、目標にしていた

のは「MVP」でしたが、一歩届かず「優秀選手賞」でした。賞状には

「2016サマースクールネオホッケー大会においてみんなを魅了し

素晴らしいプレーをしていたのでその栄誉をたたえこれを賞します」

私にこんな賞は向いているのか、他の人の方が上手なのに何で私

なのか、と不安な気持ちでしたが、スタッフの人達が認め、決めた

ので私に向いていると安心しました。来年も来て６年生として部屋の

リーダーになるかも知れないけど、足を引っ張らず逆に支えて、

色々な人と「仲良し」になりたいと思います。来年も来れる様に、

まずは生活態度を改め、整理整頓と目覚まし時計で起きると言う

事を出来る様に努力します。

本木　璃美　（埼玉県蕨市　小５　蕨グラスホッパーズ）

7月29日（金）　20:00～　　橋場屋旅館

今日の学習は、ルール説明です。ルールブックが配られ、

ネオホッケーを競技する心構え「危険防止」と「公平の原則」、

コートの大きさや設営の方法、１６個の反則の名前などを

教えて貰い、知らない事が沢山あったようです。

２日目の夜にルールを教えて貰った時に、反則が１６個もあって

審判はそれを全部覚えるのがすごいと思いました。あんまり出て

来ない反則は忘れそうだと思いました。大きくなって出来そうなら

審判をやりたいです。個人賞の発表で、僕が代表で読んで貰って

ちょっと緊張してビックリしました。この合宿に行けたのは家族の

おかげです。僕がネオホッケーをやりたいと言って、家族が反対して

いたら、この合宿に行けなかったからです。この合宿行く前は、

平尾の人が僕しか居ないから不安だったけど、行ってみると結構

仲良くなれたので、今は楽しいです。

内野　史登　（東京都稲城市　小５　HIRAO）

プール

ネオホッケー大会①

学習（ルール説明）



7月30日（土）　9:00～　　掛川市南体育館「し～すぽ」

昨日に引き続きのネオホッケー大会です。

今日の大会は試合で、静岡県のチームとの交流戦もあり、

本木JAPAN・田中JAPANが、それぞれ小学生が６チーム、

中学生が１チームに分かれての総当たり戦となりました。

小学生チームは、コーチに中学生、選手でスタッフが入り、

熱戦が繰り広げられました。

私は初めて中学生としてサマースクールに参加しました。大会では、

中学生は小学生チームのコーチをするのですが、最初はどの様に

アドバイス、声掛け、反省会などをやっていいのか分かりません

でしたが、何とか皆をまとめる事が出来たと思います。チームは

あまり勝てませんでしたが、良いプレーも多く、勝った試合もあり、

皆でまとまって反省会をしたり、とても団結力があり仲の良いチーム

で本当に楽しかったです。今回私は総合優勝する事が出来ましたが

今回も含めて４回連続の総合優勝でした。今回のサマースクール

では、打ち方、動き方などの他にも学んだ事があります。それは、

皆をまとめる事の大変さです。今までは中学生と言う何でも頼れる

お兄さん、お姉さんが居て、忘れ物を聞いてくれたり、声を掛けて

くれたり、チームを盛り上げてくれたり、何でも中学生に頼っていま

したが、今年からは私もその立場になり、色々な事を任される責任感

を改めて感じました。そんな体験を出来るサマースクールに行かせ

てくれた、お父さん、お母さんに感謝したいです。

奥田　芽生　（埼玉県蕨市　中１　錦クラブ）

私は初めてのサマースクールで、とても楽しみでした。ネオホッケー

の練習では、声を出すのは恥ずかしくてすごく疲れるけど、思い

切って声を出すと恥ずかしいのも忘れて気持ち良くなりました。私は

赤Aチームのキャプテンで、最初はチームをまとめられなかったり、

声が出ていなかったので、苦しい試合が続いたけど、チームが盛り

上げてくれて、みんなで試合を作って行ける様になってから、苦しい

じゃなくて楽しいに変わりました。嬉しかったです。今年は友達が

沢山出来たので、来年もサマースクールに来て、沢山友達を作って

チームワークの大切さをもっと体験したいです。

加藤　菜々実　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

今年も待ちに待ったサマースクールがやって来ました。前日の夜も

楽しみ過ぎて寝れませんでした。大会の試合で、自分が担当した

小学生チームが１試合目で勝てたので、担当した身としても嬉しかっ

たです。中学生は２試合続けてで疲れたけど、楽しくプレーが出来、

チームの団結力があり、田中JAPANで良かったなと思いました。

BBQでは、自分が担当したチームの小学生と食べて、美味しかった

です。今年の目標は、「ディフェンスだから後ろから声を出す事と

去年は優秀選手賞だったので今年はMVPを取りたいです」でした。

成績発表は田中JAPANが優勝しました。すっごく嬉しくてみんなで

ハイタッチしました。そして個人賞。MVPが取りたくて、スタッフさんが

「MVP自信ある人！」と言った時に、自信満々で「は～い！」と手を

挙げました。本当は緊張や不安で怖かったけど、絶対にMVPを取る

と言う気持ちも強かったです。そして見事MVPを勝ち取る事が出来

ました。涙が出そうなくらい嬉しく、めっちゃハイテンションでスタッフ

の元へ行きました。スタッフの方に「美七海すごい笑顔だな」と言わ

れました。本当に嬉しかったので、一生の思い出です。来年も参加

したいので、日頃の生活をしっかりし、来年で最後なので、２年連続

でMVPを取れる様にしたいです。

都築　美七海　（埼玉県蕨市　中２　蕨グラスホッパーズ）

ネオホッケー大会②



7月30日（土）　17:00～　　あらさわふるさと公園

大会が終わり、お風呂に入り汗を流して、お腹が空いてきました。
中学生が肉・野菜・焼きそばを焼き、小学６年生がお皿やお箸を
用意してバーベキューが始まりました。みんなで話しながら食べ、
外で焼く肉・野菜・焼きそばやジュースは美味しいようで、
お腹いっぱいになるまで食べていました。

サマースクールに行く前は、２年ぶりだから楽しみにしていて、少し
緊張したけど、部屋のメンバーとも仲良く出来たし、大会のチーム
メンバーともお互い声を掛けれたので良かったです。BBQでは、
中学生とスタッフさんが交代しながら肉や野菜を焼いてくれたので、
中学生はすごいなぁと思いました。スタッフさんもそうだけど、中学生
はご飯をよそったり肉を焼いたり、すごく色んな所で活躍していた
ので、来年行けたら僕も中学生なので、色んな所で活躍出来る
中学生になりたいです。それが僕の来年の目標です。

田端　星弥　（東京都江戸川区　小６　ドリーム）

7月30日（土）　18:00～　　あらさわふるさと公園

待ちに待ったネオホッケー大会の成績発表です。
昨日のゲームと今日の試合の総合得点で勝敗が決定します。
ゲームの結果は、１勝１敗１分けで引き分け、今日の試合は・・・
総合優勝チームは・・・・・田中JAPANです。
６６点対６３点の僅差での勝利でした。
次に、個人賞の発表です。MVP・優秀賞・ベスト６・スーパーゴール賞
スーパーアシスト賞・ルーキー賞・Goodプレー賞・フェアプレー賞・
ハッスル賞・ナイスファイト賞・エンジョイプレー賞が発表されました。

僕はこのサマースクール、３度目の参加です。そこまでネオホッケー
の腕もたいした事ないので「今よりもっと上手くなりたい」と思って
今回も来ました。３日目、個人賞が決まる大会で「絶対、エンジョイ
プレー賞以外取るぞ！」と思いつつ試合にのぞみました。でも最初
の２試合は負けてしまい「このままじゃエンジョイプレー賞だ」と思って
すごい焦りました。そして結果発表です。僕の名前は待っても待って
も呼ばれません。「次はハッスル賞です」と説明が終わったとたん
「金田京示朗」と呼ばれ、とても嬉しい様な悔しい様な変な感じが
しました。お父さん、お母さん、姉ちゃん、僕が居ない間、家の事
ありがとう。これからも迷惑かけるかもしれないけど、よろしくお願い
します。来年もサマースクール行きたいです。

金田　京示朗　（三重県伊勢市　小６　伊勢えび～’z）

7月30日（土）　18:00～　　橋場屋旅館

サマースクールの行事の中で、一番問題のある感想文です。
中学生は５枚、小学生は３枚とノルマがある中、サマースクールでの
３日間の思い出、出来た事、出来なかった事、嬉しかった事、
悔しかった事など、色々な思いを感想文で書いていました。
絵葉書と同じ様に、スタッフから漢字や文章を教わり、OKが出た
子供はアイスとお菓子を貰って食べていました。

私は今回のサマースクールで５回目の参加で、中学生として２回目
で、今回は今まで以上に学んだ事、感じた事、楽しかった事、出来る
様になった事など沢山の事を知る事が出来ました。生活面では、
今回のサマースクールで部屋のリーダーになったり、大会で小学生
のコーチをしたり、みんなをまとめたりする事が多くて、最初は不安
だったけど、部屋ではみんな仲良くて、UNOをしたり話をしたりして、
私の班は寝るのも早くて起きるのも早くて、しっかりしていていました。
ふとん引いてーとか、みんなに声を掛けたりする事など、今までは
リーダーに任せてしまっていた部分があったので、責任感があって
大変なんだなと思いました。

塚本　愛　（埼玉県蕨市　中２　蕨グラスホッパーズ）

バーベキュー

成績発表～表彰式

学習（感想文）



7月31日（日）　8:00～　　橋場屋旅館

３日間が終わり、いよいよ最終日がやってきました。

髙橋専務理事より「やり抜く力・やり遂げる力がとても大事」、

大橋副会長より「チームワークでネオホッケーも生活も一生懸命

取り組み、継続する事でネオホッケーを高めて行って欲しい」

と言う話で閉校となりました。

僕は今回が初のサマースクールでした。友達が出来るかや何を

すれば良いかがすごく心配でした。花鳥園に行く途中では、バスの

中で隣になった子と友達になれたのですごく嬉しかったです。

花鳥園は、静岡に住んでいたけどなかなか行けず、ずっと行って

見たかったので、今回行けて良かったです。１日目の練習は、

すごく緊張してしまい普段のプレーが出来なかったけど、２日目には

たくさんの友達が出来て、緊張も無くなっていました。見送りをして

くれたり、ホッケーの応援をしてくれた家族に感謝したいです。

サマースクールで教わった事や、自分で大事だと思った事などを

チームのメンバーに教えてあげて、自分だけではなくチームの人達を

大切にして強くなって行きたいです。来年も来たいです。

齊藤　孝太　（静岡県静岡市　小６　服西ペガサス）

7月31日（日）　9:00～　　浜岡原子力科学館

何かと話題になっている原子力科学館の見学です。

原子力発電・水力発電・火力発電とはどういうものか、いろいろな

電気の説明や体験コーナー、エネルギーの種類や環境について、

楽しみながら学んでいました。

僕は２回目のサマースクールに参加して、少し責任感を感じました。

それは、部屋のサブリーダーになって、リーダーの居ない時、自分の

部屋の人をまとめなければならない事です。掛川城では昔の武器や

かぶとなどがあり、色々な工夫があり昔の人は考えがすごいなと思い

ました。花鳥園では、食虫植物やインコを腕に乗せたり、地元では

見れない出来ない事を体験したので楽しかったです。明日は最後の

日なので、ラジオ体操を１回で終わらせお茶摘みを楽しみたいです。

合宿に参加させてくれてありがとう。去年初めて参加して楽しかった

ので、今年も参加したいと思いました。そして、この合宿で友達が

また増えたので、来年も参加したいです。

松田　翼　（愛知県豊橋市　小６　SPIDERS）

7月31日（日）　10:00～　　御前崎灯台

御前崎の先端にある灯台の見学では、約２３mの高さがあり、

実際に登って見ると３６０度の景色と、遠くまで見えるきれいな海、

富士山は見えませんでしたが、意外と高くちょっと怖い感じでした。

僕は初めてネオホッケーの合宿に行きました。大会の結果発表は

BBQの後に行われ、賞状を貰うのは初めてなので、すごく嬉しかった

です。作文を書く時は、けっこう時間が掛かり、スタッフさんに教えて

もらいながら書き、すごく大変でした。これで３日目の合宿が終わり、

もう少しで家に帰れます。あと少しの時間を大切にし過ごしたいです。

４日目は、お茶摘み体験や発電所を見学して、今まで知らなかった

事が分かるので、ドキドキわくわく楽しみです。この合宿に行かせて

くれて、ドリブル、浮き玉、シュートの精度を上げれた事や、色んな

事を学び、教えて貰い、友達が作れて、みんなに感謝しています。

頼成　達也　（東京都江戸川区　小６　ドリーム）

閉校式

原子力科学館見学

灯台見学



7月31日（日）　11:00～　　御前崎風力発電所

御前崎海水浴場のそばにある風力発電所の風車。

高さ８０mで羽根の直径は４０mという大きさの風車を見学し、

風車の前で集合写真を取りました。

私は今回初めてのサマースクールでした。最初はとても怖くて

ドキドキしてあまり友達が出来ずにいて、どうしようと思っていたけど

美帆がちょっと仲良くて、美帆が美嘉を教えて、友達が出来て

とても嬉しかったです。部屋ではとてもうるさくて、部屋長の恵瑠さんが

「美嘉と楓華うるさくない？」と言われ、しゃべったらダメと言うゲームを

しました。そうしたら0.1秒で笑ってしまって、みんなうるさかったです。

個人賞の優秀賞では、部屋長の恵瑠さんと美帆が選ばれてずるい

と思いました。１人１人の個人賞を決めるスタッフさんは、とてもすごい

と思いました。何でも教えてくれるし、何度も違う事を教えてくれて

とても勉強になりました。来年のサマースクールは中１になるので、

恵瑠さんみたいな低学年に教える人になりたいと思いました。

福井　楓華　（愛知県豊橋市　小６　SPIDERS）

7月31日（日）　12:00～　　御前崎なぶら館

昼食を済ませ、お土産を買う時間です。海の物が中心の

「なぶら館」で家族やチームの人へのお土産を買っていました。

私は初めてのサマースクールでした。旅館の部屋割りで、私は豊坂の

子と一緒がいいなと思ったら美嘉さんと同じ部屋になりました。私の

部屋は色んな性格の子がいて、面白い楓華ちゃん、明るい恵瑠さん

などいつも部屋の中が明るくて、私も笑っていられて、すごく楽しく

なりました。サマースクールがもっと楽しくなりそうだなと思いました。

BBQの帰りのバスの中で、えりさんがなぞなぞを出してくれました。

私は分からない問題が多かったです。幸田町に帰ったら、シュートを

いっぱい打ち、いっぱい喜んだり、いっぱい楽しんで、ネオホッケーを

通して色んな人達と交流したり、久しぶりに会った友達にいっぱい

話したりしたいです。サマースクールに行けて本当に良かったです。

山本　結貴　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

7月31日（日）　14:00～　　グリンピア牧ノ原

静岡と言えばお茶。サマースクール最後の行事「お茶摘み」です。

炎天下の中、お茶の新芽を摘み、美味しい冷たいお茶を飲んで、

お土産を買い、抹茶ソフトクリームなどを食べていました。

私はサマースクールに行く場所が静岡県と聞いて、特にお茶が印象

的でした。３日目の大会では、みんなが強くて、みんなの足を引っ張ら

ないか不安だったけど、合計２点のシュートが出来たので、半分は

出し切ったと思います。残りの半分は声です。自分で精一杯出してる

つもりでもみんなに届かなかったから半分にしました。スタッフさんは

フライボールの時上がらなかったので、私が自ら教えてもらいに行か

なきゃ行けないのに教えてくれたり、試合後に中学生のコーチが、

自分の分からなかった所を具体的に細かく教えてくれて嬉しく思い

ました。感謝しています。最後に、静岡県の印象がお茶以外に

歴史ある掛川城があると分かりました。

塚本　奈々香　（埼玉県蕨市　小５　蕨グラスホッパーズ）

風力発電所見学

昼食～お土産

お茶摘み体験



7月31日（日）　15:30～　　掛川駅

いよいよ、みんなとお別れの時が来ました。本木委員長より
「サマースクールで教わった、感謝の気持ちを持つ事や、ルールを
守る事を忘れない様に」「スタッフに教わったネオホッケーのボールを
打つ・止める・上げる技術をチームに帰っても続けて練習をして、
チームワークを忘れずに、大会や、来年のサマースクールで、
今より上手くなって元気に会いましょう」「スタッフやサマースクールの
友達と会ったら必ず挨拶をしましょう」の言葉で解散となりました。
スタッフの人に「ありがとうございました」と挨拶をして、
静岡の参加者とはここでお別れとなりました。
解散時には、みんなでハイタッチをしてのお別れとなりました。

僕はサマースクールに行く前、とても楽しみにしていました。なぜかと
言うと、色々な県から来た人と一緒に協力したり、戦ったりするから
です。それと、初めて会った人と仲良くなったり出来るからです。
花鳥園では、インコのエサを手に持つと、手や腕に４羽も止まって、
痛かったけどエサを食べている所を見たら、カワイクて痛さが吹き
飛びました。個人賞の発表で、僕は優秀選手賞でした。その時
嬉しかったけど、なぜか顔に嬉しさが出ませんでした。でも、とてつも
なく嬉しかったので良かったです。来年の中学１年生の時には
絶対にMVP賞を取りたいです。「ありがとうございました」

小柳　遼流　（埼玉県蕨市　小６　錦クラブ）

7月31日（日）　17:00～　　豊橋駅

愛知・奈良・三重の参加者は、豊橋駅での解散となりました。
奈良・三重の参加者は、まだ家までは遠い道のりですが。

僕は初めてサマースクールへ行った。前の日はドキドキしてなかなか
眠れなかった。ステンドグラス美術館の絵はとてもきれいで、絵が動き
出しそうに見えた。僕は大会の時ディフェンスもフォワードもキーパー
も全てのポジションをやった。けど、引き分けか負けにしかならな
かった。サマースクールに行かせてくれてありがとう。少し家に帰り
たい気持ちはあるけど、楽しい４日間になったと思います。新しい
友達も出来たので、また行かせて下さい。

松本　一護　（栃木県宇都宮市　小４　富士見BGA）

7月31日（日）　18:00～　　東京駅

いよいよ、栃木・埼玉・東京も解散の時が来ました。
引率者が迎えに来ていて、最後の解散が終わり、サマースクールも
終了となりました。

今回のサマースクールは今までと違い、私にとって特別でした。なぜ
なら、私は中学３年生で小学４年生からの集大成だったからです。
６年間自分を支えてくれた家族やドリームの皆、スタッフさんに恥ずか
しくないプレーをしたいと思っていました。しかし、今までの「頑張る」
だけで上手く行かないのが今回の大会で、それは小学生のコーチを
やった事です。勿論コーチの経験なんて無く「無理」と言う気持ちで
いっぱいでした。大会が始まり「これで最後なんだな」と言う気持ちも
ありましたが「最後くらい失敗しないで終わらせたい」の方が強かった
と思います。最後の中学生対スタッフの試合は、格段に上手い
スタッフさん相手に、この３日間一緒に頑張ってきた仲間と戦う事が
出来て本当に楽しく気持ちよかったです。結果発表で私はベスト６を
取って、小学４年生で初めて取った賞で終われた事に少し感動しま
した。今回の合宿を４年生からの「集大成」と出来たかは別として、
中学生として自分の役割を全うする事が出来たと思います。こうして
「楽しかった」「嬉しかった」を感じる事が出来たのも、スタッフさんや
家族、一緒に練習してきた皆のおかげです。
６年間、本当にありがとうございました。

穂苅　真帆　（東京都江戸川区　中３　ドリーム）

掛川駅到着～解散

豊橋駅到着～解散

東京駅到着～解散

ご協力ありがとうございました。スタッフ一同より



【２０１６青少年サマースクールを終えて】 自分は今回が６回目の参加で最後の夏となりました。サマースクール

<参加した少年・少女の皆さんへ> では、毎年学ばせられる事がたくさんあり、とても良い合宿だなと思い

　皆さんサマースクールはいかがでしたか？ ました。最年長としての参加で、とてもプレッシャーがありましたが、この

　開校式で渡邉会長からスタッフのような指導者を ３日間を終え、少し安心しています。技術面では、今日の大会でスタッフ

目指し、練習し、思い出に残る合宿にしてほしい と試合をした時もそうですが、中学生同士で試合をした時は出来ていた

と言うお話がありましたね。 事が、全く出来ませんでした。大人相手の時は、一つ一つの動きや

　この期間、皆さんはネオホッケーを真剣に取り組み、 スピードが違うからだと思いました。生活面では、今年で６回目なので、

プールやバーベキューを楽しみ、絵葉書・感想文に 部屋のリーダーをやるのは当たり前だと思って参加しましたが、心の

苦戦しました。また、掛川城や浜岡原子力科学館の 準備をしていてもやはり大変なものは大変なんだと改めて感じました。

見学、お茶摘み体験など普段めったにできないこと、 ８人部屋だったのですが、とても個性豊かな人が集まって来ていて

新しい発見や喜びや驚きがあったと思います。 とても楽しかったのですが、それなりに皆での行動は大変でした。日常

　この４日間で君たちは目の輝きを増し、前向きな 生活では、１人で活動する事や、家族で行動する事が多く、集団行動

気持ちを持つようになったと強く感じました。 なんてする事はそんなに無いです。なので、このサマースクールの

このサマースクールで学んだこと感じたことを忘れ お陰で、学校行事の林間学校や修学旅行などでは落ち着いて行動

ないで、普段の生活でも行ってみて下さい。 出来ました。サマースクールに行っておいて良かったなと思っています。

　「ルール（社会）を守ること」、「美しいお辞儀」、 今後も学んだ事を最大限に活用させて頂こうと思います。自分はいつも

「夢(目標)を持つこと」など、この次に皆さんと 両親に感謝の気持ちを伝える事が恥ずかしくて出来ていないのですが、

お会いするときを楽しみにしています。 この６年目をきっかけに伝えてみようと思います。「６年間ありがとう」その

一言をしっかり伝えてから今回のサマースクールの報告をしたいと思い

<保護者の皆様へ> ます。スタッフの方々にも感謝の気持ちは強いです。自分が４年生の時

　子供たちをサマースクールに参加させて下さった から見て下さった本木さんをはじめとしたスタッフの方々、本当に沢山の

保護者の方々と地方連盟の皆様へ御礼申し上げます。 人が協力して下さって、今の自分がここに居ると言う事を、自分は一度も

　日本フロアボール連盟は、ネオホッケーを通じて、 忘れた事がありません。スタッフの方々は、沢山の人達を先生でも無い

心身の健全なる育成と、生涯スポーツの振興に寄与 のに指導して生活まで見ているなんて、とても尊敬します。自分もこの

することを目的とするスポーツ団体です。 合宿のスタッフとして参加出来たら良いなと思います。皆から尊敬される

　2012年、三協会が統合され新たな体制でスタートし 様なスタッフになりたい、いやなれる様に頑張ります。最後に本当に

5年目となりましたが、会長をはじめ役員一同はこの 楽しい６年間をありがとうございました。一緒に参加し、努力した仲間達

サマースクールを最も大切な事業と位置付けております。 にも感謝です。ありがとうございました。「サマースクール最高です！！」

　次世代を担う子供達を育成する活動は有意義な 設楽　廉　（東京都江戸川区　中３　ドリーム）

ものであり、今後も必ず継続してまいりますので引き続き各種事業に対し、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

<静岡県フロアボール協会の皆様へ>

　この度は大変お世話になりました。候補地の選定から諸備品の準備など、スタッフだけでは手が回らないことをすべてお願いしました。

服部一重静岡県協会会長をはじめとする会員の皆様に、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

ネオホッケー部門統括　　　和田　喜久夫

※他の写真については、添付のDVD（スライドショー）をご覧ください。

どうしてサマースクールを行うのか？

すごく楽しかったよ！　来年は友達も

　誘ってみんなで参加しようよ！！

２０１７年のサマースクールは、福島県で実施する予定です。



初のサマースクールとして今回驚く事が多く去年のサマースクール 今回で2回目のスタッフとしての参加でしたが、その中で一番感じた

から参加しとけば良かったと後悔しました。それは、全国から子供達 ことは子供たち自ら気づいて行動していた事です。ネオホッケーの

が集まり一人ひとりの技術の高さに驚き大会では見れない姿を間近 時はもちろんですが、ごはんの時間にはみんなで声を掛け合い

に見れた事と、今までスタッフの方々と話す機会が大会の時だけで 配膳し、片付けするそんな日常生活の中でも色々考えて行動してる

今回初めて話すスタッフの方とコミュニケーションを取れた事は、 子供たちはとても頼もしかったです。スタッフとしては全員の子供達

自分にとって凄く良かったです。これからもチームスタッフの方々と と関われなかったのが心残りですが、この合宿を通して私自身が

コミュニケーションをとって自分のチームにプラスになれればと思い 子供たちに刺激を受けた2日間でした。ありがとうございました。

ました。サマースクールでは生活と入浴を担当しまして、入浴の方は 柴田　柚衣子（愛知県豊橋市）

初日少し戸惑う事もありましたが、2日目以降はスムーズに行き子供

達に湯を浸かる時間も取れました。但し忘れ物や落とし物が出て 今回、初めてサマースクールに参加しました。子供たちが日に日に

しまった所は自分の確認不足でした。生活の方は、自分自身仕事を 成長していく姿を間近で見る事ができ嬉しかったです。しかし自分

してなかったのではと思いました。率先して挨拶の声を掛けたり、 の技術が未熟なため子供に指導することができず、自分が基礎を

靴などをこまめに見回る等をしていなかったので今回反省する点は 教えて頂いた様にも思えました。また生活態度で指導する時も言葉

多かったです。来年のサマースクールでは、こんな事がないように のかけ方で受けとり方も変わってきてしまいます。指導する技術と

しっかりとスケジュールや仕事を把握して頑張って行きたいです。 ともに相手に伝えることのことの難しさを改めて感じました。スタッフ

廣瀬　英昭（栃木県宇都宮市） として足りないことばかりで他のスタッフに迷惑をかけてばかりでした

が、私にとってこの4日間はとても濃い経験をすることができました。

私自身、子どもたちと合宿のような共同生活を行うことは初めてで 長岡　千恵（埼玉県蕨市）

あり、とても良い経験をさせて頂きました。この4日間を通して、

小学4年生～中学3年生が一緒に過ごす縦の繋がりはとても良い物 7月28・30・31日と3日間、スタッフとして参加させていただきました。

だなと感じており、ネオホッケーのプレーは勿論のこと、日常生活の 初めて参加する子たちは、少しドキドキしてるかな？という面持ち

見本となり率先して動いてくれる姿は、下の世代にとって憧れの でしたが、同じスポーツをやっている仲間だけあり、仲良くなるのに

存在になると思いました。今回の参加者が、翌年以降のサマー それほど時間はかかりませんでした。そんな中、今回すごく感じた

スクールでどんな姿を見せてくれるのか楽しみでなりません。 事はホッケーのレベルが高いということ。私が子どもの頃とは違い、

是非、来年も参加できたらと幸いです。 環境も道具も全てが良くなっている。ネオホッケーが大きな進化を

鈴木　徹也（愛知県幸田町） 遂げている事を改めて実感しました。と同時に基礎を飛ばしている

プレーも見受けられました。サマースクールでは基礎のゼロから

サマースクール初日まで、少しの不安と緊張、でもそれはすぐに無く 練習していきます。そのゼロをやってみると、プレー技術の高い子

なり、楽しさと充実感であっと言う間の４日間でした。その中でも挨拶 でもうまく出来なかったりするのです。その子たちが基礎のゼロから

食事の準備、感謝の言葉の大切さ等、日常生活態度を子供と一緒 を身につける事でさらにレベルアップし、それを手助けできると思うと

に自分も勉強させて頂きました。コーチとして子供を指導するなら、 とても嬉しく、子どもたちのために夢中になった4日間でした。みんな

何事においてもその手本となる行動を取らなければいけないと学び の悔し涙も、達成できた笑顔も全て2016サマースクールに刻まれた

ました。ネオホッケーについては、フライボールやドリブルが上手く 事でしょう。全国の子どもたちと関われた事に感謝し、またこれから、

いかなかった子がコーチのアドバイスを受けて、成功した時の笑顔と ひと回りもふた回りも成長した皆に会える事を楽しみにしています。

私の名前を呼んで、「上手くいったよ！」っと言ってくれた時はとても 飯島　えり（東京都稲城市）

嬉しかったです。小学生を指導している私には新たな発見、勉強に

なったサマースクールでした。ここで学んだことをしっかり持ち帰り 2年ぶりのサマースクールで久しぶりに会う子と初めましての子達と

子供達に伝えると共に、今以上にもっとホッケーを好きになって 3泊4日楽しく過ごせました。子供達の成長を間近で見る事が出来、

くれる様に楽しく厳しく指導をしていきたいです。来年もスタッフと 自分自身も頑張らないといけないなと思いました。大会でみんなに

して参加したいです。４日間ありがとうございました！！ また会えるのを楽しみにしています。

杉浦　卓弥（愛知県幸田町） 品川　典子（神奈川県川崎市）

スタッフの声①



初めてサマースクールにスタッフとして参加しました。サマースクール 今回は２日間の参加でした。合流して、朝、子供達に会うまでが

が、どんな事をするのか知らなかったので、不安でしたがすぐに不安 すごく楽しみでした。それも去年参加させていただいたことが大きい

はなくなり、声を出す、子供の名前を覚える事に追われ、あっという間 と思います。最初は覚えてくれているかと緊張もしましたが、大丈夫

に4日間終わってしまいました。想像以上にやることが多く、特に子供 そうで安心し、緊張からプレーを見たいという楽しみに変わりました。

の名前を覚えるのが大変で苦労しました。でも、子供たちがたくさん 初めて見る子達への驚きや、皆が上手くなっていることが嬉しく思い

話しかけに来てくれて、自分に何が出来るか、子供たちに何をして ました。教える立場という貴重な経験を続けさせてもらえたことで、

あげれるか、一生懸命考えた4日間でした。この4日間を終えて子供 子供の成長の早さ、驚かされるプレーなどへの感動が増えたと思い

に教える大変さ面倒を見る事の苦労を実感しました。それをこれから ます。そして、短い時間で何が出来るかを考えさせられる2日間に

の生活やホッケーでもっとうまく活かせるように頑張ります。スタッフと なり、自分自身も成長したいと思えたサマースクールでした。

してはまだまだでしたが参加させていただきありがとうございました。 今年もありがとうございました。

野澤　和樹（愛知県豊橋市） 小林　有（愛知県豊橋市）

今回のサマースクールは総勢78人という去年を上回る人数で今まで 今回2年ぶりにサマースクールへ参加させていただき、まず驚か

以上にスタッフ間の繋がりを持たなきゃと思い参加しました。1人の されたのは子供達の成長の早さでした。2年間会わないだけで

子供に指導を集中してしまい、他の子供がおろそかになってしまう こんなにも大人になるのかと、ビックリしました。ネオホッケーの技術も

事があったので、もっと他のスタッフにお願いをし、みんなをしっかり ですが、年下の子へアドバイスをしたり、生活面においてもよく気づき
指導出来る様になれればと思いました。今回は何度も参加してくれ
て

行動する姿に、サマースクールで子供達に伝えてきた事を理解し

いる中学生達が頼りになり、小学生達の面倒を沢山見てくれて助け 吸収してくれたんだなと嬉しく思いました。今回初めて参加してくれた

られました。このまま大人になり一緒にスタッフとして参加できる日が 子供達も継続して参加し、下の子へ教える立場へと成長してもらい

来ることが楽しみになりました。まだまだ未熟なところが多いので今回 たいと思います。また来年会えるのを楽しみしています。

もまた貴重な経験をする事が出来ました。 松浦　太一（東京都稲城市）

やっぱりサマースクールは最高です。

菅　和朗（東京都板橋区） 今年は小学生60名と中学生18名の合計78名と過去最多の子供達

が参加してくれました。スタッフも13人中5人が初参加、2名が2年ぶり

参加者総勢78名スタッフ13名のもと過去最大規模のサマースクール 2名が土日のみと、スタッフのチームワークも必要だと思いながらの

になりました。初参加の子供たち、スタッフが多い中無事に帰って 初日を迎えました。挨拶をする・靴は揃える・自分の事は自分でする

来れてきたこと、滞りなくスケジュールをこなせた事、今回ほどみんな スタッフに相談する・友達をたくさん作る・チームワークを大事にする

の協力なくして無事にサマースクールを終える事は出来なかったと の6個を参加者にお願いしました。試合では上手い子供達も、基礎

思います。特に中学生達の成長には驚きました。小学生の時から 練習をすると以外と出来ない子供が多かったですが、さすがは子供

参加している子供達が中学生になり小学生の面倒を率先してみて みるみる上達し、上達した事が試合で出来るともっと上手くなろうと

くれたり、ときにはスタッフのお手伝いなどしてくれたりと本当に助け 頑張っていました。小学4年生から中学3年生までの6年間参加して

られました。自分達がサマースクールで関わってきた子供たちがこの くれた子、将来スタッフとして参加したいと言ってくれた子、中学生が

ような姿になってくれた事がとても嬉しく思えたサマースクールでも 何も言わなくても率先して行動し、小学生の面倒を見ている事、

ありました。また今回参加してくれた小学生達が中学生になった時に サマースクールをやってきて良かった、今後のネオホッケーを担う

今回の中学生のような子供達に成長させられるようにこれからの 若い世代が少ながらずも育っていると実感しました。今年も新たに

子供達の指導をもっともっと頑張ってやって行きたいと思いました。 愛知県幸田町の子供達が12名も参加してくれました。今後も色々な

そしてまた来年のサマースクールは今年以上に内容のあるサマー 地域から参加者を募る事やスタッフの育成、開催地の確保や行事の

スクールにしていきたいと思います。最後にいろいろと御尽力頂いた 工夫など、やる事は沢山ありますが、参加者が来年も来たいと

静岡県協会の皆さんありがとうございました。 思ってくれる様なサマースクールにして行きたいと思っています。

今後とも宜しくお願いします。 参加した子供たちが、参加した事がない子供を誘って参加して

田中　潤（東京都板橋区） くれればと楽しみにしています。そして、サマースクールの参加者の

中からスタッフ・指導者として参加してくれるのを待っています。

本木　貴志（埼玉県蕨市）

スタッフの声②



2016/6/25

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

あおやぎ　たくと

青柳　拓篤

おおつか　こうすけ

大塚　皓介

とこい　はるき

床井　陽暉

くろす　けんと

黒須　健叶

もろいし　ののこ

諸石　乃々子

おおたき　みなみ

大瀧　南

おち　しゅうすけ

越智　柊介

まつもと　いちご

松本　一護

にしむら　りょう

西村　凌

もろいし　ふゆこ

諸石　楓由子

もりしま　みずき

森嶋　瑞来

２０１６　青少年サマースクール　参加者名簿　①

0913010032 男 中2 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010056 男 小6 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0913010035 男 中2 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0913010043 女 小6 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010055 男 小6 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010050 男 小5 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010053 女 小6 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010052 男 小4 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0915010061 男 小4 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010051 女 小4 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0915030007 女 小6 栃木県宇都宮市 SHOWA・SAKURA



2016/5/26

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

もりや　ひろと

森谷　拓斗

すどう　しょうた

須藤　翔太

もとき　える

本木　恵瑠

つかもと　あい

塚本　愛

つづき　みなみ

都築　美七海

おかむら　えみ

岡村　栄美

もりや　まな

森谷　茉奈

しもやま　じょうじ

下山　譲士

つかもと　ななか

塚本　奈々香

もとき　りみ

本木　璃美

２０１６　青少年サマースクール　参加者名簿　②

1112000381 男 中2 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000451 女 中2 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1114001701 男 中2 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112001141 女 中2 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000461 女 中2 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000481 女 小6 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000471 女 中1 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000491 女 小5 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000421 男 小5 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000501 女 小5 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ



2016/5/26

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

おがわ　まさき

小川　真毅

くにもと　たかと

國本　貴斗

おくだ　めい

奥田　芽生

こやなぎ　はる

小柳　遼流

あめたに　しょうたろう

飴谷　正太郎

うしく　はると

牛久　陽太

きたうら　たくみ

北浦　匠

おがわ　まひろ

小川　真央

ちねん　まなか

知念　愛佳

かわばた　みそら

川畑　美空

きたに みおり

木谷　実保里

２０１６　青少年サマースクール　参加者名簿　③

1112000881 男 中1 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112001021 女 中1 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112001161 男 中1 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1113001401 男 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112000911 男 小6 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1113001391 男 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1113001381 男 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1113001351 女 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1113001371 女 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1113001341 女 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1113001361 女 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部



2016/5/26

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

しだら　れん

設楽　廉

ほかり　まほ

穂苅　真帆

くにさわ　ゆうた

國澤　優太

たばた　せいや

田端　星弥

いとう　こうた

伊藤　航太

らいじょう　たつや

頼成　達也

たにむら　ゆうき

谷村　祐希

もり　こうき

森　煌希

いとう　かんた

伊藤　貫太

うちの　ふみと

内野　史登

うしまる　こうすけ

牛丸　高輔

やまざき　けいご

山崎　桂吾

さいとう　こうた

斎藤　孝太

すずき　そら

鈴木　青空

やまわき　ゆうり

山脇　悠理

２０１６　青少年サマースクール　参加者名簿　④

1312025015 男 中3 東京都江戸川区 ドリーム

1314025034 男 小6 東京都江戸川区 ドリーム

1312025019 女 中3 東京都江戸川区 ドリーム

1315025040 男 小6 東京都江戸川区 ドリーム

1314025033 男 小6 東京都江戸川区 ドリーム

1314025031 女 小6 東京都江戸川区 ドリーム

1316025043 男 小6 東京都江戸川区 ドリーム

1315025042 男 小4 東京都江戸川区 ドリーム

1315025041 男 小4 東京都江戸川区 ドリーム

1315032080 男 小5 東京都稲城市 平尾

2214190277 男 中1 静岡県静岡市 中島JNC

2215100323 男 小6 静岡県静岡市 服西ペガサス

2216100348 男 小6 静岡県静岡市 中島JNC

2215280306 男 小4 静岡県静岡市 ネオフェスト

2215280299 男 小5 静岡県静岡市 ネオフェスト



2016/5/27

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

かわい　りくと

河合　陸斗

なつめ　しょう

夏目　尚

とみた　あやは

冨田　彩羽

くぼた　たくと

久保田　琢斗

まつだ　つばさ

松田　翼

どい　しゅうと

土井　柊人

もりかみ　しょう

森上　昇

こばやし　みう

古林　未羽

ふくい　ふうか

福井　楓華

やまもと　ともや

山本　智哉

とみた　ゆいと

冨田　唯翔

２０１６　青少年サマースクール　参加者名簿　⑤

2315238117 男 中1 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313235511 女 中1 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2315238118 男 中1 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2312161511 男 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2312160511 男 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2314238113 男 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313236511 男 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313233521 女 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2312165521 女 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313235511 男 小5 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313237511 男 小5 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS



2016/5/27

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

ながや　はるか

長谷　美嘉

ながや　みほ

長谷　美帆

みずたに　ここは

水谷　心花

まえざわ　かのん

前沢　花音

かとう　ななみ

加藤　菜々実

なかの　かりん

中野　かりん

なかの　かのん

中野　かのん

やまもと　ゆき

山本　結貴

よねざわ　ゆう

米澤　優

うえだ　かずま

植田　和真

しゅとう　あやの

首藤　彩乃

いざわ　みう

伊澤　美羽

２０１６　青少年サマースクール　参加者名簿　⑥

2313672521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2313678521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2313674521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2313673521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2313677521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2313676521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2313675521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2314611511 男 小5 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2313679521 女 小6 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2314616521 女 小5 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2314603511 男 小5 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

2314612521 女 小5 愛知県幸田町 トヨサカクラブ



2016/5/27

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

ながさわ　ひかる

長澤　陽瑠

ふじた　こゆき

藤田　小雪

ながさわ　さとる

長澤　里瑠

かねだ　けいじろう

金田　京示朗

きしべ　たいせい

岸部　大征

なかい　がくと

中井　楽人

にしおか　りの

西岡　梨乃

きづたに　ひな

木津谷　姫奈

２０１６　青少年サマースクール　参加者名簿　⑦

2315875005 男 中1 愛知県小牧市 ブレイズ小牧

2316875009 男 小4 愛知県小牧市 ブレイズ小牧

2316875010 女 小5 愛知県小牧市 ブレイズ小牧

2414000079 男 小6 三重県伊勢市 伊勢えび～’z

2914000048 男 小6 奈良県広陵町 レインボー

2914000050 女 小5 奈良県広陵町 レインボー

2914000047 男 小6 奈良県広陵町 レインボー

2914000053 女 小5 奈良県広陵町 レインボー



2016/7/28

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 年齢 所属連盟 役職・担当

本木
もとき

　　貴志
たかし 1112000541 男 48 埼玉県　蕨市

日本連盟　執行役員
ネオホッケー部門　大会運営委員長

田中
たなか

　　潤
じゅん 1312016001 男 42 東京都　板橋区

日本連盟　執行役員
ネオホッケー部門　指導普及委員長

菅
すが

　　和朗
かずあき 1312016002 男 35 東京都　板橋区 ネオホッケー部門　指導普及委員

品川
しながわ

　典子
のりこ 1412010207 女 42 神奈川県　川崎市 ネオホッケー部門　審判委員

飯島
いいじま

　えり 1312032011 女 35 東京都　稲城市 実行委員

長岡
ながおか

　千恵
ちえ 1112000761 女 35 埼玉県　蕨市 実行委員

松浦
まつうら

　太一
たいち 1312032005 男 30 東京都　稲城市 実行委員

杉浦
すぎうら

　卓弥
たくや 2312608111 男 26 愛知県　幸田町 実行委員

鈴木
すずき

　徹也
てつや 2312606110 男 26 愛知県　幸田町 実行委員

廣瀬
ひろせ

　英昭
ひであき 0912010012 男 26 栃木県　宇都宮市 実行委員

野澤
のざわ

　和樹
かずき 2314238111 男 22 愛知県　豊橋市 実行委員

小林
こばやし

　有
ゆう 2312127111 男 24 愛知県　豊橋市 実行委員（土日のみ）

柴田
しばた

　柚衣子
ゆいこ 2312133321 女 22 愛知県　豊橋市 実行委員（土日のみ）

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 年齢 所属連盟 役職

渡邉
わたなべ

　　惇
つとむ 1312060005 男 80 東京都　中央区 日本連盟　会長

井之川
いのかわ

　将男
まさお 1512000001 男 79 新潟県　十日町 日本連盟　副会長

大橋
おおはし

　正幸
まさゆき 2312101210 男 68 愛知県　豊橋市 日本連盟　副会長

高橋
たかはし

　　功
いさお 1312011001 男 68 東京都　板橋区 日本連盟　専務理事

和田
わだ

　喜久夫
きくお 1312041001 男 61 東京都　八王子市

日本連盟　常務理事
ネオホッケー部門　統括

神田
かんだ

　哲賢
てつよし 1312022001 男 55 東京都　江戸川区

日本連盟　執行役員
管理部門　総務委員長

中村
なかむら

　隆永
たかひさ 1412010102 男 46 神奈川県　川崎市

日本連盟　執行役員
ネオホッケー部門　審判委員長

服部
はっとり

　一重
かずしげ 2212000106 男 63 静岡県　静岡市 静岡県協会　会長

海野
うんの

　将宏
まさひろ 2212060045 男 37 静岡県　静岡市

日本連盟　社員
静岡県協会選出

本澤
ほんざわ

　勉
つとむ 2212030017 男 59 静岡県　静岡市

静岡県協会
ネオホッケー部門　指導普及委員

和田
わだ

　竜也
たつや 2212060052 男 37 静岡県　静岡市

静岡県協会
ネオホッケー部門　審判委員

飯塚
いいづか

　正也
まさや 2212050042 男 34 静岡県　静岡市

静岡県協会事務局及び
ネオホッケー部門　大会運営委員

２０１６　青少年サマースクール　スタッフ名簿

２０１６　青少年サマースクール　役員名簿



もとき　える おおつか　こうすけ しだら　れん つかもと　あい おかむら　えみ ながさわ　ひかる

本木　恵瑠 大塚　皓介 設楽　廉 塚本　愛 岡村　栄美 長澤　陽瑠

中2・蕨・グラス 中2・宇都宮・BGA 中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中2・蕨・グラス 中1・蕨・グラス 中1・小牧・ブレイズ

すどう　しょうた とみた　あやは おがわ　まさき

須藤　翔太 冨田　彩羽 小川　真毅

中2・蕨・グラス 中1・豊橋・spiders 中1・蕨・錦

さいとう　こうた かねだ　けいじろう よねざわ　ゆう もりかみ　しょう なかい　がくと しもやま　じょうじ しだら　れん

斎藤　孝太 金田　京示朗 米澤　優 森上　昇 中井　楽人 下山　譲士 設楽　廉

小6・静岡・服西 小6・伊勢・えび 小5・幸田・トヨサカ 小6・豊橋・spiders 小6・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・蕨・グラス 中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

くにさわ　ゆうた くろす　けんと どい　しゅうと にしおか　りの やまもと　ゆき やまもと　ともや おおつか　こうすけ もとき　える

國澤　優太 黒須　健叶 土井　柊人 西岡　梨乃 山本　結貴 山本　智哉 大塚　皓介 本木　恵瑠

小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小6・幸田・トヨサカ 小5・豊橋・spiders 中2・宇都宮・BGA 中2・蕨・グラス

なかの　かりん みずたに　ここは たばた　せいや あめたに　しょうたろう もろいし　ののこ すずき　そら すどう　しょうた つかもと　あい

中野　かりん 水谷　心花 田端　星弥 飴谷　正太郎 諸石　乃々子 鈴木　青空 須藤　翔太 塚本　愛

小6・幸田・トヨサカ 小6・幸田・トヨサカ 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・蕨・錦 小6・宇都宮・BGA 小5・静岡・ネオ 中2・蕨・グラス 中2・蕨・グラス

ながや　みほ たにむら　ゆうき しゅとう　あやの ながさわ　さとる きたうら　たくみ いとう　かんた ながさわ　ひかる とみた　あやは

長谷　美帆 谷村　祐希 首藤　彩乃 長澤　里瑠 北浦　匠 伊藤　貫太 長澤　陽瑠 冨田　彩羽

小6・幸田・トヨサカ 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・幸田・トヨサカ 小4・小牧・ブレイズ 小4・蕨・錦 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・小牧・ブレイズ 中1・豊橋・spiders

ふくい　ふうか もとき　りみ つかもと　ななか まつもと　いちご かわばた　みそら きたに みおり おがわ　まさき おかむら　えみ

福井　楓華 本木　璃美 塚本　奈々香 松本　一護 川畑　美空 木谷　実保里 小川　真毅 岡村　栄美

小6・豊橋・spiders 小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小4・宇都宮・BGA 小4・蕨・錦 小4・蕨・錦 中1・蕨・錦 中1・蕨・グラス

すずき　てつや ながおか　ちえ もとき　たかし まつうら　たいち いいじま　えり ひろせ　ひであき

鈴木　徹也 長岡　千恵 本木　貴志 松浦　太一 飯島　えり 廣瀬　英昭

スタッフ・幸田 スタッフ・蕨 スタッフ・蕨 スタッフ・稲城 スタッフ・稲城 スタッフ・宇都宮

こばやし　ゆう

小林　有

スタッフ・豊橋

2016 サマースクール ネオホッケー大会 チーム一覧表①

本木　JAPAN

小学生チーム（黄A） 小学生チーム（黄B） 小学生チーム（黄緑A） 小学生チーム（黄緑B） 小学生チーム（緑A） 小学生チーム（緑B） 中学生A（オレンジ） 中学生A（オレンジ）

キャプテン

コーチ（中学生）

スタッフ



ほかり　まほ もりや　ひろと つづき　みなみ あおやぎ　たくと おくだ　めい くにもと　たかと

穂苅　真帆 森谷　拓斗 都築　美七海 青柳　拓篤 奥田　芽生 國本　貴斗

中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中2・蕨・グラス 中2・蕨・グラス 中2・宇都宮・BGA 中1・蕨・錦 中1・蕨・錦

まえざわ　かのん やまざき　けいご かとう　ななみ きしべ　たいせい もりしま　みずき おおたき　みなみ もりや　ひろと

前沢　花音 山崎　桂吾 加藤　菜々実 岸部　大征 森嶋　瑞来 大瀧　南 森谷　拓斗

小6・幸田・トヨサカ 小6・静岡・中島 小6・幸田・トヨサカ 小6・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小6・宇都宮・showa 小6・宇都宮・BGA 中2・蕨・グラス

こやなぎ　はる くぼた　たくと まつだ　つばさ こばやし　みう おち　しゅうすけ らいじょう　たつや あおやぎ　たくと くにもと　たかと

小柳　遼流 久保田　琢斗 松田　翼 古林　未羽 越智　柊介 頼成　達也 青柳　拓篤 國本　貴斗

小6・蕨・錦 小6・豊橋・spiders 小6・豊橋・spiders 小6・豊橋・spiders 小5・宇都宮・BGA 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中2・宇都宮・BGA 中1・蕨・錦

いざわ　みう とこい　はるき いとう　こうた とみた　ゆいと うちの　ふみと きづたに　ひな なつめ　しょう ほかり　まほ

伊澤　美羽 床井　陽暉 伊藤　航太 冨田　唯翔 内野　史登 木津谷　姫奈 夏目　尚 穂苅　真帆

小5・幸田・トヨサカ 小6・宇都宮・BGA 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・豊橋・spiders 小5・稲城・平尾 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中1・豊橋・spiders 中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

もり　こうき なかの　かのん もりや　まな やまわき　ゆうり ふじた　こゆき にしむら　りょう かわい　りくと つづき　みなみ

森　煌希 中野　かのん 森谷　茉奈 山脇　悠理 藤田　小雪 西村　凌 河合　陸斗 都築　美七海

小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・幸田・トヨサカ 小6・蕨・グラス 小4・静岡・ネオ 小5・小牧・ブレイズ 小4・宇都宮・BGA 中1・豊橋・spiders 中2・蕨・グラス

うしく　はると うえだ　かずま ながや　はるか おがわ　まひろ ちねん　まなか もろいし　ふゆこ うしまる　こうすけ おくだ　めい

牛久　陽太 植田　和真 長谷　美嘉 小川　真央 知念　愛佳 諸石　楓由子 牛丸　高輔 奥田　芽生

小4・蕨・錦 小5・幸田・トヨサカ 小6・幸田・トヨサカ 小4・蕨・錦 小4・蕨・錦 小4・宇都宮・BGA 中1・静岡・中島 中1・蕨・錦

たなか　じゅん しながわ　のりこ しばた　ゆいこ のざわ　かずき すぎうら　たくや すが　かずあき

田中　潤 品川　典子 柴田　柚衣子 野澤　和樹 杉浦　卓弥 菅　和朗

スタッフ・板橋 スタッフ・川崎 スタッフ・豊橋 スタッフ・豊橋 スタッフ・幸田 スタッフ・板橋

なかむら　たかひさ

中村　隆永

（執行役員）

2016 サマースクール ネオホッケー大会 チーム一覧表②

田中　JAPAN

小学生チーム（ピンクA） 小学生チーム（ピンクB） 小学生チーム（赤A） 小学生チーム（赤B） 小学生チーム（青A） 小学生チーム（青B） 中学生B（白） 中学生B（白）

コーチ（中学生）

キャプテン

スタッフ



1 9:30 黄A 2 - 0 ピンクA 黄B 1 - 1 ピンクB

2 9:37 黄緑A 0 - 2 赤A 黄緑B 1 - 1 赤B

3 9:44 緑A 0 - 0 青A 緑B 1 - 1 青B

4 9:51 中学生A 3 - 1 中学生B 黄A 4 - 0 静岡

5 9:58 中学生A 1 - 2 中学生B 静岡 0 - 1 ピンクA

6 10:05 黄A 0 - 0 赤A 黄B 0 - 1 赤B

7 10:12 黄緑A 1 - 1 青A 黄緑B 0 - 0 青B

8 10:19 緑A 0 - 0 ピンクA 緑B 0 - 0 ピンクB

9 10:26 中学生A 0 - 0 中学生B 黄緑A 1 - 0 静岡

10 10:33 中学生A 1 - 2 中学生B 静岡 0 - 3 赤A

11 10:40 黄A 1 - 0 青A 黄B 1 - 0 青B

12 10:47 黄緑A 1 - 1 ピンクA 黄緑B 0 - 2 ピンクB

13 10:54 緑A 0 - 1 赤A 緑B 0 - 2 赤B

14 11:01 中学生A 0 - 0 中学生B 静岡 0 - 0 青A

15 11:08 中学生A 0 - 1 中学生B 緑A 1 - 0 静岡

16 11:15 黄A 0 - 0 ピンクB 黄B 0 - 2 ピンクA

17 11:22 黄緑A 2 - 0 赤B 黄緑B 0 - 2 赤A

18 11:29 緑A 3 - 0 青B 緑B 1 - 0 青A

19 11:36 中学生A 2 - 0 中学生B 黄B 1 - 0 静岡

20 11:43 中学生A 0 - 1 中学生B 静岡 1 - 2 ピンクB

21 11:50 黄A 2 - 0 赤B 黄B 0 - 0 赤A

22 11:57 黄緑A 3 - 0 青B 黄緑B 0 - 1 青A

23 13:00 緑A 1 - 3 ピンクB 緑B 0 - 1 ピンクA

24 13:07 中学生A 2 - 1 中学生B 黄緑B 1 - 0 静岡

25 13:14 中学生A 0 - 3 中学生B 静岡 2 - 0 赤B

26 13:21 黄A 1 - 0 青B 黄B 3 - 0 青A

27 13:28 黄緑A 2 - 0 ピンクB 黄緑B 1 - 2 ピンクA

28 13:35 緑A 1 - 0 赤B 緑B 0 - 2 赤A

29 13:42 中学生A 0 - 0 中学生B 緑B 1 - 1 静岡

30 13:49 中学生A 3 - 0 中学生B 静岡 1 - 0 青B

31 13:56

32 14:03 中学生A 0 - 2 スタッフ

33 14:10 スタッフ 0 - 0 中学生B

※試合時間は5分 ※グレーはエキシビジョン

昼　　食

2016青少年サマースクールin静岡　ネオホッケー大会

Aコート Bコート

本木JAPAN 田中JAPAN 本木JAPAN 田中JAPAN



かとう　ななみ つづき　みなみ

加藤　菜々実 都築　美七海

小6・幸田・トヨサカ 中2・蕨・グラス

こやなぎ　はる ながや　みほ もとき　りみ あおやぎ　たくと もとき　える

小柳　遼流 長谷　美帆 本木　璃美 青柳　拓篤 本木　恵瑠

小6・蕨・錦 小6・幸田・トヨサカ 小5・蕨・グラス 中2・宇都宮・BGA 中2・蕨・グラス

くにさわ　ゆうた みずたに　ここは いざわ　みう まつだ　つばさ まえざわ　かのん ふくい　ふうか

國澤　優太 水谷　心花 伊澤　美羽 松田　翼 前沢　花音 福井　楓華

小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・幸田・トヨサカ 小5・幸田・トヨサカ 小6・豊橋・spiders 小6・幸田・トヨサカ 小6・豊橋・spiders

ながさわ　ひかる ほかり　まほ とみた　あやは しだら　れん おおつか　こうすけ おかむら　えみ

長澤　陽瑠 穂苅　真帆 冨田　彩羽 設楽　廉 大塚　皓介 岡村　栄美

中1・小牧・ブレイズ 中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・豊橋・spiders 中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中2・宇都宮・BGA 中1・蕨・グラス

なかの　かりん うえだ　かずま もりや　ひろと つかもと　あい

中野　かりん 植田　和真 森谷　拓斗 塚本　愛

小6・幸田・トヨサカ 小5・幸田・トヨサカ 中2・蕨・グラス 中2・蕨・グラス

さいとう　こうた ながや　はるか よねざわ　ゆう

斎藤　孝太 長谷　美嘉 米澤　優

小6・静岡・服西 小6・幸田・トヨサカ 小5・幸田・トヨサカ

うちの　ふみと まつもと　いちご やまわき　ゆうり ながさわ　さとる おがわ　まひろ ちねん　まなか

内野　史登 松本　一護 山脇　悠理 長澤　里瑠 小川　真央 知念　愛佳

小5・稲城・平尾 小4・宇都宮・BGA 小4・静岡・ネオ 小4・小牧・ブレイズ 小4・蕨・錦 小4・蕨・錦

かわばた　みそら きたに みおり

川畑　美空 木谷　実保里

小4・蕨・錦 小4・蕨・錦

らいじょう　たつや やまざき　けいご もりしま　みずき もりや　まな たにむら　ゆうき とみた　ゆいと

頼成　達也 山崎　桂吾 森嶋　瑞来 森谷　茉奈 谷村　祐希 冨田　唯翔

小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・静岡・中島 小6・宇都宮・showa 小6・蕨・グラス 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・豊橋・spiders

つかもと　ななか にしおか　りの もろいし　ふゆこ すどう　しょうた おくだ　めい

塚本　奈々香 西岡　梨乃 諸石　楓由子 須藤　翔太 奥田　芽生

小5・蕨・グラス 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・宇都宮・BGA 中2・蕨・グラス 中1・蕨・錦

くろす　けんと くぼた　たくと もりかみ　しょう きしべ　たいせい もろいし　ののこ なかの　かのん

黒須　健叶 久保田　琢斗 森上　昇 岸部　大征 諸石　乃々子 中野　かのん

小6・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders 小6・豊橋・spiders 小6・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小6・宇都宮・BGA 小6・幸田・トヨサカ

やまもと　ともや ふじた　こゆき

山本　智哉 藤田　小雪

小5・豊橋・spiders 小5・小牧・ブレイズ

かねだ　けいじろう やまもと　ゆき おち　しゅうすけ しもやま　じょうじ しゅとう　あやの

金田　京示朗 山本　結貴 越智　柊介 下山　譲士 首藤　彩乃

小6・伊勢・えび 小6・幸田・トヨサカ 小5・宇都宮・BGA 小5・蕨・グラス 小5・幸田・トヨサカ

おがわ　まさき かわい　りくと なつめ　しょう

小川　真毅 河合　陸斗 夏目　尚

中1・蕨・錦 中1・豊橋・spiders 中1・豊橋・spiders

とこい　はるき たばた　せいや いとう　こうた なかい　がくと おおたき　みなみ こばやし　みう

床井　陽暉 田端　星弥 伊藤　航太 中井　楽人 大瀧　南 古林　未羽

小6・宇都宮・BGA 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小6・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders

すずき　そら にしむら　りょう あめたに　しょうたろう きたうら　たくみ

鈴木　青空 西村　凌 飴谷　正太郎 北浦　匠

小5・静岡・ネオ 小4・宇都宮・BGA 小4・蕨・錦 小4・蕨・錦

どい　しゅうと きづたに　ひな うしく　はると もり　こうき いとう　かんた

土井　柊人 木津谷　姫奈 牛久　陽太 森　煌希 伊藤　貫太

小6・豊橋・spiders 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・蕨・錦 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

くにもと　たかと うしまる　こうすけ

國本　貴斗 牛丸　高輔

中1・蕨・錦 中1・静岡・中島

ベスト６

2016 サマースクール ネオホッケー大会 表彰一覧表

総合優勝 田中　JAPAN

最優秀賞（ＭＶＰ）

優秀賞

ナイスファイト賞

エンジョイプレー賞

スーパーゴール賞

スーパーアシスト賞

ルーキー賞

グッドプレー賞

フェアプレー賞

ハッスル賞



階数 部屋番号 大きさ 男女 人数 担当スタッフ リーダー サブリーダー サブリーダー

まつうら　たいち ながさわ　ひかる なつめ　しょう かねだ　けいじろう こやなぎ　はる たばた　せいや うえだ　かずま にしむら　りょう

松浦　太一 長澤　陽瑠 夏目　尚 金田　京示朗 小柳　遼流 田端　星弥 植田　和真 西村　凌

スタッフ・稲城 中1・小牧・ブレイズ 中1・豊橋・spiders 小6・伊勢・えび 小6・蕨・錦 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・幸田・トヨサカ 小4・宇都宮・BGA

すが　かずあき あおやぎ　たくと おがわ　まさき もりかみ　しょう しもやま　じょうじ もり　こうき

菅　和朗 青柳　拓篤 小川　真毅 森上　昇 下山　譲士 森　煌希

スタッフ・板橋 中2・宇都宮・BGA 中1・蕨・錦 小6・豊橋・spiders 小5・蕨・グラス 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

すずき　てつや すどう　しょうた やまざき　けいご くぼた　たくと よねざわ　ゆう まつもと　いちご

鈴木　徹也 須藤　翔太 山崎　桂吾 久保田　琢斗 米澤　優 松本　一護

スタッフ・幸田 中2・蕨・グラス 小6・静岡・中島 小6・豊橋・spiders 小5・幸田・トヨサカ 小4・宇都宮・BGA

たなか　じゅん おおつか　こうすけ くにもと　たかと どい　しゅうと すずき　そら いとう　かんた

田中　潤 大塚　皓介 國本　貴斗 土井　柊人 鈴木　青空 伊藤　貫太

スタッフ・板橋 中2・宇都宮・BGA 中1・蕨・錦 小6・豊橋・spiders 小5・静岡・ネオ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

のざわ　かずき もりや　ひろと かわい　りくと とこい　はるき いとう　こうた さいとう　こうた やまもと　ともや うしく　はると ながさわ　さとる

野澤　和樹 森谷　拓斗 河合　陸斗 床井　陽暉 伊藤　航太 斎藤　孝太 山本　智哉 牛久　陽太 長澤　里瑠

スタッフ・豊橋 中2・蕨・グラス 中1・豊橋・spiders 小6・宇都宮・BGA 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・静岡・服西 小5・豊橋・spiders 小4・蕨・錦 小4・小牧・ブレイズ

すぎうら　たくや うしまる　こうすけ くにさわ　ゆうた なかい　がくと くろす　けんと とみた　ゆいと あめたに　しょうたろう

杉浦　卓弥 牛丸　高輔 國澤　優太 中井　楽人 黒須　健叶 冨田　唯翔 飴谷　正太郎

スタッフ・幸田 中1・静岡・中島 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小6・宇都宮・BGA 小5・豊橋・spiders 小4・蕨・錦

ひろせ　ひであき しだら　れん まつだ　つばさ きしべ　たいせい らいじょう　たつや おち　しゅうすけ うちの　ふみと きたうら　たくみ やまわき　ゆうり

廣瀬　英昭 設楽　廉 松田　翼 岸部　大征 頼成　達也 越智　柊介 内野　史登 北浦　匠 山脇　悠理

スタッフ・宇都宮 中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・豊橋・spiders 小6・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・BGA 小5・稲城・平尾 小4・蕨・錦 小4・静岡・ネオ

しながわ　のりこ もとき　える もろいし　ののこ ながや　はるか ふくい　ふうか やまもと　ゆき しゅとう　あやの おがわ　まひろ

品川　典子 本木　恵瑠 諸石　乃々子 長谷　美嘉 福井　楓華 山本　結貴 首藤　彩乃 小川　真央

スタッフ・川崎 中2・蕨・グラス 小6・宇都宮・BGA 小6・幸田・トヨサカ 小6・豊橋・spiders 小6・幸田・トヨサカ 小5・幸田・トヨサカ 小4・蕨・錦

もとき　たかし とみた　あやは なかの　かりん おおたき　みなみ もとき　りみ ちねん　まなか

本木　貴志 冨田　彩羽 中野　かりん 大瀧　南 本木　璃美 知念　愛佳

スタッフ・蕨 中1・豊橋・spiders 小6・幸田・トヨサカ 小6・宇都宮・BGA 小5・蕨・グラス 小4・蕨・錦

ながおか　ちえ ほかり　まほ おかむら　えみ みずたに　ここは もりしま　みずき ながや　みほ きづたに　ひな つかもと　ななか かわばた　みそら

長岡　千恵 穂苅　真帆 岡村　栄美 水谷　心花 森嶋　瑞来 長谷　美帆 木津谷　姫奈 塚本　奈々香 川畑　美空

スタッフ・蕨 中3・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・蕨・グラス 小6・幸田・トヨサカ 小6・宇都宮・showa 小6・幸田・トヨサカ 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・蕨・グラス 小4・蕨・錦

いいじま　えり つかもと　あい おくだ　めい かとう　ななみ まえざわ　かのん もりや　まな にしおか　りの もろいし　ふゆこ

飯島　えり 塚本　愛 奥田　芽生 加藤　菜々実 前沢　花音 森谷　茉奈 西岡　梨乃 諸石　楓由子

スタッフ・稲城 中2・蕨・グラス 中1・蕨・錦 小6・幸田・トヨサカ 小6・幸田・トヨサカ 小6・蕨・グラス 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・宇都宮・BGA

たなか　じゅん つづき　みなみ こばやし　みう たにむら　ゆうき なかの　かのん ふじた　こゆき いざわ　みう きたに みおり

田中　潤 都築　美七海 古林　未羽 谷村　祐希 中野　かのん 藤田　小雪 伊澤　美羽 木谷　実保里

スタッフ・板橋 中2・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・幸田・トヨサカ 小5・小牧・ブレイズ 小5・幸田・トヨサカ 小4・蕨・錦

のざわ　かずき ひろせ　ひであき すぎうら　たくや すずき　てつや まつうら　たいち すが　かずあき たなか　じゅん もとき　たかし

野澤　和樹 廣瀬　英昭 杉浦　卓弥 鈴木　徹也 松浦　太一 菅　和朗 田中　潤 本木　貴志

スタッフ・豊橋 スタッフ・宇都宮 スタッフ・幸田 スタッフ・幸田 スタッフ・稲城 スタッフ・板橋 スタッフ・板橋 スタッフ・蕨

ながおか　ちえ いいじま　えり しながわ　のりこ しばた　ゆいこ なかむら　たかひさ こばやし　ゆう

長岡　千恵 飯島　えり 品川　典子 柴田　柚衣子 中村　隆永 小林　有

スタッフ・蕨 スタッフ・稲城 スタッフ・川崎 スタッフ・豊橋 （執行役員） スタッフ・豊橋

わたなべ　つとむ かんだ　てつよし

渡邉　惇 神田　哲賢

（会長） （執行役員）

おおはし　まさゆき たかはし　いさお

大橋　正幸 高橋　功

（副会長） （専務理事）

2016　青少年サマースクール　橋場屋旅館部屋割表
2016年7月16日

本
館
2
F

霧 和10帖 男 7

松 和8帖 男 5

かえで 和8帖 男 5

つばめ 和12帖 男 8

うしお 和8帖 男 5

ちどり 和10帖 男 6

ひばり 和12帖 男 8

別
館
2
F

201 和10帖 女 7

202 和8帖 女 5

206 和10帖 女 8

スタッフ

207 和10帖 女 7

208 和10帖 女 7

1
F

宴会場 和40帖 男 10

スタッフ

203 洋室 男 2

別
館
2
F

209 和10帖 女 4

役員

205 洋室 男 2 役員


