
6:00
集合～
豊橋駅新幹線改札口（愛知集合）

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

6:40
豊橋駅出発～
東海道新幹線ひかり500号

6:20 散歩～ラジオ体操 6:20 散歩～ラジオ体操 6:20 散歩～ラジオ体操

8:13
東京駅到着～
鍛冶橋駐車場へ

6:50 朝食 6:50 朝食 6:50 朝食

8:30
八重洲南口鍜治橋駐車場～
東京・埼玉・群馬と合流

8:30
A班はネオホッケー合同練習
（鶴ヶ城体育館）

8:30
ネオホッケー大会
（鶴ヶ城体育館）

7:30 閉校式

8:50 東京駅出発～大型バス2台にて 8:30 B班はカナディアンカヌー 12:00 昼食 8:00 出発～大型バスにて

10:00
蓮田PA休憩～
事故渋滞にて以降遅延

11:30 昼食（喜多方ラーメン） 13:00
ネオホッケー大会
（鶴ヶ城体育館）

8:30
桧原湖にてモーターボート体験
＋お土産

13:00 大谷PA到着～栃木と合流 12:30 A班はカナディアンカヌー 16:00 入浴 10:00 ラビスパ裏磐梯にてプール・温泉

14:30 五百川PA到着～福島県と合流 13:00
B班はネオホッケー合同練習
（鶴ヶ城体育館）

17:00
バーベキュー
（ホテル観山にて）

12:00 昼食

15:00
南ヶ丘牧場～アーチェリー・アイスクリーム
作り体験、動物と触れ合い

17:00
ネオホッケー合同練習
（鶴ヶ城体育館）

19:00
ネオホッケー大会成績発表
＆個人賞発表

13:00 出発

18:00 大塩裏磐梯ホテル観山到着～夕食 19:00 夕食～入浴 20:00 学習（ネオホッケーの感想文） 14:30 郡山駅到着～福島は解散～お土産

18:30 開校式～オリエンテーション 20:00 花火（ホテル観山にて） 22:30 消灯、スタッフミーティング 15:39 郡山駅出発～なすの278号

19:00 入浴 21:00
学習
（ネオホッケーのルール説明 ）

16:16 宇都宮駅到着～栃木は解散

19:30 学習（ネオホッケーの絵葉書の作成） 22:00 消灯、スタッフミーティング 16:50 大宮駅到着～埼玉・群馬は解散

21:30 消灯、スタッフミーティング 17:16 東京駅到着～東京は解散

17:56
東京駅出発～
東海道新幹線こだま677号

20:08 豊橋到着～愛知は解散

第６回日本フロアボール連盟「青少年サマースクール」が、福島県裏磐梯で開催されました。

参加者は総勢１２０名、福島県連盟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（日） 7月31日（月）7月28日（金） 7月29日（土）

2017
青少年　サマースクール　in　福島

7月28日（金）～7月31日（月）

報告書
ス  ケ  ジ  ュ  ー  ル



7月28日（金）　6:00～　　豊橋駅

いよいよ、青少年サマースクールin福島の日がやって来ました。

豊橋集合組は、愛知県で豊橋が１１名、小牧が３名、トヨサカが８名、

サカザキが１６名の小学生が３４名＋中学生が４名の、合計３８名が

ご家族や責任者の引率で豊橋駅に集合しました。

３８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。

今年初めてサマースクールに来て感じたことは２つあり、１つ目は

不安と緊張です。前日の夜は不安で当日の朝も緊張して、落ち着き

ませんでした。２つ目は安心で、お風呂の時に忘れ物も無かったし、

部屋の人ともすぐに友達になれました。試合では愛知県に帰ると

一緒にプレー出来ない仲間と協力し、心を一つにして「チームワーク」

を心がけました。限られた４日間という長くて短い時間で、中学生や

スタッフさんの助言の意味を考えて行動し、沢山の人に協力して

貰っているので、その分沢山学び、感じ、成長して愛知県に帰りたい

です。その成長した姿をお父さん、お母さんに見せたいです。

江崎　智穂　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

7月28日（金）　8:30～　　東京駅八重洲南口鍛冶橋駐車場

東京集合組は、群馬県富岡が２名、東京都江戸川が８名、

東京都稲城が５名、埼玉県蕨が３０名の合計４５名がご家族や

責任者の引率で東京駅鍛冶橋駐車場に集合し、愛知県集合組と

合流しました。

私は初めてサマースクールに行きました。最初のバスに乗って

「あと１０分で自己紹介をするよ」と本木さんに言われ、ドキッとしました。

なぜなら、自己紹介がとっても苦手だからです。隣の席の子と相談

して、しおりに「県、市、チーム名、名前、あだ名、ポジション、目標」

を書き、自己紹介の時にマイクを持って、しおりを見ながらしゃべり

ました。「感想文が楽しみだな」と言われました。私はお兄ちゃんと

一緒に来ましたが、２人分の参加費を払ってくれて、そのおかげで

友達も２４人出来ました。お父さん、お母さんには感謝しています。

とても楽しかったです。

森　紫音　（東京都江戸川区　小４　ドリーム）

7月28日（金）　13:00～　　大谷PA

予想外の東北自動車道の事故渋滞で、約２時間遅れでの

到着となってしまいました。栃木県には随分と待って頂きました。

今回で４度目となるサマースクールは、今までとは違う合宿になり

ました。１つ目は沢山虫に刺された事、２つ目は自分から話しかける

事ができ、小学生の時は話しかけるなんてとても出来ず相談も出来

ませんでした。中学生になってサブリーダーやチームのコーチになり

しっかりやろうと思ったからかも知れません。３つ目は練習時間が

少なかったけど、その代わりいろいろと体験出来たので満足して

います。ネオホッケー大会があり、中学生チームでは自分のせいで

負けない様に頑張りました。自分がコーチをしているチームの

ポジションを決めるのが難しくて、全てのポジションを一回づづ

やらないといけないし、スタッフの人は毎回出なければいけないと

言う事があり、決め終わった時は疲れました。虫に刺された時や水に

濡れるスポーツの時にスタッフさんが助けてくれて嬉しかったです。

私はサマースクールに来て、来る前と違う自分になれた気がします。

やっぱり、人と関わる事は大切な事だと思いました。

諸石　乃々子　（栃木県宇都宮市　中１　富士見BGA）

豊橋駅集合～出発

東京駅集合～出発

大谷PA到着～栃木合流



7月28日（金）　14:30～　　五百川PA

福島県にも非常に待って頂くことになり、トラブル？もありましたが、
無事、合流する事が出来ました。

７月２８日から始まったサマースクール、ホテル観山に到着し、一緒の
部屋の人と友達になりました。リーダーがくるみちゃん、サブリーダーが
まなちゃんと私です。初めての人と顔を合わせて少し緊張していたけど
みんな優しく話してくれてとてもありがたかったです。表彰では
ルーキー賞を取れた事が嬉しかったです。明日も行事があるので
楽しく良い思い出を作りたいです。準備をしてくれたお母さんと
おばあちゃんには本当に感謝しています。家に帰ったら思い出を
沢山話してあげたいです。スタッフの方、みんなを楽しませてくれて
ありがとうございます。みんなきっと楽しかったと私は思います。
友達も沢山作れて良かったです。４日間本当にありがとうございました。

矢内　和　（福島県郡山市　小６　郡山シャーカーズ）

7月28日（金）　15:00～　　南ヶ丘牧場

やっと到着した南ヶ丘牧場。アイスクリーム作り体験では、卵と牛乳から
作ったアイスクリームをおいしそうに食べていました。アーチェリーは、
なかなか的に当たらず苦戦していました。動物とのふれあいでは、
最初は怖がっていましたが、慣れてきて、ヤギやウサギ、ブタ等と
触れ合っていました。

私は今年初めてサマースクールに来ました。バスに乗る時、知らない
人ばかりでドキドキしましたが、少しづづ話す事が出来て嬉しかった
です。初めはみんなに付いて行く事が出来なくて少し悔しかったです。
２日目からはみんなに付いて行けて、悔しい気持ちから嬉しい気持ち
になれました。私はアーチェリーをするのが小さい時からの夢でした。
とても力が必要で全然飛びませんでした。少し上に打ったら的に
当たったけど跳ね返って残念でした。４日間とても短かったけど
来年も行きたいと思いました。来年もお友達を沢山作ったり、練習を
一生懸命頑張りたいです。

廣岡　巳愛　（愛知県幸田町　小４　坂崎）

7月28日（金）　18:30～　　ホテル観山大宴会場

予定より遅れてのホテル到着で、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。昼食兼夕食となり、お腹が空いていた子供たちは
残さず食べました。開校式では、佐川管理部門統括から「参加者全員で
協力して思い出に残るサマースクールとしましょう」と開校のことば、
渡邉会長から「 困難に対峙するという経験を生かして欲しい」と
挨拶があり、福島県の国分さんからは、歓迎のお話がありました。
役員・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、時間を守ると、
この合宿での７個のお願いの話がありました。
今日の練習は中止と発表があり、みんな残念がっていました。

私は初めてのサマースクールに行き、最初は知らない子達と初めての
場所で慣れない事もあったけど、バスに乗っているうちに、どんどん
周りの子達と友達になれて、牧場に着いてみんなでアイスクリームを
作ったり、アーチェリーをやったり、動物に触ったりと、１日目はとても
楽しいことが沢山ありました。表彰で私が貰ったのは、エンジョイプレー
賞と優勝でした。来年５年生になったら、今年よりもっといいMVPや
優秀賞を目指して練習をいっぱいやって、もっと上手くなって来年
来たいです。私はお父さんやお母さんにかっこいい姿を見せて恩返し
をしたいです。そしてネオホッケーを日本の人全員に教える為に上手く
ならなきゃいけないので、練習を一生懸命頑張りたいです。この４日間
教えてくれたスタッフさんやコーチの言ってくれた事を忘れないで
蕨に帰っても、精一杯頑張ります。

羽根田　シャンティ　（埼玉県蕨市　小４　グラスホッパーズ）

五百川PA到着～福島合流

南ヶ丘牧場

開校式～オリエンテーション



7月28日（金）　19:30～　　ホテル観山大宴会場

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での目標、今日の出来事を
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。

私はサマースクールがとても楽しみで、前日の夜は寝る事が出来ません
でした。そして当日、かなり眠かったけど頭の中はサマースクールの
事で頭が一杯でした。新幹線で東京駅が近くなると、見た事が無い
ビルや大きなマンションがあって、私たちの様な田舎には無いので
驚きました。東京駅に着いてサラリーマンの人達が居て、これも田舎
には無い光景でした。学習の時間に親へ絵葉書を書きました。色んな
気持ちを書いたので、お父さんやお母さんに届くといいなと思いました。
明日が最終日で東京の子達とはお別れなので、明日のプールで
色んな人と関わっていい思い出を作りたいです。

伊澤　美羽　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

7月29日（土）、30日（日）、31日（月）　6:20～　　ホテル周辺

２日目も早起きです。雨の為、散歩は中止となり、ホテルのロビーで
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。

僕は今回で４回目のサマースクールになります。行く前に小学生の
頃とは違って少し不安がありました。中学生として迷惑を掛けず、
小学生をまとめる事が出来るのか。その不安は的中し、部屋の班長に
なりました。初めは驚きましたが、段々やる気が湧いてきて頑張って
やる事にしました。初めは分からない事や先輩の行動の速さに付いて
いけませんでしたが、何とか慣れてきて、次の行動を読み、玄関に
荷物を用意する事も出来ました。今回で４回目になるので、その記憶が
僕を目覚めさせてくれました。３日目の朝は、空気の綺麗な田舎の街を
散歩して気分が良く、いい朝を迎える事が出来ました。お父さん、
お母さん、スタッフの皆さん、「本当に感謝しています。ありがとう
ございます。これからも宜しくお願いします」自分のプレーを磨いて
来年のサマースクールに挑みます。

小柳　遼流　（埼玉県蕨市　中１　錦クラブ）

7月29日（土）　8:30～　　鶴ヶ城体育館

朝ごはんが終わり、チーム分けの発表です。A班は田中JAPAN、
B班は本木JAPANです。A班の田中JAPANは体育館で練習です。
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・
フライボールの練習をしました。

僕は２０１７サマースクールin福島で最高の４日間を過ごしました。
この４日間はホッケーを上手くなる事と、他の県の人や普段話さない
人との交流をする為のサマースクールだと思います。アイスクリーム
作り体験では、僕は作った事が無いのでどの様に作るのか楽しみ
でした。そして出来上がったアイスクリームの味はとても美味しく、
普段スーパーで買うのよりも、自分達で一から作ったのは特別に
美味しかったです。大会では、緊張しながらも集中を切らさず、
みんなで元気よく楽しく出来たので本当に楽しかったです。表彰で
僕はハッスル賞で、自分に合った賞だったので、嬉しかったです。
この４日間楽しい最高の思い出が出来て、しかも違う県の友達が
出来ました。これもお母さんのおかげです。本当にありがとう。

長澤　里瑠　（愛知県小牧市　小５　ブレイズ）

散歩・ラジオ体操

ネオホッケー合同練習（A班）

学習（絵葉書の作成）



7月29日（土）　8:30～　　曽原湖

B班の本木JAPANは、カナディアンカヌーの体験です。３人乗りの

大きなカヌーで、滅多に落水しない様ですが、インストラクターから

バランスを崩すと落水すると言われ、ちょっと怖がっていました。

湖に出て、最初は右に行ったり、左に行ったりしていましたが、

帰って来る時には、みんなで競争していました。

僕は去年に続いて今年もサマースクールに参加しました。部屋の

人達やホッケー大会のチームの人達も、みんな友達です。一番

楽しみにしていたカナディアンカヌーでは、朝から心がワクワクして

いました。僕のグループは、最初に友達になった田中暖人君と

スタッフのチャオズさんです。３０分ぐらいの体験だと思っていたのに

２時間ぐらいやったので、楽しかったけど手が疲れました。チャオズ

さんがカヌーをやった事がある様で、とても早く動きましたが、途中で

チャオズさんの「パドル」が折れて暖人君と２人で漕ぎました。カヌー

が一番楽しかったけど、忘れてはいけないのが、家族への感謝だと

思うので、家に帰ったら「ありがとう」と言いたいです。ネオホッケー

大会は最終的に本木JAPANが負けてしまったけど、僕にとっては

ホッケー大会、BBQ、仲良くなった友達、カナディアンカヌー、牧場

での体験、ラーメン、花火、試合に勝った瞬間、ベスト６賞、全部全部

忘れられない大人になっても忘れない夏休み一番の思い出です。

飴谷　正太郎　（埼玉県蕨市　小５　錦クラブ）

7月29日（土）　11:30～　　ゴールドハウス目黒・他

A班とB班は別々の場所での昼食となりましたが、喜多方ラーメンを

初めて食べる子供たちが多く、ちぢれ麺であっさりスープの

ラーメンを完食していました。

昼食の喜多方ラーメンでは、僕はラーメンが好きなので、直ぐに

食べてしまいました。麺はクネクネしていて、スープが美味くて、

メンマがコリコリしていて、肉はスープを吸っていて、スープと一緒に

食べる麺は、超美味かったです。練習は楽しくて分かりやすくて、

ちょっと上手くなった気がしました。中学生の試合では、迫力が

すごくて「いつかあんな風になってみたい」と思い、動きが細かくて

「どうやってんだろう」と思いました。試合では２回しか勝てなくて、

悔しくて「今度こそ勝ってやる」と思いました。まだ強くなりたいので

来年もお願いします。

村田　樹俊　（愛知県幸田町　小４　坂崎）

7月29日（土）　12:30～　　曽原湖

A班の田中JAPANも、カナディアンカヌーの体験です。

湖を１周して約２時間の間カヌーを漕ぎ続け、腕が筋肉痛だと

子供たちがぼやいていました。

私はこのサマースクールで色々な事を学びました。初めに学んだ事は

愛知県から福島県までどれだけ大変かです。私はこの４日間で友達を

一杯作る事を目標にしていました。カヌーでは漕ぎ方やブレーキの

掛け方を教わり、やって見たらすごく難しかったけど落ちなくて良かった

です。腕が疲れたけどチームワークが大切だと分かりました。あと少しの

期間も楽しみたいです。応援してくれたお父さんやお母さん、準備や

色々な事をしてくれたスタッフの方や役員の方、ホテルの食事を作って

くれた方々に感謝したいです。

平岩　瑚子　（愛知県幸田町　小６　坂崎）

喜多方ラーメン（昼食）

カナディアンカヌー（A班）

カナディアンカヌー（B班）



7月29日（土）　13:00～　　鶴ヶ城体育館

B班の本木JAPANは、カヌーも終わり練習となりました。準備運動をして
パス・トラップ・シュート・フライボールの練習をしました。

初めてサマースクールに参加して、色々な事を色々な人達から
学びました。自己紹介は緊張したけど、友達作りを頑張ろうと思い
ながら自己紹介をしました。バスの席が隣のりみちゃんとお互いの
学校の事を話したりしました。アイスクリーム作り体験でワクワク気分
になり、動物を見たり触ったりして心がいやされ、初めてやった
アーチェリーは難しかったけど上手く出来ました。合宿の朝は早く、
ラジオ体操がいい目覚めになりました。カヌーでは３人で息を合わせ
バランスを保てる様に頑張りました。フライボールの練習で、上げる
のは出来たけど、来たボールに合わせるのは苦手なので、もっと
練習して上手な中学生の様になりたいです。大会では練習の成果が
出せる様にみんなと一生懸命頑張りました。大会後のお風呂では
ゆっくり露天風呂にも入り、ホカホカで上がりました。お父さん、
お母さん、スタッフの方、役員の方に感謝して残り少ない時間を
過ごしたいです。

小野　咲良　（愛知県幸田町　小６　坂崎）

7月29日（土）　17:00～　　鶴ヶ城体育館

本木JAPAN・田中JAPANの２チームが揃っての合同練習です。
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。

今回のサマースクールは、とても楽しく出来たと思います。理由は、
バスに乗ってホテルに着くまで沢山いい思い出が出来たからです。
バスに乗って初めての子と話したのは、東京スカイツリーが見え
始めた時でした。サマースクールが何回目とか、チームがどんな
チームか話しました。大会では「あれだけ練習したんだから頑張ろう」
と心に決めました。中学生対スタッフの試合は、ものすごく力強く、
私もあの様になりたい、この人達を抜かして見たい、と言う気持ちに
なりました。スタッフの人達には色々と教えて貰ったり、サポートして
貰ったりして上手く出来たと思います。家族には無理を言って
行かせてくれた事を感謝しています。

首藤　彩乃　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

7月29日（土）　20:00～　　ホテル観山駐車場

夕食を食べて、お風呂にも入って、花火の時間です。手持ち花火、
置き花火、打ち上げ花火と、沢山あった花火もすぐに無くなって
しまい、もう終わり？と、もっとやりたそうな子供たちでした。

私はサマースクールが２回目で、５年の時は用事があって行けなくて
悲しかったです。私は人見知りであまり話せませんでしたが、バスの
周りの子が話しかけてくれて、他の地域の人でもこんなに仲良く
なれるとは思わなく、とても嬉しかったです。私が話していると、愛知県
出身で三河弁だったので、皆が興味を持ってくれて色々な言葉の
意味を話しました。ホテルのお風呂は温泉で熱かったけど、口に
入ったら塩味だったので、とても疲れが取れました。個人賞は
グッドプレー賞でした。私は正直下手なので、下の方かと思いました
が、上の方だったので嬉しくて飛び跳ねちゃいました。サマースクール
に行ったおかげで友達も出来たし、積極的に声を掛けれたり、フライ
ボールも狙った位置に飛ばせる様になり、行った甲斐がありました。
来年もサマースクールに行き、もっと強くなりたいです。

安田　香穂　（愛知県豊橋市　小６　豊橋SPIDERS）

ネオホッケー合同練習（B班）

ネオホッケー合同練習

花火



7月29日（土）　21:00～　　ホテル観山大宴会場

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」、

１６個の反則の名前をリーダー中心に発表して、初めて知った

反則が沢山あったようです。

今回初めてサマースクールに行きました。今年初めてやった花火で

一番楽しかったのは線香花火で、なぜなら火の玉が落ちるからです。

ルール説明は、詳しく反則を教えてくれました。私が知らない反則を

知る事が出来ました。反則が１６個あると知りませんでした。BBQでは

中学生と６年生がお肉や野菜や焼きそばを焼いてくれて、熱かった

けどとても美味しかったです。スタッフさんに教えて貰った事を蕨に

帰って身に着けて練習したいです。サマースクールに行かせてくれた

両親に感謝して、来年も行かせてくれる様に頑張りたいです。

目崎　沙奈　（埼玉県蕨市　小４　グラスホッパーズ）

7月30日（日）　8:30～　　鶴ヶ城体育館

いよいよネオホッケー大会です。本木JAPAN・田中JAPANが、

それぞれ小学生が６チーム、中学生が２チームに分かれて、

フライングゲットと言う、フライボールを上げて、コーンでキャッチ

するゲームが始まりました。緊張のせいか、昨日は上がっていた

フライボールが上がらない子が沢山いました。次は試合です。

小学生チームは、コーチに中学生、選手でスタッフが入り、

総当たり戦の熱戦が繰り広げられました。

今年のサマースクールは２回目でした。練習ではフライボールが

出来なかったけど、教えて貰った事を覚えておいて、自分のチーム

に帰っても練習してフライボールが出来る様にしたいです。大会では

オフェンスの時遠慮したり、少しビビっちゃって前に走れなかったり、

全力で頑張れなかったと思います。もう何日か合宿があればもっと

上手くなったと思いますが、前よりは目標としていたディフェンスを

強くするのは近づけたかなと思います。部屋が同じ人やチームが

同じ人など沢山の友達が出来ました。ネオホッケーを上手くする為や

友達を作る為に来年もサマースクールに来ていろんな事を大事に

して行きたいです。

内野　史登　（東京都稲城市　小６　平尾）

今年は去年と違う体験が出来る４日間。１週間前から中学生と言う立ち

位置でやっていけるかどうか不安で一杯で、しかも、班長になる確率が

あったので、とても心配で去年よりもテンション低めのスタートでした。

ホテルはご飯も美味しく、お風呂も部屋も綺麗で過ごしやすい所でした。

でも、心配していた班長になってしまい、責任感と緊張感を持った１日

でした。朝のラジオ体操から班長としての役目があり、中学生・班長と

しての自覚を持てました。練習では中学生として人一倍声を出したり、

お手本にならなければいけないので大変でした。私は茶色のチームの

コーチで、みんな元気が無く勝てなかったので、「声を出し合って」と

言うと、次の試合から声が出ました。茶色チームは勝ったり負けたりで

少し問題もあったけど、皆が笑顔で終われたので良かったです。

中学生チームでは、全部の試合で良い所が無く、チームの人達に

迷惑を掛けてしまいました。この３日間を通して感じた事は、中学生と

しての役割を果たす事で責任感を持ち行動しないといけない事、もっと

個人の力を付けなければ試合に付いて行けない事です。色々あった

３日間でしたが、この生活を味わえたのも、家族やスタッフさんや役員の

方々のおかげです。この事は絶対に忘れてはいけません。家族には

今回学んだ事を伝えてお礼を言いたいです。そして、来年も行かせて

貰える様に、今年の反省を直して頑張ります。

谷村　祐希　（東京都江戸川区　中１　ドリーム）

学習（ルール説明）

ネオホッケー大会



7月30日（日）　8:30～　　鶴ヶ城体育館

試合では、エキシビジョンでG・シニアとの対戦があり、大人相手に
負けて悔しがっている子供たちはすごいと思いました。
最後に中学生対スタッフの試合があり、小学生を魅了するプレーを
連発していました。

僕は今回２回目のサマースクールで、去年はとても緊張したけど
今年は２回目なのであまり緊張しませんでした。練習の中で、
ダイレクトと言う打ち方をしました。僕はダイレクトが分からなくて
失敗ばかりしていました。そこへ太一さんがダイレクトの打ち方を
教えてくれて僕はダイレクトが打てる様になりました。大会ではMVPを
取りたいと思いました。１試合目から一応勝てたけど、みんなの
助けがあって勝てました。それから僕は点が取れなくなって、
そこへ青柳拓篤さんが「後ろから打て」と言って、次の試合後ろから
打ったら入りました。的確な指示をしてとても凄いと思いました。
表彰ではベスト６賞の時、最後に僕の名前が呼ばれて、とても
嬉しかったです。来年もいい賞を取りたいです。

米澤　優　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

僕にとって２回目のサマースクールに行きました。フライボールの
練習では、最初はゴロばかり打っていましたが、スタッフや中学生に
教えて貰いだいぶ上手に打てる様になりました。次に日にはコートの
端から端までほぼ打てる様になり、嬉しかったです。大会では僕は
本木JAPANで、最初はフライングゲットです。仲間が自分が打った
ボールをノーバンでキャッチしてくれて中学生が「一護、ナイスボー」と
言ってくれて嬉しかったです。表彰では本木JAPANが負けて少し
悔しかったです。個人賞は「ベスト６賞」を貰いました。僕はシュートも
決めてないのに貰っていいのかな？でも嬉しかったです。
サマースクールはやっぱり楽しいです。スタッフの皆さんありがとう
ございました。来年も来たいです。

松本　一護　（栃木県宇都宮市　小５　富士見BGA）

今回は３回目で、今までは中学生や小学６年生に教えて貰って
いましたが、今度は自分が教える側になり、サブリーダーとしても
リーダーを支える事になり、教え方ややり方が分からなくなる事が
ありました。特にリーダーが居ないとどうすればいいか分からなく
なってしまいましたが、サブリーダーは２人でみんなの意見も聞き
ながら一緒に協力しました。表彰では初めて優勝しましたが、個人賞
では「グッドプレー賞」でMVPを目指していたが、同じ学年の人が
とても上手くてMVPを取れる気が無くなりました。自分の実力が
分かったので、課題を決めて生活面ももう一度見直して、頑張り
続けます。来年はMVPを絶対に取ります。私は母とある約束を
しました。「朝は早く起きて、みんなに迷惑をかけずダラダラしない」
と言う事で、今回私は覚悟を決めて来ました。無事にその約束を
守って、来年のサマースクールに行かせてくれるまで、その約束を
守り続けたいと思います。

本木　璃美　（埼玉県蕨市　小６　グラスホッパーズ）

私は初めてサマースクールで友達が出来るか心配でしたが、同じ
部屋の子やバスの隣の子と仲良くなって友達になりました。練習では
すごく苦手なフライボールをするのが怖かったけど、スタッフさんが
丁寧に教えてくれて飛ぶようになりました。私は今まで自分の事を
自分でせず、お父さんとお母さんに任せてばかりででした。でも
サマースクールでは自分の事は自分でやって、時間も短時間で
済ませなければいけなくて、リーダーに「早く準備して～」と言われ
みんなの足を引っ張てるのかなと思い、次の日はちゃんと前日に
準備して早く準備が出来ました。サマースクールでは集団行動で
１人が遅いとみんなが遅れてしまいます。時間の大切さや準備の
速さの事が分かったので、家でも迷惑を掛けない様に学んだ事を
生かして続けて行きたいです。愛知に帰ったら友達と離れてしまう
けど、一生忘れないでいたいです。サマースクールに行かせて
くれたお父さんとお母さんのおかげで毎日の生活の事が分かった
ので、一番最初に感謝を込めてお礼を言いたいです。

田島　暖乃香　（愛知県幸田町　小６　坂崎）

ネオホッケー大会



7月30日（日）　17:00～　　ホテル観山駐車場

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。

僕はサマースクールに行くのが３回目で、今年は小学生最後に
なるのでワクワクしていました。１日目は事故渋滞で２時間ほど遅れて
いましたが、途中で栃木県や福島県の人達と合流し、そこからバスは
だんだん盛り上がって行きました。南ヶ丘牧場では、動物とふれあい、
アーチェリー、アイスクリーム作り体験をし、いろいろ楽しい事をして
宿に行きました。今年もサマースクールに行かせてくれて、いつも
ホッケーをやらせてくれてありがとうございます。僕も頑張るので、
これからも宜しくお願いします。

冨田　唯翔　（愛知県豊橋市　小６　豊橋SPIDERS）

7月30日（日）　19:00～　　ホテル観山大宴会場

待ちに待ったネオホッケー大会の成績発表です。
今日のフライングゲットと試合の総合得点で勝敗が決定します。
試合の結果は、１７勝１７敗１４分けで引き分けとなり、フライング
ゲットの勝敗で総合優勝が決まります。総合優勝チームは・・・・・
田中JAPANです。１０９点対６７点の大差での勝利でした。
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・グッドプレー賞・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２回目のサマースクールの目標をチームワークを高める事に
決めて４日間を過ごす事にしました。福島県に着くと、都会な感じが
田舎に変わって、僕のイメージとは全く違って緑があふれていました。
楽しみにしていたBBQが始まり、肉や野菜や焼きそば全部美味しく
疲れが吹き飛びました。友達とも沢山話し、食べ、楽しい時間でした。
表彰ではハッスル賞を貰い、意味通り一生懸命勝つ気で頑張ったと
思います。親が参加を許して必要な物を買ってくれる、だからこそ
参加出来てホッケーも出来る。毎日親に頼り過ぎていることが分かり
ました。この事に感謝して、来年参加する為に、家での負担を減らせる
様に努力しようと思います。

植田　和真　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

7月30日（日）　20:00～　　ホテル観山大宴会場

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。

私は今回初めてサマースクールに行きました。楽しかった事、嬉し
かった事が沢山ありました。成績発表では初めてのサマースクールで
優勝し、個人賞ではルーキー賞を取れて嬉しかったです。
このサマースクールで学んだ事は、今までやった事が無かった
小学生に教えると言う事が大変でした。今まで人に教えた事が
無かったので自分が伝えたい事を人に教えるのは難しかったです。
しかし、自分が思っているよりも楽しかったです。また今回の
サマースクールでは他の地域の子と話が出来て嬉しかったし、
全国大会や選手権で会った時はいっぱい話したいと思います。
この様な貴重な体験で学んだ事を、チームに帰っても色々な人に
教えたいです。こんなに楽しいサマースクールに行かせてくれた
お父さんとお母さんに感謝して、最後まで楽しみたいです。

福崎　玖留実　（東京都稲城市　中２　平尾）

バーベキュー

成績発表～表彰式

学習（感想文）



7月31日（月）　7:30～　　ホテル観山大宴会場

３日間が終わり、いよいよ最終日がやってきました。
福島県の渡辺会長からは「８月の大会で会えるのを楽しみにして
います」、和田ネオホッケー部門統括からは「ネオホッケーだけでは
なく、生活面でも、このスポーツを続けられるように、家でもしっかりと
行動をする」、ホテルの蟹巻専務からは「モーターボートを楽しんで
下さい」、大橋副会長からは「サマースクールには、みなさんの力が
必要です」と言う話で閉校となりました。

僕は初めてのサマースクールに来る事がとても不安でした。なぜなら
友達が出来るか心配でした。あと、全国から人が来るから、試合で足を
引っ張らないか不安でした。でも、１日目のアイスクリーム作りや
アーチェリーなどで友達が出来てとても嬉しかったです。そして、バスの
中や部屋の班でも友達が出来て話したり出来ました。練習では少し
皆の足を引っ張ってしまいました。でも、スタッフにアドバイスを聞いて
上手に出来る様になりました。試合では全勝していて最後に一番強い
オレンジとでした。なかなか点を取る事が出来ませんでしたが、最後に
自分が点を取る事が出来て、それが決勝点となりとても嬉しかったです。
サマースクールに参加させてくれた親、手伝ってくれたスタッフさんの
おかげで楽しいサマースクールになりました。一生の思い出になると
思います。この経験を活かして、群馬で２チームしかないネオホッケーを
広めて行きたいです。

田中　優人　（群馬県富岡市　小６　群馬操球会）

7月31日（月）　8:30～　　桧原湖

なかなか体験出来ないモーターボートです。時速６０kmの高速で
走ったり、ジグザグ運転をしたりと、女子は悲鳴を上げていました。
湖では、きれいな景色を見たり、湖に沈んでいる鳥居を見たり、
３０分間の体験を楽しみました。モーターボートに乗っていない時は、
お土産を購入していました。

私は初めてサマースクールに行きました。大会では、緑チームで
キーパーや色々なポジションをやりました。表彰では、賞状を２枚
貰いました。優勝とナイスファイト賞を貰ってとても嬉しかったです。
明日は最終日の４日目で、モーターボートとプールです。だけど、
みんなとお別れするのは辛いけど、また来年の合宿で会いたいです。
スタッフの皆さんや中学生や６年生にとてもお世話になりました。
来年もネオホッケーの合宿に参加したいです。楽しみにしています。

江田　琴美　（栃木県宇都宮市　小４　富士見BGA）

7月31日（月）　10:00～　　ラビスパ裏磐梯

温水プールと温泉が一度に楽しめるラビスパ裏磐梯。
ウォータースライダーやビーチボールで遊んだりと、体力が
続く限り楽しんでいました。プールの後は昼食で、いよいよ出発の
時間が迫ってきました。

私は初めてサマースクールに行きました。２８日豊橋駅まで行く途中も
友達が出来るか、練習でははずかしい思いをしないか、すごく心配
でした。新幹線では友達が隣にいたので緊張が少しほぐれました。
練習ではフライボールがなかなか出来なかったので、練習してもっと
上手くなりたいです。福島に行く時、牧場に行った時、カヌーをした時、
大会の時などの思い出が沢山出来て、いい合宿になったと思います。
明日はモーターボートとプールを楽しみたいです。お父さんお母さんに
会う時は感謝の気持ち、思い出、周りの景色などを沢山教えて伝えたい
です。新しい体験をさせて貰ってありがたく思います。

成田　千紘　（愛知県幸田町　小４　坂崎）

閉校式

モーターボート体験

プール



7月31日（月）　14:30～　　郡山駅

プールで疲れたのか、バスの中ではほとんどが寝ていました。
郡山駅に到着し、福島県の参加者２名とはお別れです。

思い返すと僕が最初にサマースクールに参加したのは小学４年生の
時でした。それから５年生・6年生・中１の時も参加し、中２の時は参加
出来ませんでしたが、今年は参加でき計５回も参加出来ました。僕は
毎年当たり前の様に思っていましたが、今思い返すと５回も参加出来る
事はすごい事だと感じました。５回も参加させてくれた両親に感謝の
気持ちで一杯です。この感謝を言葉だけではなく、頑張って試合を
やって、貰った賞状と今回の合宿で学んだ態度やマナーで示したい
です。特に今回のサマースクールは、自分史上、今までで一番最高に
楽しみ過ぎたサマースクールでした。僕は本当にサマースクールに
参加出来て良かったです。高校生からはスタッフとしてでしか参加
出来ないので、この様な楽しい思いをもっとしたいので、スタッフとして
でも参加したいと思いました。この合宿でもっとネオホッケーが好きに
なりました。

斉藤　快成　（埼玉県蕨市　中３　グラスホッパーズ）

7月31日（月）　15:39～　　郡山駅

お土産も購入し、郡山駅を出発です。１号車と２号車をほぼ占領して、
新幹線が出発しました。

今年初めてサマースクールに参加しました。初めてなので緊張して
どうなるか心配でした。けれど６年生なので頑張ろうと思いました。
フライボールの練習は低くしか飛ばなかったけど、アドバイスで床から
離さなかったら飛ぶようになりました。表彰式ではフェアプレー賞を
貰い、クラブでは反則する事が多かったけど、これをきっかけに直そう
と思いました。今年は初めてだったので、２回目の人や中学生に迷惑を
掛けたり、スタッフの人達にいろいろと分からなくて聞く事があったので、
来年は中学生になるので、みんなに迷惑を掛けず自分がしっかりやれる
様に心がけたいです。明日帰るので、最後楽しんで成長した姿を
帰って見せてあげたいです。

田中　暖人　（愛知県幸田町　小６　トヨサカ）

7月31日（月）　16:16～　　宇都宮駅

宇都宮駅に到着し、栃木県の参加者１０名とお別れです。

私は今回５回目となるサマースクールを色々な地域の皆と一緒に
３泊４日を過ごして、体験した事、学んだ事が沢山ありました。１日目の
練習は残念ながら出来なかったけど、新しく友達ができ、久しぶりに
違うチームの人達に会えてとても楽しかったです。部屋割りでは
初めてリーダーになり、中学生の大変さを改めて実感した１日でした。
カヌーやお昼の時間でのおしゃべり、ネオの練習などでチームの人達
とのチームワークも高まったので、練習の成果を活かして大会を頑張り
対と思いました。大会で私がコーチをしている黄色チームは、昨日の
練習で１回も勝てなくて、今日こそは勝って欲しいと思って１試合目が
始まり、最初から攻めて声も出ていて、良いプレーもあり見事初勝利を
する事が出来ました。自分がコーチをしているチームが勝って、本当に
嬉しかったです。結果発表では、５連覇がかかっているので楽しみでも
あり、緊張しましたが、優勝する事が出来ました。個人賞もベスト６賞で
去年よりも良い賞が貰えて嬉しかったです。今回のサマースクールでは
皆をまとめる事の大変さ、自分の事と班員や小学生のチームの子、どれ
も気に掛けないといけない事の大変さを実感しました。皆をまとめる事
や集団行動は、普段家族と過ごす日常生活では体験できない事です。
こんな貴重な体験を出来たのは、サマースクールに行かせてくれた
両親のおかげだと思っています。本当に感謝してます。明日も全力で
楽しんで、最高のサマースクールにしたいです。

奥田　芽生　（埼玉県蕨市　中２　錦クラブ）

郡山駅到着～福島解散

郡山駅出発

宇都宮駅到着～栃木解散



7月31日（月）　16:50～　　大宮駅

大宮駅に到着し、埼玉県の参加者３０名と東京都稲城市の５名の
参加者はお別れです。

私はサマースクールで沢山学んだ事があります。その中で中心と
なったのが友達です。去年も参加したけど、今年は新しい人も沢山
増えて不安で、４年生を引っ張って行く自信もありませんでした。
だけど、皆が助けてくれたおかげで、無事サマースクールを過ごす
事が出来ました。この事がキッカケで友達の大切さを改めて教えて
貰いました。花火では新しい友達に声を掛けたら一緒にやってくれて
嬉しかったです。打ち上げ花火はとても綺麗でした。BBQでは、中学生
のお兄さんやお姉さんが中心に動いてくれて、私もこうなりたいと思い
ました。スタッフの方へ、私達が安全で安心出来るサマースクールに
して下さってありがとうございました。私は悔いのないサマースクールに
なりました。そして、参加させてくれたお父さんお母さんありがとう。
いつも言えないけど感謝しています。来年もサマースクールに
行きたいです。４日間ありがとうございました。

木谷　実保里　（埼玉県蕨市　小５　錦クラブ）

7月31日（月）　17:16～　　東京駅

東京駅に到着し、東京都江戸川区の８名とお別れです。
愛知県の３４名の参加者はもう少しの辛抱です。

私は初めて中学生でのサマースクールが始まった時はとても緊張
しました。でも友達と会って緊張がほぐれました。BBQではお肉や
野菜や焼きそばやバナナを食べました。バナナを焼きバナナにして
食べたらとても美味しかったです。個人賞では、上手く出来なかったし
ダメな方だと思いました。MVPと優秀賞もダメで、どうせベスト６賞も
ダメだと思っていたら、呼ばれた時はビックリしてとても嬉しかったです。
私は本当はサマースクールに行けなかったけど、お母さんが行って
いいよ、と笑顔で「頑張って来てね」と言ってくれたので、今があるの
かな～と思いました。来年は中２なので、今度こそMVPや優秀賞を
目指して、友達の言う事を真面目に聞いたり、自分の思いを言葉に
出して意見を言ったりしたいです。MVPを取った人は、苦手な事を
克服して、何でも出来る人だと思うので、自分も頑張りたいです。

福井　楓華　（愛知県豊橋市　中１　アグレッシブ）

7月31日（月）　20:08～　　豊橋駅

豊橋駅に到着し、愛知県の３４名も解散となり、これで今年の
サマースクールは終了となりました。

今回最後のサマースクールに参加しました。最後と考えてしまい、とても
緊張しました。電車は遠足気分で、東京駅に着くとバス乗り場で他の
地域と合流し、いよいよサマースクールだという実感が湧きました。
４年生が多く、初参加の人も多かったです。チーム発表で私は２回
連続田中JAPANでした。昨年は優勝してMVPを取りました。今年も
今までに無いMVP２連覇出来る様に頑張ろうと思いました。成績発表で
田中JAPANが優勝する事が出来て良かったです。個人賞では、私は
MVPを取る事が出来ませんでした。とても悔しかったけどMVP２連覇は
そんなに簡単な事ではないんだなと思いました。私はスーパーゴール賞
を貰う事が出来ました。初めて参加した時もスーパーゴール賞を取った
ので最初と最後が同じ賞で、ある意味凄いなと思いました。今回参加
させてくれた両親には本当に感謝の気持ちで一杯です。今回で参加
出来るのは最後だけど、今まで参加出来て本当に良かったです。そして
このサマースクールを支えて下さった役員の方々、スタッフの方々、
そして一緒に参加した仲間達。皆さんには感謝の気持ちを伝えても
伝えきれないほど感謝しています。今まで支えて頂き本当にありがとう
ございました。今までのサマースクールで沢山の思い出が出来て、
本当に参加して良かったです。最高の思い出をありがとうございました。

都築　美七海　（埼玉県蕨市　中３　グラスホッパーズ）

大宮駅到着～埼玉解散

東京駅到着～東京解散

豊橋駅到着～愛知解散

ご協力ありがとうございました。スタッフ一同より



【２０１７青少年サマースクールを終えて】 今年初めて「サマースクール」に行きました。そこで私は様々な事を学び

<参加した少年・少女の皆さんへ> 体験しました。１つ目は、知らない人に声を掛け友達になって貰うという

　皆さんサマースクールはいかがでしたか？ 事です。バスの隣に座っている人に勇気を出して声を掛けました。私の

　今回は９５名の参加者が４日間団体合宿研修を体験 サマースクールはそこからの始まりでした。２つ目は、協力する事の

しました。開校式では少し緊張していたように思えまし 大切さを大事にし、チームプレーで行うという事です。自分のチームで

たが、真剣な眼差しと期待感を感じました。 チームプレーをという事は分かっているのですが、改めてその事を身に

　この期間、皆さんはネオホッケーを真剣に取り組み、 しみて感じました。また、３日目のネオホッケー大会では、試合が

カヌーやバーベキューを楽しみ、絵葉書・感想文に 終わった後に試合を見ていたコーチが「声が出ていないからパスが

苦戦しました。また、アーチェリーやアイスクリーム作り 通らない」「後ろからどんどん打っていけ」など、適切な事を言ってくれ

体験、モーターボートなど普段めったにできないこと、 ました。それも全て含めてチームプレー、チームワークが大切だと

新しい発見や喜びや驚きがあったと思います。 分かりました。３つめは、新しい友達と過ごす、その新しい楽しみが

　この４日間で君たちは目の輝きを増し、前向きな あるという事です。２日目にあった”花火”では、その友達と色々な

気持ちを持つようになったと強く感じました。 花火をして遊びました。また、その友達は様々な地域から来ていて

このサマースクールで学んだこと感じたことを忘れ 違うしゃべり方で話しているので、いつもとは違う新鮮な気分でした。

ないで、普段の生活でも行ってみて下さい。 そして、その友達とは他の事でも楽しめたので良かったです。この

　「ルール（社会）を守ること」、「美しいお辞儀」、 ”サマースクール”は４日間あり、１日目は”牧場”に行き、２日目は

「感謝する心」など、この次に皆さんとお会いする ”ネオホッケーとカナディアンカヌー”をしました。そして３日目は

ときを楽しみにしています。 ”ネオホッケー大会”をしました。明日は”モーターボートとプール”に

行きます。楽しみです。この”サマースクール”に来て良かったと思い

<保護者の皆様へ> ました。また、この”サマースクール”に参加させてくれたお父さんと

　子供たちをサマースクールに参加させて下さった お母さんに感謝したいと思いました。そして、来年は中学生になり

保護者の方々と地方連盟の皆様へ御礼申し上げます。 立場も気持ちも変わるとは思うけど、来年もこの”サマースクール”に

　(一社)日本フロアボール連盟は、ネオホッケーを通 行きたいと思いました。また来年は、今年の反省や言われた事を

じて、心身の健全なる育成と、生涯スポーツの振興に 活かして成長した姿を、お父さんやお母さん、サマースクールの

寄与することを目的とするスポーツ団体です。 スタッフや役員の人達に見て貰いたいと思いました。

　2012年、三協会が統合され新たな体制でスタートし （感想文の全文掲載）

６年目となりましたが、会長をはじめ役員一同はこの 三和　たまき　（東京都江戸川区　小６　ドリーム）

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。

　次世代を担う子供達を育成する活動は有意義なもの

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。

<福島県フロアボール連盟の皆様へ>

　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。

渡辺章福島県連盟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！！

２０１８年のサマースクールは、石川県で実施する予定です。



６年前にサマースクールというイベントがあるという事を知ってから この４日間は雨が降っていたけども、外での活動には影響が無く、

「いつかチームの子供を参加させたいな」「自分もスタッフとして みんないい笑顔で楽しく活動していたので良かったと思います。

参加して中央の風を体感してみたいな」と思っていました。今回、 私は１日目の夜からの合流となりサマースクール２回目なのですが、

ようやく夢かなって２名の選手と共に初めてサマースクールに 全体の流れに直ぐに乗れなくて何をやるにも出遅れがちになって

スタッフとして参加させて頂き、本当に楽しく、群馬では得られない しまい、スタッフの方々には迷惑をかけてしまいスミマセンでした。

とても素晴らしい経験を得ることができました。サマースクールに 今回のサマースクールは、アーチェリー・カナディアンカヌー・

来ている子供達は、さすがチームを代表し手を挙げて来る選手達で モーターボートといった珍しい体験が出来た事は凄く良かったと

ひとたびスティックを握ればそれまでの無邪気な表情がキリッと 思います。大人の私でもモーターボートは初めてで、行事ごとでしか

引き締まりレベルの高いプレーを見せてくれました。この切り替えの 乗れる機会が無いので良い体験になったのと、子供たちと一緒に

素晴らしさはサマースクールという一大イベントが培ってきた育成の 協力しながらカヌーを漕いだり、ボートが傾くたびに子供たちと

成果なんだなと、このイベントの歴史の重みと意義を強く感じました 『ウォーー』と声を上げながら一緒に楽しめたのは良い思い出に

また、先輩スタッフの皆さんのタフな動きと的確な指導、広い視野と なりました。初日の練習は出来ませんでしたが、２日目・３日目と

見とれる技術…何一つ足下にも及ばない自分の無力さにショックを 子供たちがホッケーをしてる姿を見ていて、1人ひとりがとても

受けながらも、せっかく参加できたこの機会に少しでも得られる物は 上手くてビックリしました。去年サマースクールに来ていた子も

得ようと必死でもがいていました。そんな自分にも優しく接してくれた この1年で更に上手くなっていたし、初参加の子もこれからの

先輩スタッフの皆さんや元気いっぱいに接してくれた子供たちに 成長が楽しみで来年のサマースクールでは今年よりも更に上手く

心から感謝すると共に、今回得た経験をしっかりと地元群馬で活か なった姿を見られるのか楽しみです。大会で今回サマースクールに

して後身育成に尽力したいと思います。まだまだ未熟な私ですが、 参加されたスタッフ・子供たちとまた会える事が楽しみです。

子供たちと共に成長していけるように来年も是非スタッフとして もし見かけた時には声を掛けてください。去年と今年とで2年連続

参加したいと思います。４日間本当にありがとうございました。 スタッフとして参加させていただきありがとうございました。今年の

今後ともよろしくお願いします。 サマースクールでもたくさんの思い出が出来ました。来年も

佐藤　将太（群馬県富岡市） スタッフとして参加させてもらえるように、また1年頑張りたいと

思います。ありがとうございました。

参加者として6年間、スタッフとして2度目のサマースクールでした。 廣瀬　英昭（栃木県宇都宮市）

今回も声をかけて頂きとても嬉しかったです。スタッフとしてまだ未熟

ですが、他のスタッフの方々にサポートして頂き4日間無事に終える 今回初めてサマースクールに参加させて頂きました。前日まで

事ができました。この合宿中は学ぶ事も沢山あり充実していました。 スタッフとしてしっかり役割を果たせるかとても不安な気持ちで一杯

ホッケーの練習では参加者が多い中で1人1人にフライボールの でしたが、子供達もスタッフの方々も快く迎え入れて頂きとても嬉し

あげ方を教えたり、ダイレクトでの打ち方を教えました。言葉ひとつ かったです。普段子供達に教えるということがあまりなく、自分は

次第で相手の受け止め方も変わってくるので言葉で伝える事は まだまだ未熟なのもあり、どう教えたらいいか悩みながらやっていま

すごく難しいと今回身をもって感じる事が出来ました。 したが、しっかりと話を聞いてくれる子供達の姿勢を見て「もっと

でも教えた子が成長していく姿をみれてすごく嬉しかったです。 しっかりしなきゃ！」という思いで指導にあたりました。日に日に

また来年も参加したいです。4日間本当にありがとうございました。 子供達も心を開いてきてくれて嬉しかったです。このサマースクール

柴田　風香（愛知県豊橋市） を通して1番感じた事は、子供達のレベルが高いということです。

初めて見る子達がほとんどでしたが、プレーの質に驚き、子供達の

今回のサマースクールでは２年前にもスタッフとして参加しましたが 一生懸命さに感動しました。これから子供達がもっとホッケーを好き

参加者とは違いスタッフとは子供たちに教える立場なのでしっかりと になれる様自分に出来る事をやっていきたいです。是非来年も参加

伝えるところは伝える事が出来たと思います。そして子供たちの したいです。とても良い経験が出来ました。ありがとうございました。

成長していく姿を見て、自分もまだまだだと思うところも見つかり、 渡部　奈美子（福島県郡山市）

一緒に成長させられていると思いました。小学生・中学生を教えて

その成長を見れた事はサマースクールのスタッフとして誇りに思い 今回のサマースクールは、スタッフとして２回目の参加でしたが、

ます。今回は初めて朝の散歩やラジオ体操を担当して、色々な 私自身、子どもたちと合宿のような共同生活を行うことも２回目で

ハプニングも少しあり、なかなかスムーズに行えたかはわかりません 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、

が、朝から身体を動かすことはやはり大切だと思いました。また 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

次に小学生・中学生に会う時にまた成長している姿を見れる事を 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

楽しみにしています！自分も上手くなります！４日間ありがとう 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

ございました！これからもサマースクールのスタッフとして小学生・ 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

中学生を見て行きます！来年も是非参加したいです。 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。

瀧澤　瑛司（埼玉県蕨市） 是非、来年も参加できたら幸いです。

鈴木　徹也（愛知県幸田町）

スタッフの声①



昨年に続き、今年は３日間でしたがスタッフとして参加させて頂き 今年は去年の人数をさらに上回る９５名の子供達が参加してくれ

ました。１年ぶりに会う子供達の成長の早さには驚かされました。 ました。初日から渋滞に巻き込まれたり、大雨が降ったりと、いい

ネオホッケーのプレーはもちろん、生活の面では去年６年生の子が スタートとは言えませんでしたが、子供達の協力もあり、無事に

中学生となり、リーダーとして小学生をまとめている姿には、サマー ４日間を終えることが出来ました。今回参加してくれた子供たちには

スクールで学んできた事が自然と出ているんだなと感じました。 福島で過ごした４日間をただの思い出としてだけではなく、これから

今回の参加者は９５名と毎年参加者の増えているサマースクールに の学校生活やネオホッケーにも活かして欲しいと思います。

おいて、これからも参加する子が「楽しい！」「次も行きたい！」と 来年さらに成長したみんなに会えるのを楽しみにしてます。

思えるよう、魅力あるものにしていきたいです。スタッフを含め、 松浦　太一（東京都稲城市）

参加者全員がここで学んだ事をまずは自分のクラブチームから、

そして日本フロアボール連盟の発展へと繋げていきたいです。 毎年増える参加者の子供達。非常に嬉しい事だが悩みも増えてくる

杉浦　卓弥（愛知県幸田町） 今までは移動のバスや新幹線で子どもたちとコミュニケーションを

取る事が出来たが最近は男女二手に分かれての移動が増え、中々

今年の合宿は波瀾万丈で、色々と忘れられない思い出が出来ま 難しくなってきた。もっと上手くコミュニケーションをとる努力をしな

したね。１日目は私が仕事だったので、みんなとの合流が体育館 ければと思う。練習や移動などもっとスタッフ同士で協力し、子供達

だったのですが、大雨で練習出来ず。２日目は朝の散歩は出来な に目を配っていきたい。中学生に非常に助けられたスクールだと

かったけど、その後のカヌーは晴れて皆で乗る事が出来ました。 感じた。この子達と将来一緒にスタッフとして参加できたら嬉しい。

３日目、最後のバーベキューでは、雨が降り出しお風呂に２度入る 菅　和朗（東京都板橋区）

事が出来ました。試合の結果にも驚きがありましたね。皆で頑張った

成果が出ていた結果だったなと思います。帰りの電車中でみんなを 今年は小学生７３名と中学生２２名の合計９５名と過去最多の子供達

見送りしていたら、とても寂しくて涙がでました。それだけ今年の が参加してくれて、初参加者が５２名でそのうち小学４年生が３０名と

合宿はとても楽しかったんだなって思いました。 半数以上が初参加でした。初めて参加してくれた地域も３地域あり

また大会で成長したみんなに会えるのを楽しみにしています。 スタッフも１２人中２人が初参加、２名が２年ぶり、２名が金土日、２名

３泊４日、本当にありがとうございました。 が土日月、全日程参加が７名でスタッフのチームワークも必要だと

品川　典子（神奈川県川崎市） 思いながらの初日を迎えました。初日のバスでは事故渋滞で２時間

以上遅れて、栃木県・福島県の参加者を大変待たせてしまいました

今回のサマースクールは参加者９５名のうち７３名が小学生で 夕方には雨がどしゃ降りとなり、３時間遅れもあり、練習が中止となり

初参加者の多いサマースクールになりました。初日から日程通り やっとの思いでホテルへ到着しました。開校式では、挨拶をする・

に予定が進まずネオホッケーの練習が出来なくなるなど子供達に 靴は揃える・自分の事は自分でする・スタッフに相談する・

少しストレスをかけてしまい、波乱のスタートでしたが宿舎に着き 友達をたくさん作る・チームワークを大事にする・時間を守る、

部屋の班を発表し夕食を食べると初めて参加した人、今まで の７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

参加したことのある人達がいつの間にか仲良くなり、何処からとも 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

なく笑い声が聞こえてきました。みるみる子供達が元気になって 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

いく姿を見て、このサマースクールの意義を改めて感じました。 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

今回のサマースクールは初参加の地域やクラブの子供達がたくさん 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

集まってくれてこのサマースクールが少しずつですがいろいろな 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、

人達に認知されてきたのかと思いました。もっとたくさんの人達に 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

認知して貰える様に、これからもいろいろな事にチャレンジして 若い世代が少ながらずも育っていると実感しました。今後も色々な

子供達とこのサマースクールをより良いものにして行きたいと思い 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

ます。新たなスタッフの発掘、現スタッフの強化を念頭におき、 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

今年以上に内容のあるサマースクールになるように来年に向けて 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。

頑張って行きたいと思います。最後にいろいろと御尽力頂きました 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

福島県連盟の皆様ありがとうございました。 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

今後ともよろしくお願いいたします。 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。

田中　潤（東京都板橋区） 本木　貴志（埼玉県蕨市）

スタッフの声②



2017/6/8

参加者氏名（ふりがな） 性別 学年 参加回数 所属連盟 チーム名

やない　こころ

矢内　心

やない　のどか

矢内　和

あおやぎ　たくと

青柳　拓篤

おおつか　こうすけ

大塚　皓介

もろいし　ののこ

諸石　乃々子

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

つちや　かのん

土屋　果乃音

おおたき　なな

大瀧　奈々

えだ　ことみ

江田　琴美

たむら　ゆうき

田村　有輝

たなか　ゆうと

田中　優人

２０１７　青少年サマースクール　参加者名簿　①

女 小6 初 福島県郡山市 シャーカーズハイ

女 小6 初 福島県郡山市 シャーカーズハイ

男 中3 5回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

男 中3 5回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

男 小6 3回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 中1 4回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

男 小5 2回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

男 小5 2回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 小5 初 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 小5 2回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 小4 初 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 小4 初 栃木県宇都宮市 富士見BGA

男 小6 初 群馬県富岡市 群馬操球会

男 小6 初 群馬県富岡市 群馬操球会



2017/6/4

参加者氏名（ふりがな） 性別 学年 参加回数 所属連盟 チーム名

もりや　ひろと

森谷　拓斗

さいとう　かいせい

斉藤　快成

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

なか　みやび

名嘉　雅

さなだ　いぶき

眞田　惟吹

なか　ゆうが

名嘉　優雅

２０１７　青少年サマースクール　参加者名簿　②

男 中3 6回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

男 中3 3回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

男 中3 4回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 中3 6回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 中3 5回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 中2 4回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 中3 5回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

男 小6 3回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 中1 4回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小6 3回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小6 3回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

男 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小6 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

男 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ



2017/6/4

参加者氏名（ふりがな） 性別 学年 参加回数 所属連盟 チーム名

あさの　さゆ

浅野　紗悠

はねだ　しゃんてぃ

羽根田　シャンティ

かやま　ここね

加山　心音

いなだ　なつみ

稲田　夏実

めざき　さな

目崎　沙奈

いいだ　ゆり

飯田　優利

やぶ　ほのか

薮　穂香

おくだ　めい

奥田　芽生

こやなぎ　はる

小栁　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

かわばた　みそら

川畑　美空

きたに みおり

木谷　実保里

おくだ　ひろむ

奥田　大夢

２０１７　青少年サマースクール　参加者名簿　③

女 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小4 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 中2 5回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小5 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 中1 4回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小5 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小5 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小5 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小5 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小4 初 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小5 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部



2017/6/4

参加者氏名（ふりがな） 性別 学年 参加回数 所属連盟 チーム名

いとう　こうた

伊藤　航太

かとう　たつみ

加藤　建己

たにむら　ゆうき

谷村　祐希

みわ　たまき

三和　たまき

うえはら　あお

上原　愛央

もり　こうき

森　煌希

いとう　かんた

伊藤　貫太

もり　しおん

森　紫音

あおき　めいが

青木　明河

ふくざき　くるみ

福崎　玖留実

うちの　ふみと

内野　史登

いいじま　ゆうと

飯島　悠斗

くろもり　こうたろう

黒森　航太郎

２０１７　青少年サマースクール　参加者名簿　④

男 中1 2回目 東京都江戸川区 ドリーム

女 中1 4回目 東京都江戸川区 ドリーム

男 中1 初 東京都江戸川区 ドリーム

女 小6 初 東京都江戸川区 ドリーム

女 小6 初 東京都江戸川区 ドリーム

男 小5 2回目 東京都江戸川区 ドリーム

男 小5 2回目 東京都江戸川区 ドリーム

女 小4 初 東京都江戸川区 ドリーム

女 中2 初 東京都稲城市 平尾

男 中2 初 東京都稲城市 平尾

男 小5 初 東京都稲城市 平尾

男 小6 2回目 東京都稲城市 平尾

男 小4 初 東京都稲城市 平尾



2017/6/4

参加者氏名（ふりがな） 性別 学年 参加回数 所属連盟 チーム名

とみた　あやは

冨田　彩羽

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

やすだ　かほ

安田　香穂

もりかみ　あゆむ

森上　歩

すずき　れい

鈴木　澪

やすだ　あやの

安田　彩乃

おかべ　さえ

岡部　紗英

おおばやし　りんか

大林　凜華

ながさわ　ひかる

長澤　陽瑠

ながさわ　さとる

長澤　里瑠

ふじた　かずし

藤田　和志

２０１７　青少年サマースクール　参加者名簿　⑤

女 中2 3回目 愛知県豊橋市 アグレッシブ

女 中1 2回目 愛知県豊橋市 アグレッシブ

女 中1 3回目 愛知県豊橋市 アグレッシブ

男 小6 3回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

男 小6 3回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

男 小4 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小6 2回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小4 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

男 小4 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小4 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小4 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

男 中2 3回目 愛知県小牧市 ブレイズ小牧

男 小5 初 愛知県小牧市 ブレイズ小牧

男 小5 2回目 愛知県小牧市 ブレイズ小牧



2017/6/4

参加者氏名（ふりがな） 性別 学年 参加回数 所属連盟 チーム名

よねざわ　ゆう

米澤　優

うえだ　かずま

植田　和真

こだま　ゆうき

児玉　結希

しながわ　ともや

品川　智哉

たなか　はると

田中　暖人

しゅとう　あやの

首藤　彩乃

いざわ　みう

伊澤　美羽

えさき　ちほ

江崎　智穂

いちかわ　わかな

市川　わかな

たじま　ののか

田島　暖乃香

ひらいわ　ここ

平岩　瑚子

すがわら　ゆら

菅原　優来

おの　さら

小野　咲良

２０１７　青少年サマースクール　参加者名簿　⑥

男 小6 2回目 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

男 小6 初 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

男 小6 2回目 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

男 小6 初 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

男 小6 初 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

女 小6 2回目 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

女 小6 2回目 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

女 小6 初 愛知県幸田町 トヨサカクラブ

女 小6 初 愛知県幸田町 坂崎パワフル

女 小6 初 愛知県幸田町 坂崎パワフル

女 小6 初 愛知県幸田町 坂崎パワフル

女 小6 初 愛知県幸田町 坂崎パワフル

女 小6 初 愛知県幸田町 坂崎パワフル



2017/6/4

参加者氏名（ふりがな） 性別 学年 参加回数 所属連盟 チーム名

たじま　しゅうご

田島　秀悟

さとう　はると

佐藤　陽斗

すずき　ようすけ

鈴木　陽介

むらた　みきとし

村田　樹俊

やまもと　はるき

山本　知生

いちかわ　とうや

市川　統也

こもり　ひかる

小森　飛輝

おおやま　そう

大山　颯

みうら　そう

三浦　颯

ひろおか　みのり

廣岡　巳愛

なりた　ちひろ

成田　千紘

２０１７　青少年サマースクール　参加者名簿　⑦

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

女 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア

女 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ジュニア



2017/7/20

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 49 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 43 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 36 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 43 神奈川県　川崎市 ネオホッケー部門　審判委員（神奈川県）

佐藤
さとう

　　将太
しょうた 1012000012 男 33 群馬県　富岡市 ネオホッケー部門　審判委員（群馬県）

松浦
まつうら

　　太一
たいち 1312032005 男 31 東京都　稲城市 実行委員

渡部
わたなべ

　　奈美子
なみこ 0712000078 女 29 福島県　郡山市 実行委員

杉浦
すぎうら

　　卓弥
たくや 2312608111 男 27 愛知県　幸田町 実行委員

鈴木
すずき

　　徹也
てつや 2312606110 男 27 愛知県　幸田町 実行委員

廣瀬
ひろせ

　　英昭
ひであき 0912010012 男 27 栃木県　宇都宮市 ネオホッケー部門　審判委員（栃木県）

瀧澤
たきざわ

　　瑛司
えいじ 1112000341 男 18 埼玉県　蕨市 実行委員

柴田
しばた

　　風香
ふうか 2312138421 女 18 愛知県　豊橋市 実行委員

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 81 東京都　中央区 日本連盟　会長

大橋
おおはし

　　正幸
まさゆき 2312101210 男 69 愛知県　豊橋市 日本連盟　副会長

髙橋
たかはし

　　功
いさお 1312011001 男 69 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 62 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

佐川
さがわ

　　隆
たかし 12122000025 男 62 千葉県　浦安市

日本連盟　常務理事
管理部門統括　事務局長

加藤
かとう

　　明美
あけみ 1312012001 女 64 東京都　板橋区

日本連盟　執行役員
事務局次長　ネオホッケー部門事務局

中村
なかむら

　　隆永
たかひさ 1412010102 男 47 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

神田
かんだ

　　哲賢
てつよし 1312022001 男 56 東京都　江戸川区

日本連盟　執行役員
管理部門　総務委員長

武藤
むとう

　　祥崇
よしたか 1312014001 男 40 東京都　板橋区

日本連盟　執行役員
管理部門　財務委員長

島根
しまね

　　頼子
よりこ 1312078040 女 84 東京都　豊島区

日本連盟
管理部門　総務委員

福沢
ふくざわ

　　敏子
としこ 1312012002 女 67 東京都　板橋区

日本連盟
ネオホッケー部門　大会運営委員

木村
きむら

　　理
おさむ 1317060008 男 46 東京都　東久留米市

日本連盟
管理部門　広報委員

渡辺
わたなべ

　　章
あきら 0712000001 男 63 福島県　郡山市 福島県連盟　会長

大原
おおはら

　　和幸
かずゆき 0712000074 男 32 福島県　郡山市

福島県連盟　副会長
ネオホッケー部門　指導普及委員

国分
こくぶ

　　義之
よしゆき 0712000007 男 55 福島県　郡山市

日本連盟　社員　福島県連盟選出
福島県連盟　理事長

坂本
さかもと

　　夕子
ゆうこ 0712000023 女 47 福島県　郡山市 福島県連盟　理事

川村
かわむら

　　恭朗
やすあき 0716000172 男 25 福島県　郡山市 福島県連盟　会員

２０１７　青少年サマースクール　スタッフ名簿

２０１７　青少年サマースクール　役員名簿



すどう　しょうた あおやぎ　たくと もりや　ひろと たにむら　ゆうき とみた　あやは もとき　える

須藤　翔太 青柳　拓篤 森谷　拓斗 谷村　祐希 冨田　彩羽 本木　恵瑠

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

こやなぎ　はる おかむら　えみ かとう　たつみ こばやし　みう あおき　めいが

小柳　遼流 岡村　栄美 加藤　建己 古林　未羽 青木　明河

中1・蕨・錦 中2・蕨・グラス 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・豊橋・アグレ 中2・稲城・平尾

おち　しゅうすけ つかもと　ななか いいじま　ゆうと ながさわ　さとる おくだ　ひろむ たじま　しゅうご もりや　ひろと もとき　える

越智　柊介 塚本　奈々香 飯島　悠斗 長澤　里瑠 奥田　大夢 田島　秀悟 森谷　拓斗 本木　恵瑠

小6・宇都宮・BGA 小6・蕨・グラス 小5・稲城・平尾 小5・小牧・ブレイズ 小4・蕨・錦 小4・幸田・坂崎 中3・蕨・グラス 中3・蕨・グラス

やまもと　ともや たなか　ゆうと ひらいわ　ここ あめたに　しょうたろう やまもと　はるき すずき　れい すどう　しょうた あおやぎ　たくと

山本　智哉 田中　優人 平岩　瑚子 飴谷　正太郎 山本　知生 鈴木　澪 須藤　翔太 青柳　拓篤

小6・豊橋・spiders 小6・富岡・操球会 小6・幸田・坂崎 小5・蕨・錦 小4・幸田・坂崎 小4・豊橋・spiders 中3・蕨・グラス 中3・宇都宮・BGA

うえだ　かずま よねざわ　ゆう おの　さら もろいし　ふゆこ いちかわ　とうや こもり　ひかる あおき　めいが とみた　あやは

植田　和真 米澤　優 小野　咲良 諸石　楓由子 市川　統也 小森　飛輝 青木　明河 冨田　彩羽

小6・幸田・トヨサカ 小6・幸田・トヨサカ 小6・幸田・坂崎 小5・宇都宮・BGA 小4・幸田・坂崎 小4・幸田・坂崎 中2・稲城・平尾 中2・豊橋・アグレ

やない　のどか たなか　はると いとう　かんた かわばた　みそら みうら　そう おおたき　なな おかむら　えみ かとう　たつみ

矢内　和 田中　暖人 伊藤　貫太 川畑　美空 三浦　颯 大瀧　奈々 岡村　栄美 加藤　建己

小6・郡山・ｼｬｰｶｰ 小6・幸田・トヨサカ 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・錦 小4・幸田・坂崎 小4・宇都宮・BGA 中2・蕨・グラス 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

なか　みやび みわ　たまき まつもと　いちご さなだ　いぶき かやま　ここね もり　しおん たにむら　ゆうき こやなぎ　はる

名嘉　雅 三和　たまき 松本　一護 眞田　惟吹 加山　心音 森　紫音 谷村　祐希 小柳　遼流

小6・蕨・グラス 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・BGA 小4・蕨・グラス 小4・蕨・グラス 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・蕨・錦

いざわ　みう えさき　ちほ めざき　さな なりた　ちひろ やすだ　あやの おおばやし　りんか こばやし　みう もとき　たかし

伊澤　美羽 江崎　智穂 目崎　沙奈 成田　千紘 安田　彩乃 大林　凜華 古林　未羽 本木　貴志

小6・幸田・トヨサカ 小6・幸田・トヨサカ 小4・蕨・グラス 小4・幸田・坂崎 小4・豊橋・spiders 小4・豊橋・spiders 中1・豊橋・アグレ スタッフ・蕨

まつうら　たいち すぎうら　たくや わたなべ　なみこ しばた　ふうか さとう　しょうた ひろせ　ひであき

松浦　太一 杉浦　卓弥 渡部　奈美子 柴田　風香 佐藤　将太 廣瀬　英昭

スタッフ・稲城 スタッフ・幸田 スタッフ・郡山 スタッフ・豊橋 スタッフ・富岡 スタッフ・宇都宮

2017 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①（青） 小学生チーム②（紫） 小学生チーム③（グレー） 小学生チーム④（茶） 小学生チーム⑤（薄青） 小学生チーム⑥（白） 中学生① 中学生②

キャプテン

スタッフ

コーチ（中学生）



つづき　みなみ つかもと　あい おくだ　めい ふくざき　くるみ さいとう　かいせい おおつか　こうすけ

都築　美七海 塚本　愛 奥田　芽生 福崎　玖留実 斉藤　快成 大塚　皓介

中3・蕨・グラス 中3・蕨・グラス 中2・蕨・錦 中2・稲城・平尾 中3・蕨・グラス 中3・宇都宮・BGA

ふくい　ふうか もろいし　ののこ もりや　まな ながさわ　ひかる いとう　こうた

福井　楓華 諸石　乃々子 森谷　茉奈 長澤　陽瑠 伊藤　航太

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

こだま　ゆうき とみた　ゆいと にしむら　りょう たじま　ののか うちの　ふみと なか　ゆうが つづき　みなみ つかもと　あい

児玉　結希 冨田　唯翔 西村　凌 田島　暖乃香 内野　史登 名嘉　優雅 都築　美七海 塚本　愛

小6・幸田・トヨサカ 小6・豊橋・spiders 小5・宇都宮・BGA 小6・幸田・坂崎 小6・稲城・平尾 小4・蕨・グラス 中3・蕨・グラス 中3・蕨・グラス

たむら　ゆうき しもやま　じょうじ うしく　はると すがわら　ゆら すずき　ようすけ くろもり　こうたろう おおつか　こうすけ ながさわ　ひかる

田村　有輝 下山　譲士 牛久　陽太 菅原　優来 鈴木　陽介 黒森　航太郎 大塚　皓介 長澤　陽瑠

小6・富岡・操球会 小6・蕨・グラス 小5・蕨・錦 小6・幸田・坂崎 小4・幸田・坂崎 小4・稲城・平尾 中3・宇都宮・BGA 中2・小牧・ブレイズ

しながわ　ともや うえはら　あお きたうら　たくみ もり　こうき むらた　みきとし もりかみ　あゆむ さいとう　かいせい おくだ　めい

品川　智哉 上原　愛央 北浦　匠 森　煌希 村田　樹俊 森上　歩 斉藤　快成 奥田　芽生

小6・幸田・トヨサカ 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・錦 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・幸田・坂崎 小4・豊橋・spiders 中3・蕨・グラス 中2・蕨・錦

やない　こころ もとき　りみ つちや　かのん ふじた　かずし さとう　はると えだ　ことみ ふくざき　くるみ いとう　こうた

矢内　心 本木　璃美 土屋　果乃音 藤田　和志 佐藤　陽斗 江田　琴美 福崎　玖留実 伊藤　航太

小6・郡山・ｼｬｰｶｰ 小6・蕨・グラス 小5・宇都宮・BGA 小5・小牧・ブレイズ 小4・幸田・坂崎 小4・宇都宮・BGA 中2・稲城・平尾 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

やすだ　かほ しゅとう　あやの おがわ　まひろ おおやま　そう いなだ　なつみ あさの　さゆ もろいし　ののこ ふくい　ふうか

安田　香穂 首藤　彩乃 小川　真央 大山　颯 稲田　夏美 浅野　紗悠 諸石　乃々子 福井　楓華

小6・豊橋・spiders 小6・幸田・トヨサカ 小5・蕨・錦 小4・幸田・坂崎 小4・蕨・グラス 小4・蕨・グラス 中1・宇都宮・BGA 中1・豊橋・アグレ

きたに みおり いちかわ　わかな おかべ　さえ いいだ　ゆり やぶ　ほのか はねだ　しゃんてぃ もりや　まな たなか　じゅん

木谷　実保里 市川　わかな 岡部　紗英 飯田　優利 薮　穂香 羽根田　シャンティ 森谷　茉奈 田中　潤

小5・蕨・錦 小6・幸田・坂崎 小4・豊橋・spiders 小4・蕨・グラス 小4・蕨・グラス 小4・蕨・グラス 中1・蕨・グラス スタッフ・板橋

ひろおか　みのり

廣岡　巳愛

小4・幸田・坂崎

なかむら　たかひさ しながわ　のりこ むとう　よしたか すずき　てつや すが　かずあき たきざわ　えいじ

中村　隆永 品川　典子 武藤　祥崇 鈴木　徹也 菅　和朗 瀧澤　瑛司

役員・川崎 スタッフ・川崎 役員・板橋 スタッフ・幸田 スタッフ・板橋 スタッフ・蕨

2017 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①（オレンジ）小学生チーム②（ピンク） 小学生チーム③（黄） 小学生チーム④（黄緑） 小学生チーム⑤（赤） 小学生チーム⑥（緑） 中学生A

キャプテン

スタッフ

中学生B

コーチ（中学生）



1 9:30 青 1 - 1 オレンジ 茶 0 - 0 黄緑

2 9:38 紫 1 - 0 ピンク 薄青 1 - 3 赤

3 9:46 グレー 0 - 1 黄 白 1 - 0 緑

4 9:54 中学生① 0 - 2 中学生A シニア 1 - 0 青

5 10:02 中学生② 1 - 0 中学生B シニア 0 - 2 オレンジ

6 10:10 青 0 - 0 ピンク 茶 2 - 0 赤

7 10:18 紫 3 - 1 黄 薄青 2 - 0 緑

8 10:26 グレー 1 - 2 黄緑 白 0 - 3 オレンジ

9 10:34 中学生① 3 - 2 中学生B シニア 2 - 2 茶

10 10:42 中学生② 1 - 1 中学生A シニア 4 - 0 黄緑

11 10:50 青 0 - 0 黄 茶 0 - 1 緑

12 10:58 紫 1 - 0 黄緑 薄青 0 - 2 オレンジ

13 11:06 グレー 2 - 0 赤 白 0 - 3 ピンク

14 11:14 中学生① 1 - 0 中学生A シニア 1 - 0 紫

15 11:22 中学生② 1 - 2 中学生B シニア 4 - 1 ピンク

16 11:30 青 0 - 1 黄緑 茶 1 - 1 オレンジ

17 11:40 紫 1 - 0 赤 薄青 0 - 3 ピンク

18 11:48 グレー 2 - 0 緑 白 2 - 1 黄

19 11:56 中学生① 1 - 1 中学生B シニア 4 - 0 赤

20 12:04 中学生② 1 - 2 中学生A シニア 3 - 0 薄青

21 13:00 青 4 - 1 赤 茶 0 - 0 ピンク

22 13:08 紫 1 - 0 緑 薄青 0 - 0 黄

23 13:16 グレー 1 - 3 オレンジ 白 0 - 0 黄緑

24 13:24 中学生① 1 - 3 中学生A シニア 1 - 0 黄

25 13:32 中学生② 1 - 1 中学生B シニア 2 - 2 グレー

26 13:40 青 1 - 1 緑 茶 1 - 0 黄

27 13:48 紫 1 - 0 オレンジ 薄青 0 - 1 黄緑

28 13:56 グレー 0 - 0 ピンク 白 1 - 1 赤

29 14:04 中学生① 0 - 1 中学生B シニア 1 - 1 緑

30 14:12 中学生② 0 - 4 中学生A シニア 3 - 2 白

31 14:20 スタッフ 0 - 1 中学生①② -

32 14:28 スタッフ 2 - 1 中学生AB -

2017青少年サマースクールin福島　ネオホッケー大会

Aコート Bコート

※試合時間は5分 ※グレーはエキシビジョン 17勝17敗14分

本木JAPAN 田中JAPAN 本木JAPAN 田中JAPAN

昼　　食



しながわ　ともや おおつか　こうすけ

品川　智哉 大塚　皓介

小6・幸田・トヨサカ 中3・宇都宮・BGA

もりかみ　あゆむ えさき　ちほ とみた　あやは つかもと　あい

森上　歩 江崎　智穂 冨田　彩羽 塚本　愛

小4・豊橋・spiders 小6・幸田・トヨサカ 中2・豊橋・アグレ 中3・蕨・グラス

うしく　はると あめたに　しょうたろう まつもと　いちご いざわ　みう やない　こころ よねざわ　ゆう

牛久　陽太 飴谷　正太郎 松本　一護 伊澤　美羽 矢内　心 米澤　優

小5・蕨・錦 小5・蕨・錦 小5・宇都宮・BGA 小6・幸田・トヨサカ 小6・郡山・ｼｬｰｶｰ 小6・幸田・トヨサカ

ふくい　ふうか こやなぎ　はる おくだ　めい ながさわ　ひかる すどう　しょうた さいとう　かいせい

福井　楓華 小柳　遼流 奥田　芽生 長澤　陽瑠 須藤　翔太 斉藤　快成

中1・豊橋・アグレ 中1・蕨・錦 中2・蕨・錦 中2・小牧・ブレイズ 中3・蕨・グラス 中3・蕨・グラス

さとう　はると かわばた　みそら しゅとう　あやの つづき　みなみ もとき　える

佐藤　陽斗 川畑　美空 首藤　彩乃 都築　美七海 本木　恵瑠

小4・幸田・坂崎 小5・蕨・錦 小6・幸田・トヨサカ 中3・蕨・グラス 中3・蕨・グラス

たじま　しゅうご すがわら　ゆら もりや　ひろと

田島　秀悟 菅原　優来 森谷　拓斗

小4・幸田・坂崎 小6・幸田・坂崎 中3・蕨・グラス

おかべ　さえ かやま　ここね いちかわ　とうや おくだ　ひろむ さなだ　いぶき つちや　かのん

岡部　紗英 加山　心音 市川　統也 奥田　大夢 眞田　惟吹 土屋　果乃音

小4・豊橋・spiders 小4・蕨・グラス 小4・幸田・坂崎 小4・蕨・錦 小4・蕨・グラス 小5・宇都宮・BGA

たじま　ののか いちかわ　わかな やない　のどか こだま　ゆうき たむら　ゆうき

田島　暖乃香 市川　わかな 矢内　和 児玉　結希 田村　有輝

小6・幸田・坂崎 小6・幸田・坂崎 小6・郡山・ｼｬｰｶｰ 小6・幸田・トヨサカ 小6・富岡・操球会

かとう　たつみ ふくざき　くるみ あおき　めいが

加藤　建己 福崎　玖留実 青木　明河

中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中2・稲城・平尾 中2・稲城・平尾

なりた　ちひろ あさの　さゆ みうら　そう すずき　ようすけ すずき　れい いいじま　ゆうと

成田　千紘 浅野　紗悠 三浦　颯 鈴木　陽介 鈴木　澪 飯島　悠斗

小4・幸田・坂崎 小4・蕨・グラス 小4・幸田・坂崎 小4・幸田・坂崎 小4・豊橋・spiders 小5・稲城・平尾

もり　こうき にしむら　りょう ひらいわ　ここ やすだ　かほ もとき　りみ つかもと　ななか

森　煌希 西村　凌 平岩　瑚子 安田　香穂 本木　璃美 塚本　奈々香

小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・BGA 小6・幸田・坂崎 小6・豊橋・spiders 小6・蕨・グラス 小6・蕨・グラス

とみた　ゆいと やまもと　ともや たなか　ゆうと もりや　まな

冨田　唯翔 山本　智哉 田中　優人 森谷　茉奈

小6・豊橋・spiders 小6・豊橋・spiders 小6・富岡・操球会 中1・蕨・グラス

ひろおか　みのり やぶ　ほのか こもり　ひかる くろもり　こうたろう もろいし　ふゆこ なか　みやび

廣岡　巳愛 薮　穂香 小森　飛輝 黒森　航太郎 諸石　楓由子 名嘉　雅

小4・幸田・坂崎 小4・蕨・グラス 小4・幸田・坂崎 小4・稲城・平尾 小5・宇都宮・BGA 小6・蕨・グラス

たなか　はると こばやし　みう もろいし　ののこ

田中　暖人 古林　未羽 諸石　乃々子

小6・幸田・トヨサカ 中1・豊橋・アグレ 中1・宇都宮・BGA

おおやま　そう むらた　みきとし なか　ゆうが ながさわ　さとる いとう　かんた きたうら　たくみ

大山　颯 村田　樹俊 名嘉　優雅 長澤　里瑠 伊藤　貫太 北浦　匠

小4・幸田・坂崎 小4・幸田・坂崎 小4・蕨・グラス 小5・小牧・ブレイズ 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・錦

うえだ　かずま しもやま　じょうじ おち　しゅうすけ あおやぎ　たくと

植田　和真 下山　譲士 越智　柊介 青柳　拓篤

小6・幸田・トヨサカ 小6・蕨・グラス 小6・宇都宮・BGA 中3・宇都宮・BGA

いいだ　ゆり いなだ　なつみ えだ　ことみ おおたき　なな やまもと　はるき きたに みおり

飯田　優利 稲田　夏美 江田　琴美 大瀧　奈々 山本　知生 木谷　実保里

小4・蕨・グラス 小4・蕨・グラス 小4・宇都宮・BGA 小4・宇都宮・BGA 小4・幸田・坂崎 小5・蕨・錦

おがわ　まひろ おの　さら うえはら　あお たにむら　ゆうき おかむら　えみ

小川　真央 小野　咲良 上原　愛央 谷村　祐希 岡村　栄美

小5・蕨・錦 小6・幸田・坂崎 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中2・蕨・グラス

おおばやし　りんか やすだ　あやの もり　しおん めざき　さな はねだ　しゃんてぃ ふじた　かずし

大林　凜華 安田　彩乃 森　紫音 目崎　沙奈 羽根田　シャンティ 藤田　和志

小4・豊橋・spiders 小4・豊橋・spiders 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・蕨・グラス 小4・蕨・グラス 小5・小牧・ブレイズ

みわ　たまき うちの　ふみと いとう　こうた

三和　たまき 内野　史登 伊藤　航太

小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・稲城・平尾 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

ベスト６
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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

しながわ　のりこ つかもと　あい ふくい　ふうか うえはら　あお きたに みおり ひろおか　みのり あさの　さゆ

品川　典子 塚本　愛 福井　楓華 上原　愛央 木谷　実保里 廣岡　巳愛 浅野　紗悠

スタッフ・川崎 中3・蕨・グラス 中1・豊橋・アグレ 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・錦 小4・幸田・坂崎 小4・蕨・グラス

わたなべ　なみこ たにむら　ゆうき もとき　りみ しゅとう　あやの おの　さら おおばやし　りんか めざき　さな

渡部　奈美子 谷村　祐希 本木　璃美 首藤　彩乃 小野　咲良 大林　凜華 目崎　沙奈

スタッフ・郡山 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・蕨・グラス 小6・幸田・トヨサカ 小6・幸田・坂崎 小4・豊橋・spiders 小4・蕨・グラス

しばた　ふうか つづき　みなみ もろいし　ののこ やすだ　かほ すがわら　ゆら かわばた　みそら はねだ　しゃんてぃ

柴田　風香 都築　美七海 諸石　乃々子 安田　香穂 菅原　優来 川畑　美空 羽根田　シャンティ

スタッフ・豊橋 中3・蕨・グラス 中1・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders 小6・幸田・坂崎 小5・蕨・錦 小4・蕨・グラス

わたなべ　なみこ とみた　あやは つかもと　ななか いちかわ　わかな おがわ　まひろ えだ　ことみ かやま　ここね

渡部　奈美子 冨田　彩羽 塚本　奈々香 市川　わかな 小川　真央 江田　琴美 加山　心音

スタッフ・郡山 中2・豊橋・アグレ 小6・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小5・蕨・錦 小4・宇都宮・BGA 小4・蕨・グラス

しばた　ふうか おかむら　えみ みわ　たまき いざわ　みう つちや　かのん やすだ　あやの なりた　ちひろ

柴田　風香 岡村　栄美 三和　たまき 伊澤　美羽 土屋　果乃音 安田　彩乃 成田　千紘

スタッフ・豊橋 中2・蕨・グラス 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・幸田・トヨサカ 小5・宇都宮・BGA 小4・豊橋・spiders 小4・幸田・坂崎

もとき　たかし おくだ　めい えさき　ちほ なか　みやび たじま　ののか おおたき　なな いいだ　ゆり

本木　貴志 奥田　芽生 江崎　智穂 名嘉　雅 田島　暖乃香 大瀧　奈々 飯田　優利

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

もとき　たかし ふくざき　くるみ もりや　まな やない　のどか ひらいわ　ここ おかべ　さえ やぶ　ほのか

本木　貴志 福崎　玖留実 森谷　茉奈 矢内　和 平岩　瑚子 岡部　紗英 薮　穂香

スタッフ・蕨 中2・稲城・平尾 中1・蕨・グラス 小6・郡山・ｼｬｰｶｰ 小6・幸田・坂崎 小4・豊橋・spiders 小4・蕨・グラス

しながわ　のりこ もとき　える こばやし　みう やない　こころ もろいし　ふゆこ もり　しおん いなだ　なつみ

品川　典子 本木　恵瑠 古林　未羽 矢内　心 諸石　楓由子 森　紫音 稲田　夏美

スタッフ・川崎 中3・蕨・グラス 中1・豊橋・アグレ 小6・郡山・ｼｬｰｶｰ 小5・宇都宮・BGA 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・蕨・グラス

ひろせ　ひであき すどう　しょうた いとう　こうた しながわ　ともや ふじた　かずし おくだ　ひろむ むらた　みきとし

廣瀬　英昭 須藤　翔太 伊藤　航太 品川　智哉 藤田　和志 奥田　大夢 村田　樹俊

スタッフ・宇都宮 中3・蕨・グラス 中1・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4・蕨・錦 小4・幸田・坂崎

さとう　しょうた ながさわ　ひかる うちの　ふみと たなか　はると あめたに　しょうたろう たじま　しゅうご みうら　そう

佐藤　将太 長澤　陽瑠 内野　史登 田中　暖人 飴谷　正太郎 田島　秀悟 三浦　颯

スタッフ・富岡 中2・小牧・ブレイズ 小6・稲城・平尾 小6・幸田・トヨサカ 小5・蕨・錦 小4・幸田・坂崎 小4・幸田・坂崎

たきざわ　えいじ あおき　めいが しもやま　じょうじ よねざわ　ゆう いとう　かんた すずき　れい さとう　はると

瀧澤　瑛司 青木　明河 下山　譲士 米澤　優 伊藤　貫太 鈴木　澪 佐藤　陽斗

スタッフ・蕨 中2・稲城・平尾 小6・蕨・グラス 小6・幸田・トヨサカ 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・豊橋・spiders 小4・幸田・坂崎

たなか　じゅん もりや　ひろと おち　しゅうすけ こだま　ゆうき もり　こうき もりかみ　あゆむ こもり　ひかる

田中　潤 森谷　拓斗 越智　柊介 児玉　結希 森　煌希 森上　歩 小森　飛輝

スタッフ・板橋 中3・蕨・グラス 小6・宇都宮・BGA 小6・幸田・トヨサカ 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・豊橋・spiders 小4・幸田・坂崎

すが　かずあき あおやぎ　たくと とみた　ゆいと たなか　ゆうと うしく　はると さなだ　いぶき いちかわ　とうや

菅　和朗 青柳　拓篤 冨田　唯翔 田中　優人 牛久　陽太 眞田　惟吹 市川　統也

スタッフ・板橋 中3・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders 小6・富岡・操球会 小5・蕨・錦 小4・蕨・グラス 小4・幸田・坂崎

すずき　てつや さいとう　かいせい かとう　たつみ にしむら　りょう ながさわ　さとる くろもり　こうたろう やまもと　はるき

鈴木　徹也 斉藤　快成 加藤　建己 西村　凌 長澤　里瑠 黒森　航太郎 山本　知生

スタッフ・幸田 中3・蕨・グラス 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・BGA 小5・小牧・ブレイズ 小4・稲城・平尾 小4・幸田・坂崎

まつうら　たいち おおつか　こうすけ うえだ　かずま たむら　ゆうき きたうら　たくみ なか　ゆうが おおやま　そう

松浦　太一 大塚　皓介 植田　和真 田村　有輝 北浦　匠 名嘉　優雅 大山　颯

スタッフ・稲城 中3・宇都宮・BGA 小6・幸田・トヨサカ 小6・富岡・操球会 小5・蕨・錦 小4・蕨・グラス 小4・幸田・坂崎

すぎうら　たくや こやなぎ　はる やまもと　ともや まつもと　いちご いいじま　ゆうと すずき　ようすけ

杉浦　卓弥 小柳　遼流 山本　智哉 松本　一護 飯島　悠斗 鈴木　陽介

スタッフ・幸田 中1・蕨・錦 小6・豊橋・spiders 小5・宇都宮・BGA 小5・稲城・平尾 小4・幸田・坂崎

たきざわ　えいじ ひろせ　ひであき すずき　てつや すぎうら　たくや まつうら　たいち さとう　しょうた

瀧澤　瑛司 廣瀬　英昭 鈴木　徹也 杉浦　卓弥 松浦　太一 佐藤　将太

スタッフ・蕨 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・富岡

すが　かずあき たなか　じゅん もとき　たかし

菅　和朗 田中　潤 本木　貴志

スタッフ・板橋 スタッフ・板橋 スタッフ・蕨

しばた　ふうか わたなべ　なみこ しながわ　のりこ

柴田　風香 渡部　奈美子 品川　典子

スタッフ・豊橋 スタッフ・郡山 スタッフ・川崎

むとう　よしたか きむら　おさむ なかむら　たかひさ

武藤　祥崇 木村　理 中村　隆永

役員・板橋 役員・東久留米 役員・川崎

かんだ　てつよし たかはし　いさお おおはし　まさゆき

神田　哲賢 高橋　功 大橋　正幸

役員・江戸川 役員・板橋 役員・豊橋

さがわ　たかし わだ　きくお わたなべ　つとむ

佐川　隆 和田　喜久夫 渡邉　惇

役員・浦安 役員・八王子 役員・中央

かとう　あけみ ふくざわ　としこ しまね　よりこ やまおか　せいこ

加藤　明美 福沢　敏子 島根　頼子 山岡　聖子

役員・板橋 役員・板橋 役員・板橋 役員・江戸川

こくぶ　よしゆき わたなべ　あきら

国分　義之 渡辺　章

福島県連盟 福島県連盟

さかもと　ゆうこ

坂本　夕子

福島県連盟

2017　青少年サマースクール　ホテル観山部屋割表
2017/7/10

301 和10帖 女 6

302 和10帖 女

306 和10帖 女 6

307 和10帖 女 6

6

303 和10帖 女 6

305 和10帖 女 6

312 和10帖 男 6

313 和10帖 男 6

316 和10帖 女 6

317 和10帖 女 6

4
F

401 和10帖 男 6

402 和10帖 男 6

403

406 和10帖 男 6

407 和10帖 男 5

和10帖 男 6

405 和10帖 男 6

スタッフ女子

201 和10帖 男 3 役員

2
F

212 和40帖 男 9 スタッフ男子

207 和24帖 女 3

202 和10帖 男 3 役員

203 和15帖 男 3 役員

502 和10帖 女 1 福島県

205 和15帖 女 4 役員

501 和10帖 男 2 福島県




