
6:45
豊橋駅集合～出発（豊橋組）
東海道新幹線こだま693号

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

7:10
名古屋駅にて幸田・小牧組と合流～
米原駅で特急しらさぎ51号～金沢駅

6:30 散歩～ラジオ体操 6:20 散歩～ラジオ体操 6:30 散歩～ラジオ体操

7:46
大宮駅集合～出発（関東集合組）
北陸新幹線かがやき503号

7:00 朝食 6:50 朝食 7:00 朝食

8:45 長野駅にて群馬と合流～金沢駅へ 8:00
ネオホッケー合同練習
（内浦体育館）

8:00
ネオホッケー大会
（内浦体育館）

7:30 閉校式

9:51
10:05

金沢駅到着～大宮集合組
金沢駅到着～愛知組

11:00 海水浴～うしつ荘から徒歩5分 12:00 昼食 8:00 出発～大型バスにて

10:30 金沢駅出発～大型バス2台にて 12:00 昼食～うしつ荘 13:00
ネオホッケー大会
（内浦体育館）

9:30 能登島水族館

11:00
千里浜なぎさドライブウェイ～
砂浜を大型バスで走行

13:30
ネオホッケー合同練習
（内浦体育館）

15:00
大会終了～片づけ～
柳田植物公園へ移動

12:30 近江町市場～昼食

11:30 のと里山海道西山PA～石川組と合流 18:30 夕食～入浴 16:00
きのみワイナリー工場見学
（柳田植物公園にて）

14:30 金沢駅到着～石川県解散

13:00 能登うしつ荘到着～昼食 20:00 星空観察（柳田植物公園）
ブルーベリー摘み取り体験
（柳田植物公園にて）

15:48
金沢駅出発～特急しらさぎ62号
～米原～名古屋～豊橋

14:00 開校式～オリエンテーション 21:30
学習
（ネオホッケーのルール説明 ）

17:00
バーベキュー
（柳田植物公園にて）

15:55
金沢駅出発～
北陸新幹線かがやき510号～大宮駅

15:00 真脇遺跡にてストラップ作り～見学 22:30 消灯、スタッフミーティング 18:00
ネオホッケー大会成績発表
＆個人賞発表

17:01 長野駅到着～群馬は解散

16:00 ネオホッケー合同練習（内浦体育館） 19:30 入浴 18:02
大宮駅到着～栃木・群馬・
埼玉・東京・神奈川は解散

19:00 夕食～入浴 20:00 学習（ネオホッケーの感想文） 18:25 名古屋駅到着～愛知は解散

20:00 学習（ネオホッケーの絵葉書の作成） 22:30 消灯、スタッフミーティング 18:45 豊橋駅到着～解散

21:30 消灯、スタッフミーティング

第7回日本フロアボール連盟「青少年サマースクール」が、石川県能登町で開催されました。

参加者は総勢１２０名、石川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）

２０１８
青少年　サマースクール　in　石川

7月27日（金）～7月30日（月）

報告書
ス  ケ  ジ  ュ  ー  ル



7月27日（金）　6:00～　　豊橋駅

いよいよ、青少年サマースクールin石川の日がやって来ました。

一番早い豊橋の６名がご家族の引率で豊橋駅に集合しました。

私は豊橋から能登まで新幹線や電車に乗り、バスの中で友達が作れた

時はホッとして楽しくなったので「友達が作れていっぱい話が出来る

から、もっと作りたい」と思い、いっぱい話しかけて名前も覚えました。

話をしていると、砂浜の上をバスが走ることにビックリしました。でも

その横はきれいな海でずっと海を見ていました。海水浴では、台風が

来ないか心配でしたが、すごく晴れて、みんなで楽しく遊べたので

良かったです。来年も家族にお願いして来たいです。家族のおかげで

違う地域の人と友達になれたし、フライボールが飛ばせるようになった

ので、ありがとうございました。

大林　凛華　（愛知県豊橋市　小５　豊橋SPIDERS）

7月27日（金）　7:10～　　名古屋駅新幹線ホーム

名古屋駅集合組は、坂崎の９名と小牧の２名が新幹線で豊橋組と

合流し、愛知県組１７名が揃いました。

私はサマースクールに行くことになったきっかけは、お友達が「サマー

スクール行く？」とメールが来て、お母さんが「友達が作れるんじゃない

かな？」と言ったので、楽しそうだなと思い行こうと決めました。行く日、

コーチ怖いかな？ねぞう悪いから友達けらないかな？家族と離れるの

さびしいなと思いました。だけど、家族に送ってもらって「ありがとう」と

言う気持ちもありました。ブルーベリー狩りでは、私は苦手であまり

食べてなかったけど、一口食べてみたらおいしくて、好きになりました。

サマースクールで友達がたくさん出来たので、もっと増えるといいです。

また、来年も来たいです。

寺地　愛理　（愛知県幸田町　小４　坂崎）

7月27日（金）　7:00～　　大宮駅新幹線北改札口

大宮集合組は、栃木県宇都宮が１８名、埼玉県蕨が２７名、東京都

江戸川が７名、東京都稲城が４名、神奈川県川崎が３名の合計５９名が

責任者の引率で大宮駅新幹線北乗り換え口に集合しました。

出発ではハプニングが・・・

僕はサマースクールでいろいろな思い出を作れました。１つ目は、

初めて会う人と触れ合えた事です。最初はずっと無口で同じ地域の

人達と話していたけれど、自分から話しかけたらすぐ返事を返して

くれて仲良くなれました。僕は、自分から話しかける事が大切なんだな

と思いました。２つ目は、運転手さんへの感謝の気持ちです。合宿中、

バスに何回も乗りました。遠い所も連れてってくれて、休むひまも無く

ずっと運転していて大変だなと思いました。３つ目は、ネオホッケーの

チームで、いつもと違う人とチームになって全員強くておどろきました。

でも、やさしく声をかけてくれて、とてもうれしかったです。僕は初めて

参加して、いろいろな思い出を作れたし、新しい友達が出来てすごく

うれしかったので、来年もっと強くなってサマースクールに参加したい

です。ネオホッケーの練習がんばるから、来年も連れて行ってね。

お父さん、お母さん、ありがとう。

岡田　英士　（埼玉県蕨市　小４　ワラビーズ）

豊橋駅集合～出発

名古屋駅到着～幸田・小牧合流

大宮駅集合～出発



7月27日（金）　8:45～　　長野駅

長野駅で群馬県富岡の４名と新幹線「かがやき」で合流しました。

サマースクールで良く出来た事は、食事でひじをつかない事やおわんを

持って食べる事です。あとは、誰かが来たら挨拶が出来た事です。

いつもは挨拶をしないで無視してしまう事があったので、しっかり挨拶を

する事が出来て良かったです。練習では相手の少し前にパスを出して

あげると取りやすい事が分かりました。今までは声を出さずに、ただ来た

ボールを打っていたけど、声を出すように意識しました。練習から声を

出すと、試合中でも自然と声が出ました。サマースクールでは学ぶ事が

たくさんあったので生かしてチームの練習をしたいです。家族のみんな

には、僕に行っていいよと言ってくれたり、駅まで送ってくれて、

ありがとうと言う気持ちがあります。これからもよろしくお願いします、

と言う気持ちを伝えたいです。

村上　絢哉　（群馬県富岡市　小６　群馬操球会）

7月27日（金）　9:51・10:05～　　金沢駅

予定通り大宮集合組と愛知組が合流しました。

猛暑の為、石川県も日差しが強いです。

僕はサマースクールで学んだ事があります。１つ目は、友達と一緒に

楽しくネオホッケーをやる事で、今回、新しく知り合った友達がいっぱい

出来て、違うクラブの人とも仲良く出来るようになりました。２つ目は

友達の大切さです。僕は今まで大変な事は一人でやっていて、友達

には頼らなかったけど、今回の合宿で友達と一緒に大変な事を解決

するという想いを身に着けました。この想いは忘れない様にしていき

たいです。３つ目は、親やスタッフさん、バスの運転手さんやホテルの

方々への感謝の気持ちです。お父さんやお母さんは、サマースクール

へ行くのを許してくれて、スタッフさんは、僕たちのスケジュールを考え

てくれて、バスの運転手さんは、スケジュール通りにバスを動かして

くれて、ホテルの方々は、僕たちの朝昼晩の食事を作ってくれて、

その感謝の気持ちを忘れずにいたいと思います。僕をここまで連れて

来てくれたスタッフさん、お父さんお母さんに感謝しています。

市川　統也　（愛知県幸田町　小５　坂崎）

7月27日（金）　10:30～　　金沢駅

男子と女子で大型バス２台に分かれての乗車です。

バスの中では地域バラバラに座り、自己紹介が始まりました。

最初は静かでしたが、すぐに大騒ぎとなりました

私はサマースクールがとっても楽しかったです。合同練習で今まで

一緒にプレーした事のない人たちとチームになって、大会に出るのは

とても心配でした。けれど、大会で私の紫チームは５勝２分で最高勝率

に選ばれとても嬉しかったです。そして私は個人賞で優秀賞に選ばれ

ました。スタッフさんには、みんなが頑張っている姿をカメラで撮って

くれたり、スポーツドリンクを準備して下さってありがとうございます。

みんなと協力して何かを成しとげる、と言う事も出来るようになったので

昔の自分より成長しているし、友達も出来てとても良い合宿でした。来年

私は６年生なので、初めて来た４年生の子を助けてあげたり、サポート

してあげて、私と一緒みたいにいい思い出にしてあげて、これからも

ずっとみんなが楽しく笑顔のサマースクールを何年も続けて行きたい

と思います。来年はサマースクール大会２連覇を目指します。

前川　智香　（埼玉県蕨市　小５　グラスホッパーズ）

長野駅到着～群馬合流

金沢駅到着～愛知県と合流

金沢駅出発～大型バスにて



7月27日（金）　11:00～　　のと里山海道　千里浜なぎさドライブウェイ

大型バスのまま砂浜を走行できる千里浜。きれいな海の波打ち際

ギリギリでの走行に、子供達は声を出して喜んでいました。

今回のサマースクールで、今までやった事が無かった事は２つあります。

１つ目は、バスで砂浜を走る事です。海はとてもキラキラ光っていて、

砂は白くて想像よりもきれいで、初めて見てビックリしました。２つ目は、

海に入る事です。今までは貝殻を拾っていて海に入りませんでした。

でも、今回は首まで入りました。ちょっと歩くと深いのでとても気持ち

良かったです。もぐると水が口に入って、しょっぱかったです。試合で

去年は点を取ったり、パスを回せなくてボロ負けだったけど、今年は

点を決めてみんなに「ナイスシュート、良いね」と言ってもらい、とても

うれしかったです。もっと点を決めて、みんなの為に少しでもなれたら

いいなと思いました。忙しいのに必要な物を買ってくれたり、準備を

手伝ってくれたお母さん、ありがとうございます。私も自分で荷物を

きちんと準備できるようにがんばりたいです。

廣岡　巳愛　（愛知県幸田町　小５　坂崎）

7月27日（金）　11:30～　　のと里山海道　西山PA

最後の合流の石川県３名とも無事合流出来て、目的地の「うしつ荘」に

向けて出発です。

私はサマースクールが初めてで、最初は緊張していましたが、バスに

乗ると周りの女の子達がたくさんしゃべり掛けてくれて、とっても嬉し

かったです。１日目の練習は、分からない事ばかりですごく不安でした。

でも、みんなと練習していくうちに楽しくなってきました。小学生の試合

では、作戦やポジション、どう攻めるかを話し合いました。コーチや

スタッフさんが「声を出して、パスをちゃんとつなごう」など勇気づけて

くれたので、とてもやる気が出ました。サマースクールで学んだ”ルール

や団体行動の大変さ”などをこれからの練習などに活かして行きたい

です。来年も来たいと思ったので、家族に聞いて「いいよ」と言われた

その時は感謝の気持ちを忘れずに来たいです。

川島　結季　（石川県志賀町　小６　ZERO）

7月27日（金）　13:00～　　うしつ荘

大型バスに乗って２時間半でやっと「うしつ荘」に到着しました。

大宮駅のハプニングで新幹線に乗れなかったスタッフ２名と

蕨の中学生２名も無事合流出来ました。朝早くてお腹が空いたので

昼食はほとんど残さず食べていました。

僕は６年生になり、３回目のサマースクールに参加した。正直今年は

参加したくなかった。「小学生最後の夏休み」だったから、友達とプール

にも行きたいし、やりたいことをやりたいと思っていた。しかし、両親に

行かされてしまった。１日目、嫌な気持ちで新幹線に乗った。でも

乗ってるうちに楽しくなってきた。フライボールでは、上手い中学生が

アドバイスをくれて飛ぶようになったので嬉しかった。個人賞の発表で

MVPも取りたかったけど、スーパーゴール賞だった。それに選ばれた

シュートは気持ちよく、一生忘れない。今回参加して良かったと思って

いる。フライボールが飛ぶようになったり、友達がたくさん出来た。

行かされたより、行かせてくれたの方が正しい。今では感謝しています。

お父さんお母さんありがとう。来年も行く！

飴谷　正太郎　（埼玉県蕨市　小６　錦クラブ）

千里浜なぎさドライブウェイ

西山PA～石川県と合流

うしつ荘到着～昼食



7月27日（金）　14:00～　　うしつ荘

開校式では、佐川管理部門統括から「サマースクールを通して
素晴らしい時間を過ごしてください」と開校のことば、渡邉会長から
「 マナーを養い、自発的に何ができるかを考え、怪我のないように
相手のことを思いやりながら行ってください」と挨拶があり、石川県の
米井会長から「海と星が素晴らしい、普段とは慣れない環境でゆったりと
過ごし、さらにネオホッケーを好きになり、新しいライバルを探し、
心おどる3泊4日にしてください」と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。次に部屋割とリーダー・
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。

私はサマースクールの前日、緊張して全然眠れませんでした。でも
いざ着いてみると全然平気でした。なぜなら、私の好きなネオホッケー
で友達が出来たからです。バスに乗っていた時、とても緊張していま
した。すると、隣の子が「友達になろう！」と言ってくれて、一気に笑顔が
出て、とても嬉しい気持ちになりました。サマースクールはとても楽しく
来年も来たいです。新しくなった友達と全国大会で会いたいです。
お父さんお母さん、参加させてくれて感謝しています。

森川　詩來々　（栃木県宇都宮市　小６　ホワイトベアーズ）

7月27日（金）　15:00～　　真脇遺跡

真脇遺跡縄文館の見学では、縄文時代の遺跡で木製品や、動物の骨、
植物の種子などを見て、イルカの骨は、縄文時代の人々の食生活を
表していました。ストラップ作りでは、みんなが違うまが玉とビーズを使い
自分好みのストラップを作っていました。

僕は２～３か月前からサマースクールが始まるのが楽しみでした。
そして始まって、真脇遺跡に行きストラップを作りました。ストラップは
好きな色のまが玉を選んで糸の通して、好きな色のビーズを７つ選んで
糸に通して先たんを止めて完成です。そのストラップは、僕の小さな
鞄に付けています。フライボールは上手く上がらなかったけど、スタッフ
さん達が教えてくれて、けっこう上に上がるようになりました。感謝して
います。試合では、仲間がパスをしてくれてシュートが入りました。
仲間のパスが良かったからシュートが入ったと思います。最後に僕が
サマースクールに行けたのは、お父さんお母さんが行っていいよと
言ってくれたおかげだと思っています。感謝しています。ありがとう。

大河原　虎多郎　（東京都江戸川区　小４　ドリーム）

7月27日（金）　16:00～　　内浦総合体育館

サマースクールで最初のネオホッケーです。２面のコート設営を行い、
中学生を中心にランニング・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。初日と言う事もあり、声があまり出て
いませんでした。

僕がサマースクールで思った事は、家族が居ないととても大変だと言う
事です。家族にいろいろな事をやってもらっていたけど、全部自分で
やらないといけないから大変なので、家族の仕事が減るように、家に
帰ったら手伝いをしたいです。次にチームワークの大切さです。試合
では、パスをしないで一人でドリブルで前に行ってしまうとチーム内が
乱れて直ぐに取られて点を決められて負けてしまう事があるので、
チームワークが無いと勝てないと思うからです。次に部屋のメンバーの
大切さです。メンバーが居ると、いざという時に頼りになるし、心強い
からです。メンバーが居ると分からない事も聞けて、分からない事も
分かるからです。これからもメンバーを大切にしたいです。来年も
参加してもっと強くなりたいです。今年は菅・太一JAPANが負けて
しまったので、来年は負けないように頑張って練習して勝ちたいです。

鈴木　陽介　（愛知県幸田町　小５　坂崎）

真脇遺跡見学～ストラップ作り

ネオホッケー合同練習①

開校式～オリエンテーション



7月27日（金）　20:00～　　うしつ荘

文章や絵が得意な女子と、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。

僕は今年のサマースクールで心に残った事があります。僕は朝早く起き
てご飯も早く食べるのは慣れていないけど、班長が教えてくれたので
感謝しています。ネオホッケーの練習でハイスティックをしてスタッフに
注意されました。次の練習で注意されたことを意識して練習したら、
ハイスティックをしなくなったので良かったです。僕は自分のチームの
キャプテンなので、みんなに声を掛けたりするのが大変です。けれど、
みんなが動いてくれるので感謝しています。しかも僕にどこが悪かったか
を注意してくれて「ありがとう」と言いたいです。これからも全部の事を
気を付けながら頑張りたいです。

飯島　悠斗　（東京都稲城市　小６　平尾）

7月28日（土）、29日（日）、30日（月）　6:20～　　うしつ荘周辺

２日目も早起きです。天気の良い朝で散歩をして目を覚まし、
ラジオ体操をしました。今年はラジオ体操をちゃんとやっていて
全員のリーダーからOKが出て、朝ごはんです。

私はサマースクールで心に残った事があります。大会ではみんなで
意見を出し合って工夫をしてしっかりできました。ブルーベリー狩りでは
「大きくて、色がこく、やわらかすぎず固すぎないのがいい」と教えて
もらい、その通りにやるととても美味しく甘かったです。スタッフさんや
中学生のみなさんは、みんなよく話しかけてくれてBBQの時はたくさん
話してくれてとても面白くお腹が痛くなりました。賞状をもらった時は
なかなか呼ばれなくてドキドキしてましたが、呼ばれた時は心の中が
跳びはねるほどうれしかったです。スタッフの人や中学生がフライの
上げ方や分からない事を親切にやさしく教えてくれるサマースクールは
とても最高ですごいと思いました。この人達のようにしっかりとした
いろいろ出来る人になりたいです。

若林　果歩　（埼玉県蕨市　小４　錦クラブ）

7月28日（土）　8:00～　　内浦総合体育館

朝ごはんが終わり、体育館に移動してチーム分けの発表です。
本木・田中JAPANと菅・太一JAPANに分かれての練習です。
各JAPANの中でも各チームにビブスの色で分かれました。
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。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。

私は今回初めてサマースクールに来ました。最初の目標は「友達を１０人
以上作る」でした。１日目は、千里浜なぎさドライブウェイで砂浜の上を
バスで走ったり、真脇遺跡でストラップを作ったりしました。ですが友達
を作ろうとしてもなかなか出来なくて同じ地域の人としか話す事が出来
ませんでした。その日の夜、同じ部屋の人達と仲良くなって友達が増え
ました。明日からがとっても楽しみになりました。私は浮き球を打つ事が
出来なかったのでスタッフさん達に「浮かせようとするとスティックを振り
上げちゃってハイスティックになるし、浮かなくなるので最後まで床に
スティックを付けたまま打つんだよ」「打った時はボールがあった所に
スティックを置いたままにするんだよ」「一歩ふみ出してから打つんだよ」
などたくさんのアドバイスを頂きました。その通りにやると一回も浮く事が
出来なかったのが真ん中まで飛ぶようになり「すごいじゃん！」とたくさん
の人達にほめられて嬉しかったです。目標の「友達を１０人以上作る」
は達成する事が出来て嬉しかったので、家に帰ったら報告したいです。

大関　菜央　（栃木県宇都宮市　小６　ホワイトベアーズ）

学習（絵葉書の作成）

散歩・ラジオ体操

ネオホッケー合同練習②



7月28日（土）　11:00～　　羽根海水浴場

心配していた台風もそれて、楽しみにしていた海水浴です。
日本海の海は冷たくてきれいですが、ちょっと塩水がしょっぱかった
ようです。海の底が見えるほど水は透き通っていました。

自分は今回で３回目のサマースクールとなりました。昨年は来ておらず
２年ぶりの中学生として初めてで、久しぶりとなる環境に少し緊張して
いる部分もありましたが、少しずつ慣れて今年も楽しかったです。金沢
駅を出て、のと里山海道西山PAで石川組と合流して全員が揃い、
本格的にサマースクールが始まったんだなと実感が出てきました。
部屋割りの発表では自分が班長となり、しっかり出来るか不安でしたが
班のみんながしっかりしていて助かりました。スタッフの方々に少し怒ら
れましたが、何事も無く良かったです。小学生の担当は黄色チームで、
まとめる事は難しく、試合を見て次につなぐ方法を考える事に頭を使い
ました。チームが勝つと嬉しかったので、より良い考えを出して失敗を
直して貰えるように頑張りました。星空観察では台風が近づいていて
最初は曇っていましたが少しずつ星が見えて良かったです。個人賞
ではエンジョイプレー賞になり、この賞の通り大会を楽しくしていたと
思います。今回参加させてくれた事に感謝しています。明日までが
サマースクールなので、最後までしっかり行動します。

床井　陽暉　（栃木県宇都宮市　中２　富士見BGA）

7月28日（土）　13:30～　　内浦総合体育館

午後からは、明日の大会に向けた実践練習です。フライングゲットと
ドリブルリレーの練習をして、練習試合をしました。

私はサマースクールで一つ出来るようになりました。私はディフェンス
だけどフライが上手く打てなくて、打ってもちょっと浮くか転がります。
私はフライが打てないのを気にしていましたが、コーチたちに教えて
もらって、ちょっとづつ飛ぶようになりうれしかったです。試合では
スタッフさん以外声を出していなくて、一人一人自分勝手にやっていて
チームワークがバラバラで負けてしまいました。試合が終わってみんなで
集まって、スタッフさんに声を出そうよと言われて、次の試合で声を出し
たら引き分けでした。次からは声を出し合っていこうと思います。お父さん
とお母さんがこの合宿に入れてくれたから、もっと上手く出来るようになり
たいです。明日は家に帰る日です。お友達と別れるのはさみしいけど、
家の生活にもどりたい気持ちもあります。明日が楽しみです。

大東　優里　（神奈川県川崎市　小４　すみよし）

7月28日（土）　20:00～　　柳田植物公園

台風はそれましたが雲が多く、満天の星空観察とはなりませんでしたが、
天然の芝生の上で寝転んで星空観察をしました。

私は２回目のサマースクールで初めて中学生として行きました。班長に
なり年下のの子をちゃんと見て自分の意志で行動出来るか不安でした。
今年の目標は「今よりも成長して帰る」でした。行きのバスでとなりの席の
子となかなか話せず、３０分ほどして海が見えて来た時にやっと話しま
した。中学生として最初に話掛けなくてはならないのに、少し苦しかった
です。中学生チームでは先輩が多く話せずにいると、男の先輩が話し
掛けてくれて少しなじめました。私も後輩には自分から話し掛けなくては
いけないなと思いました。私達のチームは最初まとまりが無く、個人
プレーが多かったけど、色々な人からアドバイスをもらい、パスなども
するようになり、これぞまさにチームプレーだと思いました。今回の目標
を達成出来たのか分かりません。でも学んだ事はたくさんありました。
今回参加出来たのは両親のおかげです。この経験、思い出は忘れない
し家に帰ってからたくさん話したいです。自分から進んで家の手伝いを
したいし、ネオホッケーでは両親に応援してもらえるように頑張ります。

上原　愛央　（東京都江戸川区　中１　ドリーム）

ネオホッケー合同練習③

星空観察

海水浴



7月28日（土）　21:30～　　うしつ荘

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個の反則の名前を中学生や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。

今年は中学生になって初めてのサマースクールでした。海水浴では
台風が心配だったけど、石川には上陸しなかったので楽しめました。
合同練習では、チームが決まり、僕は中学生で小学生のコーチに
なりました。コーチは初体験だったけど、色々アドバイスしました。
最初は自分の思った事が伝わるかなと思ったけど、真剣に聞いて
くれて嬉しかったです。今回サブリーダーになって、リーダーがいない
時は仕切り役で、かなり大きな声を出さないと聞いてくれなかったので
大変でした。来年リーダーになった時は上手く仕切れると思います。
あまり人の動きを教えた事が無く、小学生のチームに言いたい事が
あまり言えず、もう少ししっかり教えてあげれば、もっと強くなったと
思います。人に教えるのに慣れておきたいです。初めてだったので
いい経験になりました。今年は成長した所が多く、とても楽しかった
です。来年も参加したいです。

内野　史登　（東京都稲城市　中１　平尾）

7月29日（日）　8:00～　　内浦総合体育館

いよいよネオホッケー大会です。本木・田中JAPANと菅・太一JAPANが、
それぞれのJAPANが小学生７チーム、中学生１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、カラーコーンでキャッチ
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。

私はお父さんとお母さんに見送られて石川県に行きました。大会では
初めての人と組んだチームで、ドキドキしたけど試合をやり始めると
ドキドキがワクワクに変わりました。しっかり声を出しチームの人と仲良く
なり、作戦会議をする事でチームワークが深まりました。とても楽しく
ネオホッケーをする事が出来ました。お父さんお母さんは合宿の準備を
手伝ってくれて、スタッフはみんなの安全を第一に考えてくれたり、私達
を笑わせてくれてやさしくて感謝しています。私のホテルのメンバーは
とても面白くて良い班長がいます。璃美さんはとても面白くてメリハリの
付いているリーダーです。私もこんなメリハリの付いている人になりたい
です。フライボールではコーナーから敵のゴール前まで打てるように
なりました。GKに挑戦した時は体を張ってゴールを守りました。前までは
GKをやっても体を張らずに点を入れられる事が多かったけど、チームの
みんなが体を張ってたのを見て思い切りゴールを守る事が出来ました。

諏訪　栞菜　（神奈川県川崎市　小５　フリーウィング）

私はサマースクールでたくさんの友達、たくさんの思い出が出来ました。
バスで砂浜を走り、早く海にはいりたいな～と２日目を待っていました。
ストラップ作りでは思い出に残るものとなり、早くお気に入りのカバンに
付けたいです。早く知りたかった部屋のメンバー。室長で「土器土器」
しました。６年生と室長の責任感で胸がはれつしそうでした。チームが
発表されてキャプテンとしてまたも責任感が増えおかしくなりそうでした。
暑くて１日目から待っていた海水浴。冷たくて気持ち良かったです。
フライングゲットでは来たボールを取る事が出来てうれしかったです。
何よりうれしかったのは、スタッフさんや中学生がハイタッチしてくれて
一生忘れる事はないでしょう。運営をしてくれたスタッフのみなさん、
みんなをまとめてくれた中学生のみなさん本当にありがとうございました。
また、行っていいよと許可してくれた両親ありがとうございました。明日も
何が起きるか分かりませんが、このメンバー８３人で思い出を作れるのが
最後なので明るく終わりたいです。また来年会いましょう。

木谷　実保里　（埼玉県蕨市　小６　錦クラブ）

学習（ルール説明）

ネオホッケー大会



7月29日（日）　8:00～　　内浦総合体育館

午後は試合の途中でドリブルリレーが行われました。
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。

今年のサマースクールは３回目で６年生の参加だったので、部屋の
サブリーダーやチームのキャプテンなど、色々大変な事がありそうだな
と思っていたら案の定サブリーダーになって不安でした。そんな中
真脇遺跡に行き、社会の授業では学習したけれど、土器があんなにも
時代によって変わるのは本当だった事が分かりました。グレーチームで
キャプテンをしていたので、声を出して引っ張って行こうと思っていたの
ですが、爪が割れて３試合ぐらい出れなかったのでチームには本当に
申し訳ないと思いました。でもその分、コートの近くで声を出したり、最後
出た２試合ではその分頑張りました。ルールの説明で、１６個の反則が
ある事は知っていたけど覚えていないので、これを全部覚えている審判
はすごいと思いました。今年は石川も初めて行くし、新しい友達も沢山
出来たのでとても楽しかったです。でもこんな楽しい経験が出来たのも
親が行くことを許可してくれたからです。家に帰ったら「ありがとう」と伝え
たいです。またスタッフの方々ありがとうございました。ホッケーの事や
生活の事だけでなく個人的に指の事で迷惑を掛けてすみませんでした。
中学生になったら技術を上げて、小学生を引っ張って行ける様になって
来年も参加したいです。今年もサマースクール楽しかったです。

北浦　匠　（埼玉県蕨市　小６　錦クラブ）

今回も始まったサマースクールは、４回目で中１になり、全ての事を
積極的に取り組まなければいけないと参加を決めた時に思い、しおりが
配られ、まず思ったのが「経験者が少なく初の人が多い」と言う事です。
初の人が多いと言う事は分からない事を教えなければならないと思い
ました。そして、去年の賞が自分自身納得がいかず、力も発揮出来ず、
悔しい結果で終わったので、今回の目標を「みんなの名前を覚えて、
前回よりも良い賞を取る」にしました。チームが発表され、私はターコイズ
のコーチになりました。このチームは個人プレーが多く、声が少なくて
チームワークが無かったです。どうすればいいのかと思った時、自分が
個人プレーしていた頃を思い出し、団体競技はチームプレーが無いと
成り立たない、一人でやりたい人は個人競技をやればいい、と親に
言われた事を思い出しチームに伝えると個人プレーが少なくなりました。
この言葉のおかげで自分もチームも良くなったので、親に感謝したい
です。海に行った時は毎年恒例の「スタッフにいじられる」と言うのがあり
疲れましたが楽しかったです。個人賞では「スーパーアシスト賞」でした。
MVP、優秀賞を狙っていたがこの賞になったのは、生活面や積極的に
と言う事がもう少し出来たのではと自分で思いました。今回参加させて
くれた親に感謝したいです。来年は中２で中３が受験で居ないかもしれ
ないので、今回の目標を元に、行く前に課題を考えて全ての事を積極的
にやり、中３が居なかったら最年長としてサマースクールを支えられる
存在になりたいと思いました。

本木　璃美　（埼玉県蕨市　中１　グラスホッパーズ）

私はサマースクールに参加するのは５回目となりますが、初めてだった
事があります。それは部屋のリーダーになった事です。去年は副リーダー
だったので予想は出来たけど少し緊張しました。バスでの移動はとても
長かったけど、水平線が見えたり、なぞなぞをしたり退屈しませんでした。
何より、道路から音楽が聞こえて来た事にビックリしました。チーム分けで
白チームのコーチになり、普段からキーパーをやっている人がいなくて、
左利きが多かったのでポジションを決めるのに苦労しました。出来るだけ
小学生が「やりたい」と言ったポジションをやれるように頑張りました。
私が中学生のキーパーで点を取られなかったのは、チームのみんなが
フォローしてくれたからです。このチームは楽しかったです。BBQでは、
私はお肉があまり好きじゃないので焼く方に集中しました。大人数でやる
BBQは楽しかったです。私は５回目の参加だけど、いくつかの事は
初めてだから最初は不安でしたが、部屋の人、チームの人、スタッフの
方々が一緒にやってくれたので、今回も楽しかったです。スタッフの中
でも特に高校生スタッフはすごいと思いました。初めての事が多いのに、
私も見習って行こうと思います。参加させてくれた両親には、家に帰って
感謝の言葉と楽しかった事をたくさん話そうと思います。

諸石　乃々子　（栃木県宇都宮市　中２　富士見BGA）

ネオホッケー大会



7月29日（日）　16:00～　　柳田植物公園

大会が終わり、BBQまで時間があります。ワイナリー見学では、
ブルーベリーからワインが出来るまでの工程を見学しました。
ブルーベリー摘み取り体験では、食べ放題と言う事もあり、
甘いものやすっぱいものを食べ比べていました。

私はサマースクールで石川県に行きました。石川県は家族全員が
行った事が無いので「めっちゃ楽しんできてね」と言われ私は少し不安
でした。なぜ不安かと言うと、去年は全然友達が出来なかったので、
今年の目標は「友達をいっぱい作る」にしました。そんな思いでドキドキ
しながら新幹線を降りたらみんながいて、もっとドキドキして緊張が増えま
した。でも友達と話してみるととても楽しくて、今年は楽しくなりそうだなと
思いました。バスで海の前の砂浜をドライブしました。栃木には海が無い
ので「海ってこんなにきれいだったんだ」と思いました。星空観察では
少し曇っていたけど、芝生が気持ち良かったです。ブルーベリー狩りで
コップ満タンにして食べて口の中でジュースを作って飲んだら、めちゃ
くちゃ美味しくて「こんなに美味しいんだ」と思いました。表彰で私は
ハッスル賞になってうれしかったです。BBQはお肉も美味しかったし
とても楽しかったです。こんなに楽しい体験が出来たのも両親のおかげ
です。ありがとう。

土屋　果乃音　（栃木県宇都宮市　小６　富士見BGA）

7月29日（日）　17:00～　　柳田植物公園

そろそろお腹が空いてきました。
中学生が肉・野菜・海鮮を焼き、小学６年生が手伝いをして
バーベキューが始まりました。みんなで今日の大会の事などを
話しながら食べ、外で焼く肉・野菜・海鮮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。

僕は今回で５回目となるサマースクールに参加しました。前日まで
心の準備が出来てなく、なかなか眠れませんでした。集合しその後の
新幹線で大きな事件が起きました。スタッフ二人と僕と合わせて４人が
閉め出されてしまった事です。僕はスーツケースを挟み抵抗しましたが
急に怖くなって抜いてしまいました。そこからみんなから遅れる事３０分
昼食で合流出来ました。僕の担当チームは茶色で、みんな一生懸命
頑張る子達で、僕の話もしっかり聞いてくれました。表彰では、僕自身
そんなにすごいプレーも無くあまり納得いきませんでしたが、本木・田中
JAPANが勝てたので本当に嬉しかったです。個人賞では初めて取った
エンジョイプレー賞でした。来年はもっと頑張りたいです。こうして楽しく
出来たのも、部屋のメンバーや新しく出来た友達、スタッフのみなさん、
そして何よりも５回も参加させてくれた両親には感謝しています。
来年は最優秀選手賞を目指して頑張りたいと思います。

小柳　遼流　（埼玉県蕨市　中２　錦クラブ）

7月29日（日）　18:00～　　柳田植物公園

待ちに待ったネオホッケー大会の成績発表です。まずは個人賞の発表
です。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・優秀賞・
が発表され、残るはエンジョイプレー賞とMVPです。・・・２名のMVPと
５名のエンジョイプレー賞が発表されました。総合優勝は
今日のフライングゲットとドリブルリレー、試合の総合得点で勝敗が
決定します。フライングゲットは１勝1敗で引き分け、ドリブルリレーは
本木・田中JAPANの勝利、試合の結果は、２１勝１８敗１７分けで
総合優勝チームは・・・・・本木・田中JAPANです。

僕は去年初めてのサマースクールで全く分からなかったけど、２回目に
なると友達も増えて、石川県で少し心配だったけど去年の友達に会えて
とても良かったです。今年の目標はみんなと仲良くすることでした。
個人賞の発表で、いつになっても呼ばれなくて、とても緊張していたら
最優秀賞で自分の名前が呼ばれてとてもビックリしました。そして一番
強かったのは僕の紫チームでとてもうれしくて、本木・田中JAPANでも
勝てたのでうれしかったです。この賞が取れたのは、お父さんお母さん
のおかげなので、この事を伝えて喜ばしたいです。とても楽しいサマー
スクールでした。来年も最優秀賞を取って２連覇を目指します。

森上　歩　（愛知県豊橋市　小５　豊橋SPIDERS）

バーベキュー

成績発表～表彰式

ワイナリー見学～
ブルーベリー摘み取り体験



7月29日（日）　20:00～　　うしつ荘

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。
中学生はだいぶ苦労していたようです。

サマースクールに初めて行って色々な事をやりました。１日中やる事が
たくさんあって、初めてだから知らない人も多かったけど、同じ部屋の
人が話しかけてくれて楽しかったです。海水浴では腰までつかっても
海の底が見えました。私は帰ったらお母さんたちにいっぱい感謝しよう
と思います。今年の４月にホッケーを始めてから、スティックやアイガード
を買ったり、体育館の靴を買う時は色々なお店に付き合わせました。
サマースクールで足りない物を、仕事で忙しいのに買いに行ってもらい
ました。お母さんが仕事で使っている新しいリュックも貸してもらいました。
いっぱい大変な思いをさせました。きっとお母さんはこうなる事を分かっ
ていて、それでも行かせてくれて家に帰ったらありがとうと言います。
大会でいいパスを出したり、たくさんシュートを打って頑張ります。

小林　ほのか　（埼玉県蕨市　小５　グラスホッパーズ）

7月30日（月）　7:30～　　うしつ荘

３日間が終わり、いよいよ最終日がやってきました。
石川県の山本理事長からは「３日間楽しめましたか？思い出を
作って帰って下さい」、和田ネオホッケー部門統括からは「「ルールを
理解してルールを守る」ことを生活で実践していき、家に帰ってからも
返事、挨拶などの日常的なルールを守って下さい」、大橋副会長からは
「日本中から集まり、参加してくれてありがとうございます。このスポーツを
愛し、地元での仲間作りを頑張ってほしい。この4日間を忘れないで。」
参加者からスタッフへ「ありがとうございました」で閉校となりました。

私はサマースクールで石川県へ行きました。石川県の海はどこの海
よりもきれいでした。最初はワクワク、ドキドキ、ちょっぴり不安でしたが、
石川県に入って楽しくなりました。大会の成績発表ではルーキー賞を
取りました。名前を呼ばれた時はすごくうれしかったです。大会では
すごくおしい所もあったけど、あきらめずにプレーしました。明日は最後
なので、お土産を買ってこの合宿をいい思い出にしたいです。合宿で
もっとネオホッケーを好きになりました。友達の名前を覚えたり、新しい
友達もたくさん出来ました。９月の大会で友達と会えるのが楽しみです。

西尾　花楓　（栃木県宇都宮市　小５　ホワイトベアーズ）

7月30日（月）　9:30～　　能登島水族館

最終日にみんなが楽しみにしていた水族館です。
ジンベイザメのいる大型水槽、イルカ・アシカショー、ペンギンプール、
イワシのビッグウェーブ、トンネル水槽などを見学しました。

私は今年で５回目のサマースクールの参加になりました。今年は
ハプニングから始まりました。それは新幹線に乗り遅れてしまった事
です。まさか新幹線に置いて行かれると思っていなかったので、ビックリ
しました。金沢行きの１つ遅れた新幹線に乗り、無事石川県に着き、昼食
の時間に間に合いました。新幹線のドアが閉まった時はどうなるかと不安
でしたが、みんなの顔を見て安心しました。部屋のリーダーや中学生の
キャプテンになり不安でしたがみんなが協力してくれたので務まりました。
表彰式では３年連続優勝する事を目指していましたが、その夢は破れて
しまいました。負けたのは悔しいけど、自分が持っている力を全て出し
切る事が出来たので良かったです。個人賞ではエンジョイプレー賞と
MVPが残っていて、MVPを取りたかったので、エンジョイプレー賞で
呼ばれたくないと思っていました。最後まで呼ばれなかったので、念願の
MVPを取る事が出来てとても嬉しかったです。この経験を活かして今後
のネオホッケーにつなげて行きたいです。最後に今回参加させてくれた
両親への感謝の気持ちを忘れずにネオホッケーをやって行きます。

森谷　茉奈　（埼玉県蕨市　中２　グラスホッパーズ）

学習（感想文）

閉校式

能登島水族館



7月30日（月）　12:30～　　近江町市場

近江町市場では、散策しながらのお昼ごはんです。
大人数が入れる場所がなかなか無く苦労しましたが、全員が昼食を
食べてお土産を購入していました。海鮮丼は美味しかったようです。

２日目は海水浴に行きました。錦クラブのみんなと一緒に楽しみました。
そこではとても大きいカキの貝を見つけて、浅瀬にもこんなに大きい物
があるんだなと思いました。しかし、反省点があります。それは錦クラブ
だけで固まっていた事です。友達をたくさん作ると決めたのに、地元の
子だけと行動してしまい、来年は違う地域の子と関わり合いたいです。
練習でチームが発表されて、最初はこのチームでやって行けるか正直
不安でしたが、練習試合などをやって一緒にたくさん話し合った事で
チームがまとまり、改めて大会を頑張ろうと思いました。大会で私は
とても緊張していました。でも同じチームの子が「頑張ろうね」と言って
くれたおかげで一気に緊張がほどけて楽になりました。表彰式では
ナイスファイト賞を頂きました。諦めずに頑張って良かったと思いました。
来年も行きたいです。最後に行かせてくれた父・母、ここまで連れて
来てくれたスタッフのみなさんにも本当に感謝しています。

知念　愛佳　（埼玉県蕨市　小６　錦クラブ）

7月30日（月）　14:30～　　金沢駅

金沢駅に到着してお土産を買う時間です。地域ごとで買い出しに行き
荷物がだいぶ増えました。

今年で３回目のサマースクールとなりました。ストラップ作りでは、自分
では結構上手く出来たと思います。他の人のを見ると青をだんだん薄く
していったり、同じ色でそろえていてきれいだと思いました。海水浴の後
のお昼ご飯はカレーで、５分もたたないうちに、おかわりの大行列が
出来ていて「え～」となりました。表彰では結果的に負けてしまい、３年
連続で負けて悔しかったです。楽しいサマースクールになったのは
行かせてくれたお父さんお母さん、スタッフさん達のおかげです。
明日は楽しみだけど、みんなと会えなくなってしまうので寂しいです。
また来年も来たいな。

松本　一護　（栃木県宇都宮市　小６　富士見BGA）

7月30日（月）　15:30～　　金沢駅

お土産も買い終わり、それぞれが解散となります。
本木委員長から「大会等で会った時は、スタッフより先に挨拶をして
下さい」と話があり、帰る準備が始まりました。
愛知県組の１７名と石川県の３名とはここでお別れです。
全員とハイタッチをし笑顔で解散となりました。

僕はサマースクールを体験してみて、初めて会う人、慣れない環境での
生活、知らない人を覚えたり、リーダーとしてみんなをまとめてみて、全て
が難しいと感じました。自分は中３で、みんなの手本となる姿を見せなけ
ればいけない不安感がいつも心にありました。名前を忘れては必死に
思い出し大変だったけど、良い経験になりました。新しい友達が増えて
次々と不安な気持ちが嬉しさに変わって行きました。最初は話しかけ
ずらかったけど、自分からと言うのはとても大切なんだと気付きました。
行きたい人が行く。それがサマースクールだと思っていたのですが、自分
はそうでもなく、親に強制参加させられました。でもその結果、意外な
実を結んだと思いました。とりあえず結果オーライで、感謝の一言しか
ありません。サマースクールを通して出来る様になったのは、自分から
進んで話し掛ける事、チームとして協力する事です。チーム競技なので
とにかく声を出す事を中心に、周りを見てパスを出す、これをする事に
より、チームの団結力は上がり、強くなると思いました。サマースクールは
誰とでも仲良くなれる空間を作ってくれて、ネオホッケーの大切さを知れ
たのは自分にとっても大事な事なので、永遠に続けられたらな～なんて
思っています。サマースクールはこれで来れないので残念だと思い
ました。スタッフとして来れるなら参加したいです。

山本　拓海　（石川県志賀町　中３　志賀FBC）

近江町市場～昼食

金沢駅到着

金沢駅出発～愛知・石川解散



7月30日（月）　17:01～　　長野駅

長野駅に到着し、群馬県の４名とはお別れです。

私は2018年サマースクールを通して出来事があります。初日に友達が
出来て仲良しになれました。友達が出来たのはお父さんお母さんの
おかげなので感謝しています。帰ったらお礼を言いたいです。合同練習
では、私はワイン色のビブスでキャプテンに選ばれておどろきました。
チームを引っ張る大事な役目なので最後までがんばろうと思いました。
大会ではチームの子と力を合わせてがんばりました。何回か負けちゃっ
たり、引き分けだったりしたけど、勝てた時はやり切った感じがありました。
結果は、本木・田中JAPANが優勝出来て、とてもうれしかったです。
BBQではお肉を食べたり、他の子達と話したり、楽しかったです。特に
スタッフさんとたくさん話せました。最初は少し緊張したけど、話して
見たらとてもやさしく面白かったです。個人賞ではなかなか名前を呼ばれ
なかったので緊張したけど優秀賞でした。とてもうれしかったです。
明日は最終日で帰ってしまうので出来た友達ともっと仲良くしたいです。
たくさんの思い出を作って群馬県に帰りたいです。そして思い出を
家族に話したいです。

森田　歩美　（群馬県富岡市　小４　群馬操球会）

7月30日（月）　18:02～　　大宮駅

大宮駅解散は、栃木県宇都宮が１８名、埼玉県蕨が２７名、東京都
江戸川が７名、東京都稲城が４名、神奈川県川崎が３名の合計５９名が
それぞれの電車に乗って解散となりました。

今回サマースクールに行かせてくれて、お父さんお母さんありがとう
ございました。去年は小学６年生だったけど今年は中学１年生になって
サブリーダーになったからには頼られて、リーダーが出来ない事や
いない時に自分が班の面倒を見たりする。一番感謝しているのは、
部屋のメンバーを一番見ていたスタッフの廉さんです。僕が部屋の面倒
を見れなかった時に見てくれたり、お風呂の時遅いと注意してくれたり、
声を掛けてくれて班の事やみんなの事を見てくれていたからです。
試合の最後にスタッフとやった時にGKをやってシュートを決められなく
引き分けでした。表彰では優秀賞を取り、総合では本木・田中JAPANが
勝ちました。来年は最優秀賞を取ります。今回行かせてくれてありがとう
ございました。来年も行かせて下さい。来年は２年生でキャプテンの
可能性があるので、スタッフに注意される前に行動する事を心掛けます。

下山　譲士　（埼玉県蕨市　中１　グラスホッパーズ）

7月30日（月）　18:25～　　名古屋駅

名古屋駅解散は、坂崎の９名・小牧の２名・豊橋の６名が解散となり、
今年のサマースクールが終了しました。

今年のサマースクールは石川県へ行った。１日目、サマースクールと
言うのは必ず親が見送ってくれて、準備をするにも親の手伝いが必要
です。しかし、新幹線に乗って出発する時は、まだ親に対する感謝の
気持ちはあまり感じる事が出来ませんでした。でも合宿の日程が進んで
行くうちに少しずつ親に対する感謝の気持ちが高くなって来ました。
僕はBBQがとても好きです。でもサマースクールのBBQは少し違います。
BBQの最後に大会の結果発表と表彰式があるからです。表彰式がある
ので、みんなハラハラドキドキが止まりません。でもBBQは知らなかった
人と一緒に食べられるのでとても楽しいです。僕達のチームは負けて
しまったけど、中学生チームでとても楽しく出来ました。フライングゲット
で最後の１０点を任された時に緊張したけど、ミスらずに成功したので
良かったです。僕は中３なので最後だけど、ホッケーはやりたいと
思っているので、サマースクールで学んだ事や礼儀や挨拶などを
これからの生活に活かして行きたいと思います。

長澤　陽瑠　（愛知県小牧市　中３　ブレイズ）

長野駅到着～群馬解散

大宮駅到着～関東解散

名古屋駅到着～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



【２０１８青少年サマースクールを終えて】 今回のサマースクールでは、昨年よりも成長して帰るのが目標でした。

<参加した少年・少女の皆さんへ> 女子では一番年上だったので、行きでも積極的に行動でき、１日目は

　皆さんサマースクールはいかがでしたか？ 好スタートが切れました。班長なのは分かっていましたが、昨年よりも

　今回は８３名の参加者が４日間団体合宿研修を体験 良い動きをしなければいけない、などの緊張と不安がありました。ですが

しました。開校式では少し緊張していたように思えまし 班のメンバーはとてもいい子ばかりで、明るい子が多く、私が班長で

たが、真剣な眼差しと期待感を感じました。 上手く出来たのもその子達のおかげです。今回、達成出来た事が

　この期間、皆さんはネオホッケーを真剣に取り組み、 いくつかあります。１つ目は,生活について、昨年は初めての班長で

海水浴やバーベキューを楽しみ、絵葉書・感想文に 全て周りに聞いていて、自分で行動出来なかった事が反省でした。

苦戦しました。また、ストラップ作り・遺跡やワイナリー しかし、今回は慣れていたのもあり、反省を生かしてスムーズに進められ

の見学・ブルーベリー狩り・星空観察など普段めったに たと思います。２つ目は、個人技ですがフライボールが正確に打てる

できないこと、新しい発見や喜びや驚きがあったと ようになった事です。スタッフさんにも教えていただき、上がるように

思います。 なったのは試合でも大事な部分なので、自分の成長になったかなと

　この４日間で君たちは目の輝きを増し、前向きな 感じました。３つ目は、コーチとしてですが私は菅・太一JAPANの赤の

気持ちを持つようになったと強く感じました。 チームのコーチになり、初対面の子を見分けて一人で作戦を考えるのは

このサマースクールで学んだこと感じたことを忘れ 難しかったです。最初は味方同士で発言が少なく、困っていましたが、

ないで、普段の生活でも行ってみて下さい。 試合を重ねるごとに周りも見れていき、アドバイスし合えたのがチームの

　「ルール（社会）を守ること」、「美しいお辞儀」、 勝利につながったのだと思いました。団結力も深まり良いチームになり

「感謝する心」など、この次に皆さんとお会いする ました。少しはコーチとして役に立てたかなと思います。４つ目は、

ときを楽しみにしています。 中学生チームでの活躍です。明るい人達が集まり盛り上げてくれました。

今年は２点決める事が出来て、足を引っ張らないで出来た事が成長

<保護者の皆様へ> した所です。一番成長を感じたのは個人賞です。スタッフとの試合で

　子供たちをサマースクールに参加させて下さった 点を取れた事でスーパーゴール賞を頂けたので、目標を達成出来て

保護者の方々と地方連盟の皆様へ御礼申し上げます。 とても嬉しかったです。毎年、サマースクールで楽しく過ごせているのは

　(一社)日本フロアボール連盟は、ネオホッケーを通 スタッフさん、役員の皆さん、両親のおかげです。この４日間は、いつも

じて、心身の健全なる育成と、生涯スポーツの振興に よりも濃い４日間でした。女子の一番上として大変でしたが、自分の為に

寄与することを目的とするスポーツ団体です。 なる合宿になりました。来年は受験なので行けるか分かりませんが、もし

　2012年、三協会が統合され新たな体制でスタートし 行けるなら今年よりももっと良い４日間にしたいです。行けなくても、今回

７年目となりましたが、会長をはじめ役員一同はこの 学んだ事は絶対に忘れずに過ごして行きます。そして、いつかスタッフと

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。 して参加出来ればいいなと思います。本当にありがとうございました。

　次世代を担う子供達を育成する活動は有意義なもの 谷村　祐希　（東京都江戸川区　中２　ドリーム）

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。

<石川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。

米井裕一石川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！！
２０１９年のサマースクールは、長野県で実施する予定です。



4日間のサマースクールが終わり、今は安堵感があります。子供と 今回のサマースクールでは4年ぶりでスタッフとして初めての参加

接することに免疫が無く、初めは不安がありました。しかし、みんな でした。私が参加していた当時より人数も多く、個性豊かな子達が

ネオホッケーが好きと言う共通点があり、話すことが出来て、子供の 今年も集まっていました。人に教えるという立場で自分に出来るのか

方から話しかけてくれて、とても有意義に過ごすことが出来ました。 という不安を抱えたまま参加したけれども、子供たちの笑顔に何度も

練習では、初めはダラダラとした行動が目立ちましたが、2日目・ 何度も救われ、自分までもが子供たちから教わることも沢山ありまし

3日目は中学生が率先して小学生を引っ張っていて良かったと た。また、他のスタッフの方々とのコミュニケーションにより、学ぶこと

思います。私はフロアボールの世界大会で上下関係の大切さを も多かったです。やはりサマースクールという場でしか味わえない事

学びました。なので、上下関係や先輩としての自覚がない中学生に だと思います。カメラを構えた時の彼らの笑顔は忘れられません。

サマースクールを通して少しでも分かってくれたら嬉しいです。 とても充実した4日間でした。また来年も参加したいです。次に

ハプニングもあったサマースクールでしたが、スタッフとして 小学生や中学生に会えることを楽しみにしています！

緊張感を切らさずに4日間を終えました。初めてスタッフとして参加 下山　桃佳（埼玉県蕨市）

してみて、子供たちが充実して過ごすために自分がすべきことが

多くて大変でしたが、自分自身学ぶことがあり、サマースクールに 今回はスタッフとして3度目のサマースクールでした。毎年行く前は

参加して良かったです。 不安でいっぱいですが他のスタッフの方々にサポートして頂き4日

菅谷　美玖（埼玉県蕨市） 間無事に終える事が出来ました。 1年ぶりに会う子がいたり初参加

の子がいる中で沢山の子と積極的に話す事が出来たと思います。

今回のサマースクールはスタッフとしての参加でした。自分は、 名前を呼んで話しかけてくれる子もいてすごく嬉しかったです。

参加者として六回参加させていただいていたので、このように  私は初めて食事担当をしました。ご飯を沢山食べるだけではなく、

スタッフとして参加するのはとても緊張しました。しかし、沢山の 食べる前の挨拶や姿勢、感謝の気持ちが大事だと思いました。

先輩方に支えられ、やりきることができました。今回の参加で、感謝 また食事担当を通して生活態度など自分の行動を見直せ、成長

の気持ちが如何に大切かということを改めて実感しました。自分が できたと思います。 ホッケーの練習時には、フライボールの上げ方

参加していたときにスタッフの方々がどれだけ頑張ってくださって やトラップの仕方を教えました。教える立場としては、相手にしっかり

いたのか、それを知ることが出来、自然と感謝できました。そして、 と伝えられているのか分からず戸惑いもありましたが、教えた子が

少しでも貢献できるようにと精一杯努めることができ、よかったなと フライボールが上がるようになっていたり、このサマースクール中に

思います。また是非参加させていただきたいです。最後に、子供達 上達しているのを見る事ができ、すごく嬉しかったです。 終わって

には、自分達が楽しめているのは沢山の方々の協力のお陰であり、 みたら疲れもありましたが、それを感じないぐらい充実した4日間

仲間がいるからであるということを大人になったときにでも気づいて でした。 また来年も参加したいです！ありがとうございました！

もらえたら、そして、この夏の思い出を一生の宝物にしてもらえたら 柴田　風香（愛知県豊橋市）

いいなと思います。

設楽　廉（東京都江戸川区） 子ども達だけでなく私自身、貴重な体験をさせていただきました。

始まるまでは、「他の地域の子ども達と仲良くなれるか」「スタッフと

3泊4日のサマースクールお疲れ様でした。子供達は新しい友達は して足を引っ張らないか」など多くの不安を抱えたまま迎えた

たくさんできましたか？今回のサマースクールは初めての参加の子 サマースクールでしたが、そんな心配も吹っ飛ぶほどの充実した

が多く、中には不安な子もいたと思いますが、1日目が終わり2日目・  時間でした。子ども達は元気いっぱいに話かけてくれるし、スタッフ

3日目と経つにつれてチーム関係なく仲良くなっていく姿が見れま も優しい方々ばかりで、とても楽しく、時には厳しく接することができ

した。初めて出会った友達や仲良くなった友達との関わりを大切に ました。顔と名前が分からないため苦労しましたが、少しずつわかる

してネオホッケー を続けてもらいたいです。皆んなの成長していく 子も増えて全体を通して「スタッフらしくできたかな」と思います。

姿が見れて嬉かったです。やれば出来るんだから、自ら進んで取り 大会で、やったことのないポジションでも挑戦してくれた白チームの

組んで行きましょう。頑張ってる姿が1番カッコいいです！今回 皆ありがとう。試合を重ねる毎にいいチームになったと思います。

スタッフの方々には色々とご迷惑をお掛けしてしまいすみません  9月の全国大会でこのサマースクールに参加した皆にまた会える

でした。自分は指導者・プレーヤーとして不甲斐ない所が多くある ことが楽しみです。 最後になりますが本木さんをはじめ運営スタッフ

事が分かりました。これからまた一から学びなおして自分自信さらに の皆さん、フロアボール連盟の役員の方々4日間本当にお疲れ様

成長できるように頑張ります。今回もスタッフとして呼んでくださり でした。また、ありがとうございました。今後も大会などでお会いする

ありがとうございます。大会などでスタッフ・サマースクール参加者の 際は、よろしくお願いします。

子達に会うのを楽しみにしてます。サマースクールお疲れ様でした。 佐藤　亮太（群馬県富岡市）

廣瀬　英昭（栃木県宇都宮市）

今年は83名の参加者が集まってくれ、少しのハプニングもありました

今年もスタッフとして、３年連続で参加をさせて頂きました。日にちを が、無事にサマースクールを終えることができました。今年は特に

重ねるにつれて友達が増え、楽しそうな子供達の笑顔は、スタッフ 中学生の成長が感じられました。最初は頼りないと思い、いろいろ

達にも元気をくれました。最初のサマースクールで知り合った小学 口出しをしてまいましたが、気がつくと、生活、ネオホッケーどちらの

４年生の子供達が６年生になり、初参加の下級生の見本となる姿は 面でもでも小学生を引っ張り、リーダーシップを発揮してくれていま

とても頼もしく感じました。サマースクールではネオホッケーのプレー した。怒られて、凹む場面もあったと思いますが、それをちゃんと

だけでなく、挨拶や時間を守ること、チームワーク等、日々の生活で 理解して、行動に移してくれた事、大変嬉しく思います。そして、

大切となることも一緒に学びます。そのことをみんなが自分のチーム 小学生には、それをしっかり見て、来年は自分たちが引っ張って

に持ち帰り、実践してくれると嬉しいです。さらに成長したみんなに 行くんだと思ってもらえていたら嬉しいです。また来年、さらに

大会や来年のサマースクールで会えるのを楽しみにしています。 成長した子供達に会える事を楽しみしています。

杉浦　卓弥（愛知県幸田町） 松浦　太一（東京都稲城市）

スタッフの声①



今回は２度目のサマースクール参加で、とても楽しく、あっという間の 3泊4日のサマースクール、最初は初めて行く場所で、神奈川からも

４日間でした。２度目ということで前回と違い、たくさんの子ども達と 参加者がいるので引率等とても緊張しました。大宮駅で蕨や江戸川

話しができたり、また子ども達の方から声をかけてもらえたりして 平尾の子ども達の顔を見て話しかけてくれて少しずつ緊張は解れて

気持ちに少しゆとりをもって接することができたと思いました。記録的 いきました。毎年のサマースクールで色々なハプニングがありますが

猛暑の中、笑顔を絶やさず一生懸命ボールを追いかける子ども達、 大きな事故も怪我もなく過ごせるのは、スタッフ、子ども達の気持ち

一日一日と成長していくその姿に改めてサマースクールの成果と が一つになっているからだと感じました。ネオホッケーというスポーツ

重要性を感じとることができました。今回のサマースクールに参加 を通じ、他県との親交が深められるサマースクールはとても良いなぁ

して各チームに戻った子ども達はきっとこれからどんどん成長して、 と思います。これから先も出会いや、学び、遊び、ネオホッケーと、

更に上手くなった姿を今後の大会で見せてもらえるかなと思うと 子ども達にとって楽しいサマースクールを続けていけるよう、

今から楽しみでしかたありません。今年のサマースクールも私自身 お手伝い出来たらいいなと思います。

とても貴重な経験をさせていただきました。また来年も参加できたら 3泊4日みなさんお疲れ様でした。また大会で会いましょう。

と思います。４日間本当にありがとうございました。 品川　典子（神奈川県川崎市）

佐藤　将太（群馬県富岡市）

今回は83名の参加者と共に三泊四日を過ごして色々な発見や

経験をさせてもらうことが出来ました。将来スタッフとしてサマー

2年ぶりに参加しました。2年前に4年生だった子供たちも6年生と スクールに参加してみたいと思ってくれている子供達、出来な

なり、身長も体格も大きくなっており時間の経過を感じました。 かった事が出来るようになった子供達、今回のサマースクールの

そして何よりも中学生に面倒をみてもらっていた子達が逆に新しく 参加者の半数近くが初参加だった事、サマースクールに参加して

きた4年生の面倒をみることができていたことに感動しました。 いた子供たちが高校生スタッフで参加できた事、連盟発足当時から

やってもらっていたことを次はやってあげる、ちゃんと成長していくん 続けてきた成果がなんとなくではありますが出てきたのかなと感じた

だなとサマスクの醍醐味を感じられました。ネオホッケーの練習、 サマースクールでした。また来年に向けてスタッフの育成や発掘、

大会とイベントで知らない地域の子達と仲良くなっていく、友達の たくさんの地域から子供達が参加してもらえる、より良いサマー

輪が広がっていくことがこの年代でできることはいい刺激になるんだ スクールを継続していく事がとても大事なことだと思いました。

と思いました。初参加の子達から「来年も来たい」という言葉が帰りに そして連盟発展に繋がるとても大切な行事の1つなので各地方連盟

聞けたのがとても嬉しかったです。暑い日でしたが、子供達が大きな の方々の力を貸してもらいながらより良いサマースクールを作って

怪我などがなく過ごせて本当によかったです。 いきたいと思いました。また来年どんな子供達と会えるか、また成長

長岡　千恵（埼玉県蕨市） した子供たちに会えることを楽しみにしています。

田中　潤（東京都板橋区）

今回のサマースクールは改めて中学生の参加者に助けられていた 今年は小学生69名と中学生14名の合計83名の子供達が参加して

事を実感しました。初参加の子供達が多く、中学生が入れ替わり、 くれて、初参加者が35名でそのうち小学4年生が16名でした。

なかなかスタッフだけでは目の届かないところが多かったように感じ 初めて参加してくれた地域もあり、スタッフも15人中4人が初参加、

ます。もっとスタッフ同士でコミュニケーションをとっていきたいです。 4人中3人が参加者として経験のある高校生で、スタッフのチーム

初めてのスタッフがいましたが、スクール参加者だったので要領が ワークも必要だと思いながらの初日を迎えました。開校式では、

わかっていたのも非常に助かりました。多少のトラブルはありました 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

が、非常に充実した４日間になりました。ありがとうございます。 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、

スクール参加者からスタッフに入ってくれるのも楽しみです。 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

菅　和朗（東京都板橋区） 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

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

頑張っていました。将来スタッフとして参加したいと言ってくれた子、

今回のサマースクールは、スタッフとして３回目の参加でしたが、 初日はちょっと頼りなかった中学生が2日目には何も言わなくても

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３回目で 率先して行動し、小学生の面倒を見ている事、サマースクールを

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、 やってきて良かった、今後のネオホッケーを担う若い世代が

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 少なからずも育っていると実感しました。今後も色々な地域から

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 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

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 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

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 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。

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。 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

是非、来年も参加できたら幸いです。 くれればと楽しみにしています。

鈴木　徹也（愛知県幸田町） 本木　貴志（埼玉県蕨市）

スタッフの声②
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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

もろいし　ののこ

諸石　乃々子

とこい　はるき

床井　陽暉

まつもと　いちご

松本　一護

にしむら　りょう

西村　凌

ありま　あらた

有馬　新

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

もろいし　かんたろう

諸石　勘太朗

にしむら　はるか

西村　悠花

もりしま　みずき

森嶋　瑞来

もりかわ　しらら

森川　詩來々

おおぜき　なお

大関　菜央

やたべ　ももは

矢田部　桃羽

たかの　みほ

高野　未歩

にしお　かえで

西尾　花楓

わたなべ　みう

渡邉　美羽

２０１８　青少年サマースクール　参加者名簿　①

女 中2 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

男 中2 3回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

男 小6 初 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 小6 2回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 小6 3回目 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

男 小4 初 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 中2 3回目 栃木県さくら市 SHOWA・SAKURA

女 小6 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小5 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小6 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小5 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小5 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小5 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ



2018/5/26

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

むらかみ　けんや

村上　絢哉

こばやし　かんな

小林　栞奈

もりた　あゆみ

森田　歩美

こばやし　さや

小林　紗弥

もりや　まな

森谷　茉奈

しもやま　じょうじ

下山　譲士

もとき　りみ

本木　璃美

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

まえかわ　ちか

前川　智香

あんどう　あやか

安藤　綾香

こばやし　ほのか

小林　ほのか

２０１８　青少年サマースクール　参加者名簿　②

男 小6 初 群馬県富岡市 群馬操球会

女 小6 初 群馬県富岡市 群馬操球会

女 小4 初 群馬県富岡市 群馬操球会

女 小4 初 群馬県富岡市 群馬操球会

男 中1 4回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 中2 5回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 2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5 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小5 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ



2018/5/26

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

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

ちねん　まなか

知念　愛佳

ほった　こうすけ

堀田　康介

やなぎさわ　りん

柳澤　凛

わかばやし　かほ

若林　果歩

おかだ　えいじ

岡田　英士

のぐち　がい

野口　凱

きこうじん　うつき

吉高神　有月

おか　りょうたろう

岡　亮太朗

２０１８　青少年サマースクール　参加者名簿　③

男 中2 5回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小6 3回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小6 3回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小6 3回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小6 3回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小6 3回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小6 3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6 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小4 初 埼玉県蕨市 錦倶楽部

女 小4 初 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小4 初 埼玉県蕨市 ワラビーズ

男 小4 初 埼玉県蕨市 ワラビーズ

男 小4 初 埼玉県蕨市 ワラビーズ

男 小4 初 埼玉県蕨市 ワラビーズ



2018/5/26

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

たにむら　ゆうき

谷村　祐希

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

いたがき　うみ

板垣　羽美

おおがわら　こたろう

大河原　虎太郎

あおき　めいが

青木　明河

うちの　ふみと

内野　史登

いいじま　ゆうと

飯島　悠斗

すぎた　みなと

杉田　湊

あらしま　あかり

荒嶋　あかり

だいとう　ゆり

大東　優里

すわ　かんな

諏訪　栞菜

やまもと　たくみ

山本　拓海

なかや　ひろと

中谷　優心

かわしま　ゆうき

川島　結季

２０１８　青少年サマースクール　参加者名簿　④

女 中2 5回目 東京都江戸川区 ドリーム

男 小6 3回目 東京都江戸川区 ドリーム

女 中1 2回目 東京都江戸川区 ドリーム

女 小5 2回目 東京都江戸川区 ドリーム

男 小6 3回目 東京都江戸川区 ドリーム

男 小4 初 東京都江戸川区 ドリーム

女 小5 初 東京都江戸川区 ドリーム

男 中3 2回目 東京都稲城市 平尾

男 中1 3回目 東京都稲城市 平尾

男 小6 2回目 東京都稲城市 平尾

男 小6 初 東京都稲城市 平尾

女 小4 初 神奈川県川崎市 すみよし

女 小4 初 神奈川県川崎市 すみよし

女 小5 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

男 中3 初 石川県志賀町 志賀FBC

女 小6 初 石川県志賀町 ZERO

男 小6 初 石川県志賀町 ZERO



2018/5/26

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　ゆいと

冨田　唯翔

もりかみ　あゆむ

森上　歩

すずき　れい

鈴木　澪

おかべ　さえ

岡部　紗英

おおばやし　りんか

大林　凛華

もりた さら

守田　沙羅

たじま　しゅうご

田島　秀悟

さとう　はると

佐藤　陽斗

いちかわ　とうや

市川　統也

こもり　ひかる

小森　飛輝

すずき　ようすけ

鈴木　陽介

ひろおか　みのり

廣岡　巳愛

なりた　ちひろ

成田　千紘

おかだ　のん

岡田　暖

てらち　あいり

寺地　愛理

ながさわ　ひかる

長澤　陽瑠

ながさわ　さとる

長澤　里瑠

２０１８　青少年サマースクール　参加者名簿　⑤

男 中1 4回目 愛知県豊橋市 アグレッシブ

男 小5 2回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

男 小5 2回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小5 2回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小5 2回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小5 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

男 小5 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小5 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小5 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小5 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

女 小5 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小5 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

女 小5 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

女 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ステップ

女 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ステップ

男 小6 3回目 愛知県小牧市 ブレイズ小牧

男 中3 4回目 愛知県小牧市 ブレイズ小牧



2018/7/20

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 50 埼玉県　蕨市 日本連盟　執行役員

ネオホッケー部門　指導普及委員長

田中
たなか

　　潤
じゅん 1312016001 男 44 東京都　板橋区 日本連盟　執行役員

ネオホッケー部門　審判委員長

菅
すが

　　和朗
かずあき 1312016002 男 37 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 44 神奈川県　川崎市 ネオホッケー部門　指導普及委員

長岡
ながおか

　　千恵
ちえ 1112000761 女 37 埼玉県　蕨市 ネオホッケー部門　指導普及委員

佐藤
さとう

　　将太
しょうた 1012000012 男 34 群馬県　富岡市 実行委員

松浦
まつうら

　　太一
たいち 1312032005 男 32 東京都　稲城市 実行委員

杉浦
すぎうら

　　卓弥
たくや 2312608111 男 28 愛知県　幸田町 実行委員

鈴木
すずき

　　徹也
てつや 2312606110 男 28 愛知県　幸田町 実行委員

佐藤
さとう

　　亮太
りょうた 1018000047 男 28 群馬県　富岡市 実行委員

廣瀬
ひろせ

　　英昭
ひであき 0912010012 男 28 栃木県　宇都宮市 実行委員

柴田
しばた

　　風香
ふうか 2312138421 女 19 愛知県　豊橋市 実行委員

設楽
したら

　　廉
れん 1312025015 男 17 東京都　江戸川区 実行委員

下山
しもやま

　　桃佳
ももか 1112000431 女 16 埼玉県　蕨市 実行委員

菅谷
すがや

　　美玖
みく 1112000971 女 16 埼玉県　蕨市 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 82 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 70 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 70 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 63 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 1212000025 男 63 千葉県　浦安市 日本連盟　常務理事

管理部門統括　事務局長

神田
かんだ

　　哲賢
てつよし 1312022001 男 57 東京都　江戸川区 日本連盟　執行役員

管理部門　総務委員長兼広報委員長

中村
なかむら

　　隆永
たかひさ 1412010102 男 48 神奈川県　川崎市 日本連盟　執行役員

ネオホッケー部門　大会運営委員長

武藤
むとう

　　祥崇
よしたか 1312014001 男 41 東京都　板橋区 日本連盟　執行役員

管理部門　財務委員長

伊川
いかわ

　　真彦
まさひこ 1112000083 男 35 埼玉県　飯能市 日本連盟　執行役員

フロアボール部門　強化委員長

宮下
みやした

　　順也
じゅんや 1412010410 男 29 神奈川県　川崎市 日本連盟　執行役員

フロアボール部門　指導普及委員長

千葉
ちば

　　祐司
ゆうじ 1412010201 男 41 神奈川県　川崎市 日本連盟

ネオホッケー部門　事務局

木村
きむら

　　理
おさむ 1317060008 男 47 東京都　東久留米市

日本連盟
管理部門　広報委員

米井
よねい

　　裕一
ゆういち 1713100001 男 57 石川県　金沢市 石川県連盟　会長

山本
やまもと

　　政人
まさひと 1712200001 男 61 石川県　志賀町 石川県連盟　副会長

山本
やまもと

　　悟
さとる 1712200011 男 46 石川県　志賀町 石川県連盟　理事長

日本連盟社員（石川県選出）

犬原
いぬはら

　　和史
かずし 1712200013 男 46 石川県　志賀町

石川県連盟　理事
志賀町協会　理事長

小田木
おたぎ

　　千鶴
ちずる 1712200060 女 49 石川県　志賀町 石川県連盟　理事

志賀町協会　理事

山下
やました

　　葉紫栄
はしえ 1712200059 女 47 石川県　志賀町 志賀町協会　理事

２０１８　青少年サマースクール　スタッフ名簿

２０１８　青少年サマースクール　役員名簿



うえはら　あお やまもと　たくみ うちの　ふみと こやなぎ　はる しもやま　じょうじ もろいし　ののこ もりしま　みずき

上原　愛央 山本　拓海 内野　史登 小柳　遼流 下山　譲士 諸石　乃々子 森嶋　瑞来

中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中3・志賀・志賀fbc 中1・稲城・平尾 中2・蕨・錦 中1・蕨・グラス 中2・宇都宮・BGA 中2・宇都宮・SHO

うしく　はると もりかみ　あゆむ きたうら　たくみ ありま　あらた こばやし　かんな なりた　ちひろ もりた　あゆみ こやなぎ　はる

牛久　陽太 森上　歩 北浦　匠 有馬　新 小林　栞奈 成田　千紘 森田　歩美 小柳　遼流

小6・蕨・錦 小5・豊橋・spiders 小6・蕨・錦 小6・宇都宮・BGA 小6・富岡・操球会 小5・幸田・坂崎 小4・富岡・操球会 中2・蕨・錦

かわばた　みそら もり　こうき ながさわ　さとる すぎた　みなと もり　しおん おおたき　なな やなぎさわ　りん やまもと　たくみ

川畑　美空 森　煌希 長澤　里瑠 杉田　湊 森　紫音 大瀧　奈々 柳澤　凛 山本　拓海

小6・蕨・錦 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・小牧・ブレイズ 小6・稲城・平尾 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・BGA 小4・蕨・錦 中3・志賀・志賀fbc

たじま　しゅうご いちかわ　とうや つちや　かのん ちねん　まなか たかの　みほ もりた さら あらしま　あかり もろいし　ののこ

田島　秀悟 市川　統也 土屋　果乃音 知念　愛佳 高野　未歩 守田　沙羅 荒嶋　あかり 諸石　乃々子

小5・幸田・坂崎 小5・幸田・坂崎 小6・宇都宮・BGA 小6・蕨・錦 小5・宇都宮・ベアー 小5・豊橋・spiders 小4・川崎・すみよし 中2・宇都宮・BGA

はねだ　しゃんてぃ まえかわ　ちか かわしま　ゆうき おおぜき　なお ほった　こうすけ おおがわら　こたろう てらち　あいり もりしま　みずき

羽根田　シャンティ 前川　智香 川島　結季 大関　菜央 堀田　康介 大河原　虎多郎 寺地　愛理 森嶋　瑞来

小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小6・志賀・ZERO 小6・宇都宮・ベアー 小４・蕨・錦 小４・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・幸田・坂崎 中2・宇都宮・SHO

かやま　ここね めざき　さな おかべ　さえ やたべ　ももは のぐち　がい おか　りょうたろう しもやま　じょうじ

加山　心音 目崎　沙奈 岡部　紗英 矢田部　桃羽 野口　凱 岡　亮太朗 下山　譲士

小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小5・豊橋・spiders 小5・宇都宮・ベアー 小4・蕨・ワラビーズ 小4・蕨・ワラビーズ 中1・蕨・グラス

しもやま　ももか すがや　みく すずき　てつや さとう　しょうた すぎうら　たくや さとう　りょうた もとき　たかし うちの　ふみと

下山　桃佳 菅谷　美玖 鈴木　徹也 佐藤　将太 杉浦　卓弥 佐藤　亮太 本木　貴志 内野　史登

スタッフ・蕨 スタッフ・蕨 スタッフ・幸田 スタッフ・富岡 スタッフ・幸田 スタッフ・富岡 スタッフ・蕨 中1・稲城・平尾

たなか　じゅん うえはら　あお

田中　潤 上原　愛央

スタッフ・板橋 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

スタッフ

2018 サマースクール ネオホッケー大会 チーム一覧表①

本木・田中　JAPAN　（貴・潤　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）

小学生チーム⑦
（ワイン）

中学生A
（ネイビー）

コーチ（中学生）

キャプテン

スタッフ



あおき　めいが ながさわ　ひかる とこい　はるき もりや　まな たにむら　ゆうき とみた　ゆいと もとき　りみ

青木　明河 長澤　陽瑠 床井　陽暉 森谷　茉奈 谷村　祐希 冨田　唯翔 本木　璃美

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

きたに みおり いとう　かんた おがわ　まひろ あめたに　しょうたろう なかや　ひろと にしむら　りょう いいじま　ゆうと もりや　まな

木谷　実保里 伊藤　貫太 小川　真央 飴谷　正太郎 中谷　優心 西村　凌 飯島　悠斗 森谷　茉奈

小6・蕨・錦 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・蕨・錦 小6・蕨・錦 小6・志賀・ZERO 小6・宇都宮・BGA 小6・稲城・平尾 中2・蕨・グラス

むらかみ　けんや もろいし　ふゆこ さとう　はると まつもと　いちご すずき　れい こもり　ひかる すずき　ようすけ あおき　めいが

村上　絢哉 諸石　楓由子 佐藤　陽斗 松本　一護 鈴木　澪 小森　飛輝 鈴木　陽介 青木　明河

小6・富岡・操球会 小6・宇都宮・BGA 小5・幸田・坂崎 小6・宇都宮・BGA 小5・豊橋・spiders 小5・幸田・坂崎 小5・幸田・坂崎 中3・稲城・平尾

えだ　ことみ ひろおか　みのり あんどう　あやか もりかわ　しらら いいだ　ゆり わたなべ　みう にしお　かえで ながさわ　ひかる

江田　琴美 廣岡　巳愛 安藤　綾香 森川　詩來々 飯田　優利 渡邉　美羽 西尾　花楓 長澤　陽瑠

小5・宇都宮・BGA 小5・幸田・坂崎 小5・蕨・グラス 小6・宇都宮・ベアー 小5・蕨・グラス 小5・宇都宮・ベアー 小5・宇都宮・ベアー 中3・小牧・ブレイズ

もろいし　かんたろう おかだ　えいじ きこうじん　うつき すわ　かんな こばやし　ほのか いたがき　うみ あさの　さゆ とこい　はるき

諸石　勘太朗 岡田　英士 吉高神　有月 諏訪　栞菜 小林　ほのか 板垣　羽美 浅野　紗悠 床井　陽暉

小４・宇都宮・BGA 小4・蕨・ワラビーズ 小4・蕨・ワラビーズ 小5・川崎・フリー 小5・蕨・グラス 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・グラス 中2・宇都宮・BGA

おかだ　のん こばやし　さや にしむら　はるか わかばやし　かほ おおばやし　りんか だいとう　ゆり いなだ　なつみ たにむら　ゆうき

岡田　暖 小林　沙弥 西村　悠花 若林　果歩 大林　凛華 大東　優里 稲田　夏美 谷村　祐希

小4・幸田・坂崎 小4・富岡・操球会 小4・宇都宮・BGA 小4・蕨・錦 小5・豊橋・spiders 小4・川崎・すみよし 小5・蕨・グラス 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

ながおか　ちえ したら　れん しばた　ふうか まつうら　たいち ひろせ　ひであき しながわ　のりこ すが　かずあき とみた　ゆいと

長岡　千恵 設楽　廉 柴田　風香 松浦　太一 廣瀬　英昭 品川　典子 菅　和朗 冨田　唯翔

スタッフ・蕨 スタッフ・江戸川 スタッフ・豊橋 スタッフ・稲城 スタッフ・宇都宮 スタッフ・川崎 スタッフ・板橋 中1・豊橋・アグレ

もとき　りみ

本木　璃美

中1・蕨・グラス

スタッフ

2018 サマースクール ネオホッケー大会 チーム一覧表②

菅・太一　JAPAN　（和・太　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）

小学生チーム⑦
（ターコイズ）

中学生B
（パッションピンク）

コーチ（中学生）

キャプテン

スタッフ



-

-

1 10:00 青 0 - 0 オレンジ 茶 0 - 2 黄緑

2 10:06 紫 1 - 0 ピンク 薄青 0 - 1 赤

3 10:12 グレー 0 - 0 黄 白 1 - 1 緑

4 10:18 中学生A 2 - 1 中学生B ワイン 0 - 1 ターコイズ

5 10:24 青 0 - 1 ピンク 茶 0 - 0 赤

6 10:30 紫 2 - 1 黄 薄青 1 - 0 緑

7 10:36 グレー 1 - 0 黄緑 白 0 - 0 ターコイズ

8 10:42 中学生A 2 - 3 中学生B ワイン 0 - 0 オレンジ

9 10:48 青 0 - 1 黄 茶 1 - 0 緑

10 10:54 紫 0 - 0 黄緑 薄青 0 - 2 ターコイズ

11 11:00 グレー 0 - 1 赤 白 0 - 1 オレンジ

12 11:06 中学生A 0 - 0 中学生B ワイン 1 - 1 ピンク

13 11:12 青 1 - 0 黄緑 茶 0 - 3 ターコイズ

14 11:18 紫 0 - 0 赤 薄青 2 - 0 オレンジ

15 11:24 グレー 1 - 0 緑 白 0 - 1 ピンク

16 11:30 中学生A 1 - 0 中学生B ワイン 2 - 1 黄

17 11:36 青 3 - 0 赤 茶 0 - 0 オレンジ

18 11:42 紫 2 - 0 緑 薄青 1 - 1 ピンク

19 11:48 グレー 0 - 1 ターコイズ 白 0 - 2 黄

20 11:54 中学生A 2 - 0 中学生B ワイン 0 - 2 黄緑

21 13:12 青 5 - 0 緑 茶 1 - 1 ピンク

22 13:18 紫 1 - 0 ターコイズ 薄青 2 - 2 黄

23 13:24 グレー 2 - 0 オレンジ 白 0 - 2 黄緑

24 13:30 中学生A 1 - 0 中学生B ワイン 2 - 3 赤

25 13:36 青 1 - 1 ターコイズ 茶 1 - 0 黄

26 13:42 紫 1 - 0 オレンジ 薄青 1 - 1 黄緑

27 13:48 グレー 1 - 1 ピンク 白 1 - 3 赤

28 13:54 中学生A 0 - 3 中学生B ワイン 1 - 0 緑

29 14:06 スタッフB 1 - 1 中学生A

30 14:12 スタッフA 0 - 0 中学生B

2018青少年サマースクールin石川　ネオホッケー大会

Aコート Bコート

貴潤JAPAN 和太JAPAN 貴潤JAPAN 和太JAPAN

8:30 フライングゲット
29
41

34
36

21勝18敗17分

※試合時間は5分

昼　食

12:50 ドリブルリレー 勝ち 負け-



もりかみ　あゆむ もりや　まな

森上　歩 森谷　茉奈

小5・豊橋・spiders 中2・蕨・グラス

たじま　しゅうご まえかわ　ちか ながさわ　さとる ありま　あらた もり　しおん なりた　ちひろ

田島　秀悟 前川　智香 長澤　里瑠 有馬　新 森　紫音 成田　千紘

小5・幸田・坂崎 小5・蕨・グラス 小6・小牧・ブレイズ 小6・宇都宮・BGA 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・幸田・坂崎

もりた　あゆみ きたに みおり いとう　かんた さとう　はると わかばやし　かほ すずき　れい

森田　歩美 木谷　実保里 伊藤　貫太 佐藤　陽斗 若林　果歩 鈴木　澪

小4・富岡・操球会 小6・蕨・錦 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・幸田・坂崎 小4・蕨・錦 小5・豊橋・spiders

こもり　ひかる すずき　ようすけ しもやま　じょうじ とみた　ゆいと

小森　飛輝 鈴木　陽介 下山　譲士 冨田　唯翔

小5・幸田・坂崎 小5・幸田・坂崎 中1・蕨・グラス 中1・豊橋・アグレ

うしく　はると たかの　みほ いなだ　なつみ はねだ　しゃんてぃ なかや　ひろと すわ　かんな

牛久　陽太 高野　未歩 稲田　夏美 羽根田　シャンティ 中谷　優心 諏訪　栞菜

小6・蕨・錦 小5・宇都宮・ベアー 小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小6・志賀・ZERO 小5・川崎・フリー

きたうら　たくみ あめたに　しょうたろう たにむら　ゆうき

北浦　匠 飴谷　正太郎 谷村　祐希

小6・蕨・錦 小6・蕨・錦 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

もり　こうき かわばた　みそら もとき　りみ

森　煌希 川畑　美空 本木　璃美

小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・蕨・錦 中1・蕨・グラス

すぎた　みなと かわしま　ゆうき にしお　かえで いたがき　うみ こばやし　ほのか もりた さら

杉田　湊 川島　結季 西尾　花楓 板垣　羽美 小林　ほのか 守田　沙羅

小6・稲城・平尾 小6・志賀・ZERO 小5・宇都宮・ベアー 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・グラス 小5・豊橋・spiders

もろいし　かんたろう おかだ　えいじ のぐち　がい おか　りょうたろう おおがわら　こたろう にしむら　はるか

諸石　勘太朗 岡田　英士 野口　凱 岡　亮太朗 大河原　虎多郎 西村　悠花

小４・宇都宮・BGA 小4・蕨・ワラビーズ 小4・蕨・ワラビーズ 小4・蕨・ワラビーズ
小４・江戸川・ﾄﾞﾘｰ

ﾑ
小4・宇都宮・BGA

やなぎさわ　りん あらしま　あかり おかだ　のん てらち　あいり

柳澤　凛 荒嶋　あかり 岡田　暖 寺地　愛理

小4・蕨・錦 小4・川崎・すみよし 小4・幸田・坂崎 小4・幸田・坂崎

まつもと　いちご おおぜき　なお いちかわ　とうや おおたき　なな やたべ　ももは あさの　さゆ

松本　一護 大関　菜央 市川　統也 大瀧　奈々 矢田部　桃羽 浅野　紗悠

小6・宇都宮・BGA 小6・宇都宮・ベアー 小5・幸田・坂崎 小5・宇都宮・BGA 小5・宇都宮・ベアー 小5・蕨・グラス

いいだ　ゆり おかべ　さえ おおばやし　りんか ひろおか　みのり

飯田　優利 岡部　紗英 大林　凛華 廣岡　巳愛

小5・蕨・グラス 小5・豊橋・spiders 小5・豊橋・spiders 小5・幸田・坂崎

もりかわ　しらら こばやし　かんな おがわ　まひろ えだ　ことみ もりしま　みずき

森川　詩來々 小林　栞奈 小川　真央 江田　琴美 森嶋　瑞来

小6・宇都宮・ベアー 小6・富岡・操球会 小6・蕨・錦 小5・宇都宮・BGA 中2・宇都宮・SHO

むらかみ　けんや いいじま　ゆうと つちや　かのん かやま　ここね きこうじん　うつき あおき　めいが

村上　絢哉 飯島　悠斗 土屋　果乃音 加山　心音 吉高神　有月 青木　明河

小6・富岡・操球会 小6・稲城・平尾 小6・宇都宮・BGA 小5・蕨・グラス 小4・蕨・ワラビーズ 中3・稲城・平尾

にしむら　りょう もろいし　ふゆこ ちねん　まなか めざき　さな あんどう　あやか ほった　こうすけ

西村　凌 諸石　楓由子 知念　愛佳 目崎　沙奈 安藤　綾香 堀田　康介

小6・宇都宮・BGA 小6・宇都宮・BGA 小6・蕨・錦 小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小４・蕨・錦

こばやし　さや だいとう　ゆり やまもと　たくみ もろいし　ののこ うえはら　あお

小林　沙弥 大東　優里 山本　拓海 諸石　乃々子 上原　愛央

小4・富岡・操球会 小4・川崎・すみよし 中3・志賀・志賀fbc 中2・宇都宮・BGA 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

わたなべ　みう ながさわ　ひかる とこい　はるき こやなぎ　はる うちの　ふみと

渡邉　美羽 長澤　陽瑠 床井　陽暉 小柳　遼流 内野　史登

小5・宇都宮・ベアー 中3・小牧・ブレイズ 中2・宇都宮・BGA 中2・蕨・錦 中1・稲城・平尾

ベスト６

※最高勝率　紫チーム　５勝２分

2018 サマースクール ネオホッケー大会 表彰一覧表

総合優勝 本木・田中　JAPAN　（貴・潤　JAPAN）

最優秀賞（ＭＶＰ）

優秀賞

ナイスファイト賞

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

エンジョイプレー賞



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

すがや　みく もりしま　みずき おがわ　まひろ はねだ　しゃんてぃ いいだ　ゆり いたがき　うみ やたべ　ももは もりた さら あらしま　あかり

菅谷　美玖 森嶋　瑞来 小川　真央 羽根田　シャンティ 飯田　優利 板垣　羽美 矢田部　桃羽 守田　沙羅 荒嶋　あかり

スタッフ・蕨 中2・宇都宮・SHO 小6・蕨・錦 小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・ベア 小5・豊橋・spiders 小4・川崎・すみよし

しばた　ふうか もりや　まな かわしま　ゆうき おおぜき　なお おおたき　なな いなだ　なつみ あんどう　あやか おかだ　のん だいとう　ゆり

柴田　風香 森谷　茉奈 川島　結季 大関　菜央 大瀧　奈々 稲田　夏美 安藤　綾香 岡田　暖 大東　優里

スタッフ・豊橋 中2・蕨・グラス 小6・志賀・ZERO 小6・宇都宮・ベア 小5・宇都宮・BGA 小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小4・幸田・坂崎 小4・川崎・すみよし

しもやま　ももか たにむら　ゆうき もりかわ　しらら こばやし　かんな えだ　ことみ かやま　ここね こばやし　ほのか なりた　ちひろ やなぎさわ　りん

下山　桃佳 谷村　祐希 森川　詩來々 小林　栞奈 江田　琴美 加山　心音 小林　ほのか 成田　千紘 柳澤　凛

スタッフ・蕨 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・宇都宮・ベア 小6・富岡・操球会 小5・宇都宮・BGA 小5・蕨・グラス 小5・蕨・グラス 小5・幸田・坂崎 小4・蕨・錦

まつうら　たいち きたに みおり もり　しおん たかの　みほ こばやし　さや

松浦　太一 木谷　実保里 森　紫音 高野　未歩 小林　沙弥

スタッフ・稲城 小6・蕨・錦 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・ベア 小4・富岡・操球会

すが　かずあき かわばた　みそら おかべ　さえ まえかわ　ちか にしむら　はるか

菅　和朗 川畑　美空 岡部　紗英 前川　智香 西村　悠花

スタッフ・板橋 小6・蕨・錦 小5・豊橋・spiders 小5・蕨・グラス 小4・宇都宮・BGA

すぎうら　たくや もとき　りみ つちや　かのん すわ　かんな にしお　かえで てらち　あいり

杉浦　卓弥 本木　璃美 土屋　果乃音 諏訪　栞菜 西尾　花楓 寺地　愛理

スタッフ・幸田 中1・蕨・グラス 小6・宇都宮・BGA 小5・川崎・フリー 小5・宇都宮・ベア 小4・幸田・坂崎

しながわ　のりこ うえはら　あお もろいし　ふゆこ あさの　さゆ おおばやし　りんか わかばやし　かほ

品川　典子 上原　愛央 諸石　楓由子 浅野　紗悠 大林　凛華 若林　果歩

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

ながおか　ちえ もろいし　ののこ ちねん　まなか ひろおか　みのり めざき　さな わたなべ　みう もりた　あゆみ

長岡　千恵 諸石　乃々子 知念　愛佳 廣岡　巳愛 目崎　沙奈 渡邉　美羽 森田　歩美

スタッフ・蕨 中2・宇都宮・BGA 小6・蕨・錦 小5・幸田・坂崎 小5・蕨・グラス 小5・宇都宮・ベア 小4・富岡・操球会

ひろせ　ひであき あおき　めいが とみた　ゆいと あめたに　しょうたろう ありま　あらた なかや　ひろと たじま　しゅうご おかだ　えいじ

廣瀬　英昭 青木　明河 冨田　唯翔 飴谷　正太郎 有馬　新 中谷　優心 田島　秀悟 岡田　英士

スタッフ・宇都宮 中3・稲城・平尾 中1・豊橋・アグレ 小6・蕨・錦 小6・宇都宮・BGA 小6・志賀・ZERO 小5・幸田・坂崎 小4・蕨・ワラビーズ

したら　れん やまもと　たくみ しもやま　じょうじ まつもと　いちご すぎた　みなと さとう　はると すずき　れい ほった　こうすけ

設楽　廉 山本　拓海 下山　譲士 松本　一護 杉田　湊 佐藤　陽斗 鈴木　澪 堀田　康介

スタッフ・江戸川 中3・志賀・志賀fbc 中1・蕨・グラス 小6・宇都宮・BGA 小6・稲城・平尾 小5・幸田・坂崎 小5・豊橋・spiders 小４・蕨・錦

さとう　りょうた ながさわ　ひかる うちの　ふみと うしく　はると もり　こうき いちかわ　とうや もろいし　かんたろう のぐち　がい

佐藤　亮太 長澤　陽瑠 内野　史登 牛久　陽太 森　煌希 市川　統也 諸石　勘太朗 野口　凱

スタッフ・富岡 中3・小牧・ブレイズ 中1・稲城・平尾 小6・蕨・錦 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・幸田・坂崎 小４・宇都宮・BGA 小4・蕨・ワラビーズ

すずき　てつや とこい　はるき ながさわ　さとる きたうら　たくみ いいじま　ゆうと こもり　ひかる おおがわら　こたろう きこうじん　うつき

鈴木　徹也 床井　陽暉 長澤　里瑠 北浦　匠 飯島　悠斗 小森　飛輝 大河原　虎多郎 吉高神　有月

スタッフ・幸田 中2・宇都宮・BGA 小6・小牧・ブレイズ 小6・蕨・錦 小6・稲城・平尾 小5・幸田・坂崎 小４・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・蕨・ワラビーズ

さとう　しょうた こやなぎ　はる にしむら　りょう いとう　かんた むらかみ　けんや すずき　ようすけ もりかみ　あゆむ おか　りょうたろう

佐藤　将太 小柳　遼流 西村　凌 伊藤　貫太 村上　絢哉 鈴木　陽介 森上　歩 岡　亮太朗

スタッフ・富岡 中2・蕨・錦 小6・宇都宮・BGA 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・富岡・操球会 小5・幸田・坂崎 小5・豊橋・spiders 小4・蕨・ワラビーズ

したら　れん ひろせ　ひであき さとう　りょうた 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 すが　かずあき

設楽　廉 廣瀬　英昭 佐藤　亮太 鈴木　徹也 杉浦　卓弥 松浦　太一 佐藤　将太 菅　和朗

スタッフ・江戸川 スタッフ・宇都宮 スタッフ・富岡 スタッフ・幸田 スタッフ・幸田 スタッフ・稲城 スタッフ・富岡 スタッフ・板橋

たなか　じゅん もとき　たかし

田中　潤 本木　貴志

スタッフ・板橋 スタッフ・蕨

すがや　みく しもやま　ももか しばた　ふうか ながおか　ちえ しながわ　のりこ

菅谷　美玖 下山　桃佳 柴田　風香 長岡　千恵 品川　典子

スタッフ・蕨 スタッフ・蕨 スタッフ・豊橋 スタッフ・蕨 スタッフ・川崎

やまもと　さとる いぬはら　かずし おたぎ　ちづる やました　はしえ

山本　悟 犬原　和史 小田木　千鶴 山下　葉紫栄

役員・石川 役員・石川 役員・石川 役員・石川

おおはし　まさゆき たかはし　いさお

大橋　正幸 高橋　功

役員・豊橋 役員・板橋

わたなべ　つとむ かんだ　てつよし

渡邉　惇 神田　哲賢

役員・中央 役員・江戸川

わだ　きくお なかむら　たかひさ ちば　ゆうじ

和田　喜久夫 中村　隆永 千葉　祐司

役員・八王子 役員・川崎 役員・川崎

さがわ　たかし きむら　おさむ むとう　よしたか

佐川　隆 木村　理 武藤　祥崇

役員・浦安 役員・東久留米 役員・板橋

いかわ　まさひこ みやした　じゅんや

伊川　真彦 宮下　順也

役員・飯能 役員・川崎

やまもと　まさと

山本　政人

役員・石川

2018　青少年サマースクール　うしつ荘部屋割表
2018/7/17

1
F

101 和12帖 女 8

102 和12帖 女 8

103 和12帖 女 8

2
F

202 和8帖 女 4

203 和8帖 女 4

205 和8帖 女 5

207 和10帖 女 6

206 和8帖 女 5

大広間
③

和12帖 男 7
B
1
F

大広間
①

和12帖 男 7

大広間
②

和12帖 男 7

大広間
④

和12帖 男 7

大広間
⑤

和12帖 男 7

1
F

別館
ホール③

和24帖 女 5 スタッフ

B
1
F

ラウンジ 和20帖 男 10 スタッフ

4名は28日（土）のみの宿泊

208 洋室 男 2 役員 2名は28日（土）、29日（日）のみの宿泊

2
F

201 和8帖
男
・
女

4 役員

210 洋室 男 2

212 和6帖 男 3 役員
（喫煙可）

佐川・木村は27日（金）、28日（土）、29日（日）の宿泊
武藤は28日（土）のみの宿泊

役員
渡邉は27日（金）、28日（土）のみの宿泊

神田は28日（土）のみの宿泊

211 和6帖 男 3 役員
（喫煙可）

和田・中村は27日（金）、28日（土）、29日（日）の宿泊
千葉は27日（金）、28日（土）のみの宿泊

215 和6帖 男 1 役員
（喫煙可） 28日（土）のみの宿泊

213 和6帖 男 3 役員
（喫煙可）

伊川は28日（土）のみの宿泊
宮下は29日（日）のみの宿泊


