
5:00
集合～岡崎駅（豊橋・幸田組集合）
～5:38岡崎駅出発

5:45 起床～洗面～部屋の掃除 5:45 起床～洗面～部屋の掃除 5:45 起床～洗面～部屋の掃除

6:30 名古屋駅到着～小牧組合流 6:15 散歩～ラジオ体操 6:15 散歩～ラジオ体操 6:15 散歩～ラジオ体操

7:00
名古屋駅出発～
JR特急ワイドビューしなの1号

6:45 朝食 6:45 朝食 6:45 朝食

10:01 長野駅到着～関東組と合流 8:00
ロビンソン・クルーソー島体験
（イカダに乗って島へ渡る）

8:30
ネオホッケー大会
（信濃町立総合体育館）

7:30 閉校式

6:15 集合～蕨駅（埼玉）～出発 12:00 体育館にて昼食（カレーライス） 12:00 体育館にて昼食（中華丼） 8:00 ホテル出発～大型バスにて

7:46
大宮駅出発～JR新幹線かがやき503号
～8:43長野駅着

13:00
ネオホッケー合同練習
（信濃町立総合体育館）

13:00
ネオホッケー大会
（信濃町立総合体育館）

9:30
城山公園にて動物園＆
少年科学センター見学

9:22
長野駅出発～しなの鉄道北しなの線
（埼玉）～9:57黒姫駅着

16:00
ネオホッケー大会
（信濃町立総合体育館）

15:00
大会終了～片づけ～
ホテルへ移動

11:00 長野善光寺見学

7:50
集合～大宮駅新幹線南乗り換え口
（栃木・千葉・東京・神奈川）

19:00 夕食～入浴 16:00 入浴 14:00 長野駅到着～昼食～お土産

8:38
大宮駅出発～JR新幹線かがやき521号
～9:39長野駅着

20:30
学習
（ネオホッケーのルール説明 ）

17:00
バーベキュー＆トウモロコシ
（ホテル駐車場にて）

15:58
長野駅出発～JR新幹線はくたか
567号金沢行き（石川組）

8:42
高崎駅出発～JR新幹線はくたか553号
（群馬組）～9:30長野駅着

22:00 消灯、スタッフミーティング 18:30
ネオホッケー大会成績発表
＆個人賞発表

16:00
長野駅出発～JR特急ワイドビュー
しなの20号～名古屋～幸田～豊橋

8:23
金沢駅出発～JR新幹線はくたか556号
（石川組）～10:52黒姫駅着

19:30 入浴 16:23
長野駅出発～JR新幹線あさま
626号～高崎

10:42
長野駅出発～しなの鉄道北しなの線
（栃木・群馬・千葉・東京・神奈川・愛知）

20:30
学習
（ネオホッケーの感想文）

17:03
長野駅出発～JR新幹線かがやき
510号～大宮

11:17
黒姫駅到着～石川組と合流～
バートンホテル到着～昼食

23:00 消灯、スタッフミーティング 17:14 高崎駅到着～群馬は解散

13:00 開校式～オリエンテーション 18:02
大宮駅到着～栃木・埼玉・千葉・
東京・神奈川は解散

14:00
野尻湖ナウマンゾウ博物館～見学～
発掘地案内～昆虫化石さがし

19:05 名古屋駅到着～愛知は解散

16:00
ネオホッケー合同練習
（信濃町立総合体育館）

20:18 豊橋駅到着～解散

19:00 夕食～入浴

20:30 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

第8回日本フロアボール連盟「青少年サマースクール」が、長野県信濃町で開催されました。

参加者は過去最多の１３１名、スタッフ１７名、役員１１名で、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。

２０１９
青少年　サマースクール　in　長野

8月2日（金）～8月5日（月）

報告書
ス  ケ  ジ  ュ  ー  ル

この活動は、スポーツくじ（toto・BIG）の助成金を受けて行っています。

8月4日（日） 8月5日（月）8月2日（金） 8月3日（土）



8月2日（金）　5:00～　　岡崎駅

今年も、青少年サマースクールin長野の日がやって来ました。
朝５時集合でだいぶ早いですが、豊橋と幸田の３４名がご家族の
引率で岡崎駅に集合しました。

私はサマースクールに来た理由は２つあります。一つ目はホッケーが
上手くなりたいからです。私のチームのみんなはサマースクールに来て
います。少しでもみんなに追い付く様にしたいからです。二つ目は友達
を作る為です。愛知県の大会で、友達が他のチームの子と仲良く話して
いたから「うらやましい」と思い、友達を作りに来ました。長野に着き、
大広間で部屋割りの発表がありました。どんな人と同じ部屋になるか
とても楽しみでした。リーダーはとても面白く、他のみんなも優しくて
面白くてしっかりしていて安心しました。ホッケーの練習で、ボールを
遠くへ打つ練習をしました。フライボールを打つのが苦手でしたがコツを
教えてもらったり、上手な人のマネをしたら少し遠くへ打てました。
これからもホッケーを続けて頑張って行きたいです。
来年もサマースクールに来てもっと上手くなりたいです。

澤口　春季　（愛知県豊橋市　小６　豊橋SPIDERS）

8月2日（金）　6:30～　　名古屋駅新幹線ホーム

名古屋駅では小牧の２名が合流し、愛知県３６名が揃いました。
長野駅までは３時間の長い道のりです。

８月２日から５日僕が楽しみにしていたサマースクールです。２日目は
イカダに乗ってみんなでこいで進みました。他のイカダとぶつかりそうに
なって僕がオールでぶつからない様に押していたら、手が滑って湖に
落ちてしまいとても恥ずかしかったです。大会では、チームで話し合う時
みんな違う言い方で良く分からなかったけど、みんなで言い方を決めて
チームの絆を深めました。僕はどのポジションでも全力で取り組みました
相手も強くてドキドキしましたが、僕は全力で走りシュートを打ちました。
そしたら点が入ってとても嬉しかったです。夜はBBQをして、僕はとても
肉が大好きで楽しみにしていて食べたらとても美味しくて、試合で負けた
気持ちが吹っ飛びました。とても楽しくて来年も行きたいと思いました。

近藤　寛太　（愛知県幸田町　小５　トヨサカ）

8月2日（金）　6:15～　　蕨駅西口

新幹線の都合で関東組は２便に分かれての出発です。
埼玉県蕨の参加者は先発で、蕨駅に３２名が集合しました。

今回で５回目となったサマースクール。１３１人もいると聞いた時、私が
参加した中で最多人数で、この人数を中学生がまとめられるか、練習が
しっかり出来るのかなど不安が多かったのですが、無事に３日目が
終わりました。私は４回参加した中で１回しか優勝していなくて、チーム
が発表された時、今年こそは・・・と思いいつも以上に気合が入りました。
私はオレンジとピンクのコーチで、レベルが高いからこそ目立ってしまう
課題点を改善出来る様にアドバイスをしました。私は今回、生活面での
MVPと言うのを目標にしました。挨拶も出来、整理整頓や片づけ、班を
まとめたりするのが一番出来ている人を目指して頑張りました。振り返ると
良く出来ていたと思います。部屋の子にも呼び掛けて、出来る人を
増やす事も出来ました。今回学んだのは、挨拶などが出来たので家や
学校生活に生かして、社会に出た時も使う事なので忘れずにします。
来年は中３で最後なので、総合優勝とMVPを取るのが私のサマー
スクール人生の目標です。今回も参加させてくれた家族にはいつも
迷惑を掛けていて申し訳ないのですが、来年も私のMVPと言う目標の
ために行かせて欲しいと思っています。スタッフの方々、一緒にプレー
したみんな、ありがとうございました。

本木　璃美　（埼玉県蕨市　中２　グラスホッパーズ）

岡崎駅集合～出発

名古屋駅到着～小牧合流～出発

蕨駅集合～大宮駅～出発



8月2日（金）　7:50～　　大宮駅新幹線南乗り換え口

大宮集合組は、栃木県宇都宮が１３名、千葉県浦安が５名、東京都

江戸川が８名、東京都稲城が５名、神奈川県川崎が１６名の合計４７名が

スタッフの引率で大宮駅新幹線南乗り換え口に集合しました。

３回目のサマースクールで初めてリーダーになりました。僕は前から

リーダーになりたかったからすごく嬉しかったです。けど実際にリーダー

になってみると思ったより大変でビックリしました。リーダーの仕事は色々

あり、みんなをまとめたり、初参加の子やホッケーを始めたばかりの子を

引っ張って行く事など、今回は１３１人参加したので、すごく多いから

大変だったけどリーダーになって良かったです。大会のストラックアウト

はボールを思い切り打たないと全然ビクともしません。本番は２回で、

１回目７と３が同時に倒れて、みんながすごく喜んで本当に嬉しかった

です。最後のスタッフとの試合は、全力で立ち向かい、１０分は辛かった

けど最後まで思い切り走りました。初めてスタッフと戦って、すごく激しい

試合が出来てとても嬉しかったです。表彰では、あともう一歩でMVPに

行けそうだったけどエンジョイプレー賞で悔しかったです。来年は

スタッフに勝ちたいです。来年も頑張ります。

飯島　悠斗　（東京都稲城市　中１　平尾）

8月2日（金）　9:30・9:39・10:01～　　長野駅

予定通り大宮集合組と群馬県の１４名と愛知県が合流しました。

埼玉県を除いても、昨年の人数を上回る９７名が集合しました。

僕は４年生からサマースクールに来て今年で３回目でした。毎年色々な

事を学ばせてもらっています。自分から相手に話し掛けて、知らない人

と友達になる勇気や今まで試合中に味方に指示したりする事があまり

出来なかったけど、今回味方の人に指示や試合後のアドバイスの大切

さを３回目のサマースクールでやっと気が付きました。自分のチームの

練習でもずっと声を出せと言われ続けていたけど、心の中でどういう声

を出したらいいのか、どの場所に居たら声を出していいのか分からずに

ずっと声が出ませんでした。けどサマースクールではいつもやっている

チームの人とはやらずに、一度も同じチームでやった事がない人と一緒

にやったら今まで出せなかった声がちょっとだけ出せる様になりました。

声が出せる様になったおかげで自分に自信が持てる様になり、自信を

持ったまま試合をしたら表彰式で「ベスト６賞」に選ばれました。

とても嬉しかったです。

市川　統也　（愛知県幸田町　小６　坂崎）

8月2日（金）　10:42～　　長野駅

ローカルでレトロな感じのしなの鉄道に乗車しました。

ドアは自動ではなく、手で開けます。３５分ほど乗車して到着です。

僕は今回のサマースクールでいろいろな友達を作るというのを目標に

して、ここに来てとても緊張していました。１日目は友達を作るために

たくさん声を掛けました。そしたらたくさん友達が出来てとても嬉しかった

です。ホッケーの練習では初めは上手く出来なかったけど、最後では

しっかり自分のプレーが出来て良かったです。いつもよりたくさん動き

とても疲れたけど、とても楽しくホッケーが出来てとても嬉しかったです。

僕はこのサマースクールを通していろいろな友達が出来て良かったし

ホッケーの技術が上がって良かったです。サマースクールには初めて

来たけどこんなに楽しいとは思っていなかったので、また来年もこの

サマースクールに参加したいと思いました。

齋藤　春介　（神奈川県川崎市　小６　フリーウィング）

大宮駅集合～出発

長野駅到着～愛知・群馬と合流

長野駅出発～しなの鉄道にて



8月2日（金）　11:17～　　黒姫駅

田舎風の黒姫駅に到着して、石川組の２名と合流しました。
周りを見渡しても、山と緑ばかりです。

今回のサマースクールを通して経験をし学んだ事は、協力する大切さと
人をまとめる難しさです。中学生として初めての参加だったので、小学生
の時より多く学ぶ事がありました。初日は不安と緊張で朝から体調が
悪かったです。黒姫駅で仲の良い友達と合流した瞬間に不安や緊張が
無くなりました。チーム分けが発表され、小学生の人数が多い為、僕が
コーチを務めるのが２チームで不安と緊張が２倍になり限界でした。でも
スタッフさんが「緊張しなくていいんだよ」と言ってくれて、不安と緊張が
半分以上無くなりました。最初はコーチなのに上手くチームをまとめられ
なかったけど、キャプテンが上手くまとめてくれて助かりました。午後は
上手くまとめる事が出来て、自分に自信が出て来ました。今回の
サマースクールに来れたのは両親のおかげです。感謝してもしきれ
ないです。来年も参加したいので、両親の言う事を聞いて、お手伝いを
して、この感謝を伝えて行きたいです。

中谷　優心　（石川県志賀町　中１　志賀FBC）

8月2日（金）　11:50～　　バートンホテル

黒姫駅からバスで２０分ほど走って、宿泊先のバートンホテルに
到着しました。埼玉組の参加者３２名とスタッフ５名と合流し、これで、
参加者１３１名とスタッフ１７名の全員が集合しました。

中３で参加したこのサマースクール。私は皆勤賞という快挙を成しとげ
ました。これは毎年参加させてくれた両親をはじめとした、沢山の方々の
おかげです。本当にありがとうございました。私は今回の参加者名簿を
見て驚きました。中学生が１１人でその中で女子が３人しか居なかった
からです。でも今回も楽しかったです。最終的に私達のJAPANの勝利で
サマースクールを良い形で終わる事が出来ました。個人賞は優秀賞
でした。信じられませんでした。選んでくださったスタッフの方々、
ありがとうございます。BBQでは、食材を焼くのが大変で、熱いし目が
痛くなるしで泣きそうになりました。でもトウモロコシは美味しいし、皆で
食べるのも楽しかったので良い思い出になりました。私は今までの
サマースクールで、沢山のスタッフにお世話になりました。だから今度は
私もスタッフとして参加したいと思いました。

諸石　乃々子　（栃木県宇都宮市　中３　富士見BGA）

8月2日（金）　12:00～　　バートンホテル

今日の昼食は牛丼です。朝早く集合し、お腹も空いていたので
完食し、おかわりをする子供もいました。

僕はこのサマースクールで学んだ事が６つあります。１つ目は、初対面
での合宿でとても緊張していました。生活班での生活を楽しみにしていま
した。２つ目は、自分の事は自分でやりケジメを付けて生活する事です。
みんなの事を優先して時間を守って行動する事を頑張りました。３つ目
は、ネオホッケーの練習を頑張りました。僕はフライボールの時にハイ
スティックをしてしまう事が多くて、本木さんにハイスティックをしない打ち
方を教えていただいて今はハイスティックをしないで打てる様になりまし
た。４つ目は、ナウマンゾウ博物館を見学したり、化石探しで虫の頭と足
を発掘しました。５つ目は、作ってくれたご飯やおかずを感謝して頂き、
ごちそうさまでしたを言えました。６つ目は、ミーティングを頑張りました。
作戦や休みの人を決めるのが大変でした。初めてなのでチームの年上
の人に助けられました。合宿で感じた事は、共同生活なので大変な事も
あったけど無事に出来て良かったです。来年も行きたいです。

中野　佑麻　（愛知県幸田町　小４　坂崎）

黒姫駅到着～石川と合流

バートンホテル到着

昼食



8月2日（金）　13:00～　　バートンホテル

開校式では、佐川管理部門統括から「二度とは戻れない今日という日を、
今という瞬間を大切にして沢山の思い出を作って下さい」と開校のことば、
渡邉会長から「 サマースクールで１つ目標を持って下さい」と挨拶が
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。

僕は今年初めてのサマースクールでした。家では楽しみにしていました。
スケジュールを見てみると、もっと楽しみになって来ました。部屋は全然
知らない人と同じで、少し緊張したけど時間がたつごとに話し掛けて
くれる様になって安心しました。部屋の人達と仲良くなれたので嬉し
かったです。イカダ体験では、みんなで協力して声を出したり左右で
こいだり、イカダ体験をしてる間に仲良くなれて嬉しかったです。練習で
パスをする時に声を出すと言われたけどあまり出せなかった。でも
どんどん練習をやってると少し出せる様になった。この３日間とても良い
勉強になりました。来年も来て上手くなりたいです。

澤田　歩　（群馬県富岡市　小５　小野インパルス）

8月2日（金）　14:00～　　ナウマンゾウ博物館

1962（昭和37）年に始まった野尻湖発掘で出土した約5万年の昔から
現在に至るまでの重要な化石や遺物約1000点や、実物大の
ナウマンゾウやオオツノジカの復元像を展示しています。

僕の今年のサマースクールは、中学生だったので大変だったけど楽し
かったです。ナウマンゾウ博物館では、最初に昆虫化石探しをしました。
探し方は土を半分に割って光っている物を探します。博物館の展示品の
見学では、ナウマンゾウの「ナウマン」がドイツ人のナウマンさんの名前
と言う事が分かりました。他にも、頭の出っ張りがある方がナウマンゾウで
無い方が他のゾウと言う事や、ナウマンゾウは体が大きいので、沢山
食べて沢山歯を使うから歯の生え変わる数がとても多い事と、牙が横に
広がって曲がっている事等、知らない事が沢山ありました。思い出に
残った事は、中学生同士の試合で点を決めた事です。サマースクール
の目標の「とにかく楽しむ」は達成出来たので良かったです。

森　煌希　（東京都江戸川区　中１　ドリーム）

8月2日（金）　14:00～　　ナウマンゾウ博物館

約4万年前の氷河時代の植物や貝、昆虫化石もあり、これらの展示品は、
全国から野尻湖発掘に参加した2万3000人にも及ぶ小中学生や一般の
皆さんが発見したものです。展示品のラベルには発見者の方の名前が
書かれていて、何年後かにその化石に会いに来る人もいます。

私がサマースクールに来て学んだ事は、ホッケーを楽しむと言う事です。
私はついホッケーの事となると集中しなきゃと思い、楽しむ事を忘れて
しまいます。ナウマンゾウ博物館に行き、友達と一緒にまわりました。
やっぱり一人でまわるより二人三人の方が楽しいと思い、友達は大事
だと思いました。昆虫化石探しでは、土を割ってその中に緑や黒に光る
のが化石だと言っていました。私はこういう地味な作業も楽しいなと思い
この楽しい気持ちがホッケーでも出ればいいなと思いました。そして
BBQのあとにみんな色々な賞がもらえます。私は「エンジョイプレー賞」を
いただきました。賞の意味は、ホッケーを楽しんでいるという意味です。
去年よりも色々な都道府県から人が集まり、去年よりもたくさんの友達が
出来た気がします。今回学んだ楽しむと言う事を思い出し、集中する事と
楽しむと言う事を忘れずに、ホッケーの練習や試合をして行きたいです。

大東　優里　（神奈川県川崎市　小５　すみよし）

ナウマンゾウ博物館見学

昆虫化石探し

開校式～オリエンテーション



8月2日（金）　16:00～　　信濃町総合体育館

サマースクールで最初のネオホッケーです。
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。

私はこの３日間で学んだ事が沢山あります。フライボールの練習では
沢山の事を学び、だんだん出来る様になりました。チームが発表され
チームのみんなと練習したりして団結力が高まって嬉しかったです。
賞の発表で、去年は「グッドプレー賞」でした。今年は「優秀賞」で
とてもビックリしました。今度来た時はもっといい賞をもらいたいです。
今回のサマースクールで良かった事は、沢山の友達が出来た事と
ネオホッケーを沢山出来た事です。去年出来なかった友達、初めて
会った人達とも積極的に声を掛けておしゃべりをしたり、一緒にプレー
してこの長野のサマースクールがとても楽しかったです。また来たら
もっともっと友達を作りたいです。これからも沢山練習して、ルールを
完璧に覚えて、反則をしない様に意識して上達していきたいです。

矢田部　桃羽　（栃木県宇都宮市　小６　ホワイトベアーズ）

8月2日（金）　20:30～　　バートンホテル

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。

私はサマースクールで見つけた新しい体験があります。ナウマンゾウ
博物館ではナウマンゾウやシカなどの化石や歴史について教えて貰い
とても珍しいのですごくいい体験になりました。イカダに乗った時はすごく
疲れたけど、最後まで頑張ると言う事を仲間と協力してやりきる事が出来
ました。ハガキを書いた時は、両親に感謝の気持ちと今日やった事を
心を込めて書きました。家族へハガキを書く事が初めてなので、新しい
体験になり今日一日すごく楽しかったよ、と言う事も書きました。表彰式
で私は「エンジョイプレー賞」を取りました。意味はネオホッケーをとても
楽しくプレーした事です。私は一番最初に呼ばれたので、代表として
表彰されました。自分の名前がのった賞状は久しぶりなので、とても
嬉しかったです。サマースクールを通してとてもいい体験が出来ました。
こんな体験はめったにないと思いました。最終日もきっと新しい体験が
いっぱいあると思うので楽しみです。また来年来て、新しい体験を
見つけたいと思いました。

大里　日菜子　（愛知県幸田町　小５　トヨサカ）

8月3日（土）・4日（日）・5日（月）　6:15～　　バートンホテル周辺

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
一発でOKが出て、朝ごはんです。

僕はサマースクールに参加するのは４回目だ。今までは小学生で
中学生のサポートを受ける側だったが、今年は中学生となり小学生を
サポートする側になった。初めは緊張したけど、だんだん小学生が
困っていたら声を掛けられる様になった。僕はリーダーにも選ばれた。
２日目の朝、今年最初のラジオ体操をした。僕は毎年参加している為
しっかりやらないと何回も行う事を知っていた。一生懸命やったけど
全力を出し切れなかった。２回目は今度こそと必死にやった。必死に
やっていたのは自分だけでなく１３１人が一体となってやった。その
おかげで２日目でラジオ体操を終えた。僕は大会を終えて、勝利を
つかむには、団結力、仲間の話をよく聞く心、最後まであきらめない心が
必要だと思った。このサマースクールを通していろいろな事を学んだ。
僕は４回目で中学生なので、みんなをまとめた。この事で感じたのは
どの立場に立ってもみんなをまとめなければいけないと言う事だ。僕は
来年も来ようと思う。なぜかと言うと、毎年サマースクールに行くと少し
でも成長出来たと思うからだ。参加出来たのは家族のおかげだと思う。
家族に感謝し、良いお土産を持ち帰り、家に帰ります。

長澤　里瑠　（愛知県小牧市　中１　ブレイズ）

ネオホッケー合同練習①

学習（絵葉書の作成）

散歩・ラジオ体操



8月3日（土）　8:00～　　野尻湖湖畔レイクサイドホテル

前半は、本木・潤JAPANでイカダ乗り体験です。
ライフジャケットを着て各自オールを持ってイカダに乗りました。
オールは意外と重くて漕ぐのも大変で、左右で交互に力を合わせて
漕がないと真っすぐ進みません。チームワークを発揮しましたが、
体力が続かないので島まではたどり着けず、Uターンしました。

私はサマースクールに初めて来ました。いろいろな所に行ったりホテルに
泊まったり、いろいろな事が思い出になりました。イカダに乗って野尻湖
を探検しました。イカダをこぐのは簡単だと思っていたけれど、実際に
やって見たら力が必要でとても大変で難しかったです。右と左で力の
バランスが合わなくて傾いたりして力加減が難しかったです。イカダの
上から見た野尻湖は、とてもきれいでエメラルドの湖でした。私は初めて
サマースクールに来て、最初は知らない子ばっかりで名前も分からなくて
とても不安だったけれど、部屋の人がみんな優しくて、となりの部屋の
人も優しかったのでとても安心出来ました。練習でも知らない子ばかりで
不安だったけど、ちゃんとパスもつなげられて、試合でもシュートを決め
られたので嬉しかったです。なので今回のサマースクールでは知らない
人でも頑張って話掛けたりして、楽しいと思えたので良かったです。
これからも知らない人でも勇気を出して話し掛けて行きたいです。

小林　涼佳　（埼玉県蕨市　小５　ワラビーズ）

8月3日（土）　10:00～　　野尻湖湖畔レイクサイドホテル

後半は、菅・太一JAPANです。バランスを崩して落ちた子も居ましたが、
こちらもチームワークを発揮して無事戻ってきました。

私はこのサマースクールでいろいろな事を学び、新しい経験をしました。
バートンホテルで部屋が決まり、３００３号室のリーダーになり、自分でも
ビックリしました。実際にリーダーをやって見るといろいろ大変で、でも
責任感のある仕事でした。イカダ乗り体験では、オールで漕いでいると
手が痛くなったりまっ直ぐ進まない事があり大変でした。そこで学んだ事
はチームワークと心を一つに合わせる大変さを知りました。大会では
同じチームの女子とすぐ仲良くなり、男子ともだんだん仲良くなりました。
ここで学んだ事はコミニケーションを取る力の大切さです。試合では
いつもやらないキーパーやバックをやりました。ここで学んだ事は新しい
事にも挑戦する事です。来年中学生になっても参加したいので、参加
出来る様に頑張ります。こんな楽しく責任感のある合宿に参加出来たの
は両親のおかげです。本当にありがとうございました。

江田　琴美　（栃木県宇都宮市　小６　富士見BGA）

8月3日（土）　13:00～　　信濃町総合体育館

体育館に移動して、まずはコート２面の設営をして、
本木・潤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。

僕はこのサマースクールで大事な事を４つ学びました。一つ目は見る。
遅れて来ても他の人を見て練習をする事です。二つ目は楽しむ事です。
ケンカをしても泣いても怒っても、まずは楽しむ事です。怒ってケンカした
らせっかくの楽しいサマースクールが楽しくなくなってしまうからです。
三つ目は取り組むです。練習に取り組まないとホッケーを上手くなる、と
言う目的が、ただ遊ぶサマースクールになるからです。四つ目は励ます
です。試合で転んでもミスしてもゴールが入ってもとにかく励まさないと
チームの動きが硬くなってしまいます。励まし合ってチームで試合をする
事が大事でした。今日は１日中ホッケーで足がパンパンでした。

高木　留輝　（東京都江戸川区　小４　ドリーム）

イカダ乗り体験②

ネオホッケー合同練習②

イカダ乗り体験①



8月3日（土）　16:00～　　信濃町総合体育館

いよいよネオホッケー大会です。本木・潤JAPANと菅・太一JAPANで、
それぞれのJAPANが小学生１０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、先ほどの練習では上がって
いたフライボールが上がらない子が沢山いました。
次はストラックアウトです。１～９の数字の的を抜けばその数字が
点数になります。９点はなかなか難しく抜けませんでした。

このサマースクールでの目標は、パスとシュートを正確に出す事や打つ
事です。パスでは相手が自分のボールを取りに来る前に、周りを見て
どこに出せるかを考えて、パスをもらう側の取りやすい所に出す事、
シュートではパスをもらう前にどこが空いているかを見てからパスを
もらって打つ事が目標でした。大会の最後にスタッフと試合をしました。
スタッフはスピードも速く、ただ単に付いているだけでなく、どこに行くか
などを考えて試合を出来たらと思いました。スタッフと試合をすると、
自分が何が出来ていないのか、すごく学ぶ事が沢山あります。総合優勝
は負けで、自分は優秀賞と言う結果でした。今回のサマースクールでの
目標はあまり達成出来ませんでしたが、シュートは目標通りに出来た
ので、次はパスを基本から学ぼうと思います。

下山　譲士　（埼玉県蕨市　中２　グラスホッパーズ）

8月3日（土）　20:30～　　バートンホテル

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個の反則をクイズ形式で楽しく覚えられたようです。
初めて知った反則も沢山あったようです。

私は初めてのサマースクールでした。パス練習で私はパスをもらう時に
声が出ませんでした。今度からはパスをもらう時に勇気を出して声を
出していきたいと思います。一番心に残った試合は、３試合目で私は
出ていませんでしたが、１点取れて良かったです。次のチームの目標は
声を出して正確なパスをするです。みんなで協力してパスをつなげたい
です。中学生の試合も見て、大きな声も出ていて楽しくやっていたので、
私も中学生を目指して上手になれる様になりたいです。４日目の城山
公園で動物園と科学センターは楽しみです。私は初めてのサマー
スクールだったけど、みんなで協力出来て、ホッケーのルールも良く
知れたのでいい思い出が出来ました。

澤村　凛　（東京都稲城市　小５　平尾）

8月4日（日）　8:30～　　信濃町総合体育館

今日の大会は試合です。本木・潤JAPANと菅・太一JAPANが、
各チーム５試合行います。小学生チームは、コーチに中学生、選手で
スタッフが入り、GKも全員がやり、チーム全員で話し合って作戦を
決めていました。

私は３日間のサマースクールで沢山の大切な事を学びました。一つは
仲間の大切さを学びました。同じ部屋の人とバスの席が隣になり、それを
キッカケに仲良くなる事が出来ました。他の人ともチームが同じになった
時に積極的に話す様にしました。もう一つ学んだ事は、協力の大切さ
です。私は大会で３勝１敗１分けで、３試合目まで全勝していたけど
４試合目は引き分け、５試合目は負けてしまいました。その時はとても
悔しかったけど全体では優勝する事が出来たので、同じチームの人と
すごく喜びました。そして私達の３勝という結果がチームに貢献している
事を感じてとても嬉しくなりました。私はこのサマースクールで学んだ事を
これからの生活に生かして行きたいと思いました。そして今回友達に
なれた人の事を忘れない様にしたいと思いました。

樺島　千早　（神奈川県川崎市　小５　フリーウィング）

学習（ルール説明）

ネオホッケー大会②

ネオホッケー大会①



8月4日（日）　8:30～　　信濃町総合体育館

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。

中学２年生になり、今回は５回目の参加になりました。３日目の大会では

担当していたネイビーの最初の試合が勝ったのでこのまま行けると思い

ました。さらに相手の一番強いチームにも引き分けたので、凄いと思い

ました。もう一つの黄色チームは１人を中心に点を取れていたので

良かったです。そして、中学生の試合は１点差で負けてしまったりして

１勝４敗と言う悔しい結果に終わってしまいました。スタッフとの試合も

負けましたが僕が１点シュートを決める事が出来たので嬉しかったです。

BBQでは中学生として肉を焼いたりして、中学生みんなで外で食べて

美味しかったです。成績発表では、スーパーゴール賞をもらう事が出来

たので、来年は今度こそ最優秀賞が取れる様に頑張ります。そして

しっかり勉強も頑張って来年も行ける様にしたいです。今回は５回目の

サマースクールとなりましたが、参加させて頂きありがとうございました。

冨田　唯翔　（愛知県豊橋市　中２　アグレッシブ）

私は今年初めてネオホッケーの合宿に来ました。初めてなので失敗した

り、みんなとしっかり行動出来るか心配でした。でも部屋の子やチームの

子の言う事を聞いて、沢山の事や大変さを知る事が出来ました。

ネオホッケーの練習では、菅・太一JAPANのみんなで協力したり、助け

合ったり、人の事を考えたりして、みんなで上手くやる事の大切さを知り

ました。大会では練習を生かしてやる事が出来ました。普段キーパー

しかやらないけど、初めてオフェンスやディフェンスをやりました。初めて

やったので上手くやる事が出来るか、周りの人に迷惑を掛けない様に

頑張りました。私がオフェンスをやった時にフライボールでシュートを

打ったら入りました。みんなから「ナイシュー」と言われてとても嬉しかった

です。言われる前はあまり自信が無かったけど、みんなに「ナイシュー」と

言ってくれた後から自信を持ってやる事が出来ました。私は人見知りで

知っている人としか話さないけど、この合宿で勇気を出して話した事が

無い人と話しました。そうすると相手が優しく話してくれました。みんなが

友達を作ろうと言っているのは、相手と話す大切さを知るためなのかなと

思いました。これからみんなと何かをやる時に、知らない人と話したり自信

を持ってやることなど、この合宿で学んだ事を生かして行こうと思います。

また来年も合宿に来たら、もっと沢山の事にチャレンジして、この３日間

よりも沢山の人達と話して友達になりたいです。でも家族に感謝する事を

忘れない様にやりたいと思います。

大石　紗也奈　（愛知県幸田町　小６　坂崎）

今年のサマースクール３日間を振り返って、私は沢山の楽しさや大変な

事を学びました。イカダ乗り体験では、声を掛け合い、息を合わせる大切

さを知り大会でも生かす事が出来ました。大会ではみんなとの団結力が

試されました。私は前からボールに当たるのが怖くて、ボールを取りに

行けなかったりしたけど、サマースクールでキーパーをやってボールを

止めに行く事が出来る様になりました。最後にチームワークについて、

一番最初は、お互いが相手の事を知らなくて苦戦しました。けれど

試合を重ねるごとにどんどん分かる様になり、良くパスがつながったと

思います。私が今年来れたのは家族のおかげでした。その気持ちで

練習や試合にのぞんだので行かせてくれた分、頑張れました。私は

ボールに向かって取りに行ける様になったので、チームに戻ってからも

ボールに向かって取りに行ってチームをサポート出来る様に頑張ります。

若林　果歩　（埼玉県蕨市　小５　錦クラブ）

ネオホッケー大会③



8月4日（日）　17:00～　　バートンホテル

お風呂にも入って、そろそろお腹が空いてきました。
スタッフは表彰の準備がある為、中学生が肉・野菜・海鮮を焼き、
小学６年生が運んで、５年生がお皿や箸の準備をして
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、外で焼いた肉・野菜・海鮮・トウモロコシやジュースは
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。
特にトウモロコシはすごく甘くて人気でした。

私は今回３回目のサマースクールに参加して良かった事は友達を沢山
作った事です。初めて部屋のリーダーになり、緊張したけど部屋の
みんながサポートしてくれたのでとても嬉しかったです。また大会の時や
バスに乗った時にはみんなの名前を聞いたり遊んだりしてとても仲が
深まりました。個人賞の発表では、一昨年は「エンジョイプレー賞」去年は
「ナイスファイト賞」今年は「ベスト６賞」でした。一昨年、去年、今年で
どんどん賞が良くなっていてとても嬉しかったです。時間を守って行動
する事も出来ました。特に集合時間、お風呂の時間、食事の時間、学習
の時間などが出来ました。次にスタッフやコーチに聞く事も出来ました。
私が分からなかった時などスタッフに聞く事が出来て良かったです。
最後に行かせてくれた両親にお礼を言い、沢山の出来事や試合の事
などを教えて感謝の気持ちを言いたいです。来年も行きたいです。

目崎　沙奈　（埼玉県蕨市　小６　グラスホッパーズ）

8月4日（日）　18:30～　　バートンホテル

待ちに待ったネオホッケー大会の成績発表です。
まずは総合優勝の発表です。今日のフライングゲットとストラックアウト、
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分けで菅・太一JAPANの勝利、ストラックアウトは
１勝1敗で引き分け、試合の結果は、２９勝１３敗１４分けで
総合優勝チームは・・・・・本木・潤JAPANです。
次は個人賞の発表です。中学生のコーチが選んだ優秀賞・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・ナイスファイト賞が発表され、残るは
エンジョイプレー賞とMVPです。・・・MVPとエンジョイ賞が発表されました。

僕はサマースクールが３回目です。ホテルに着き、部屋割りが発表され
僕はリーダーでみんなをまとめなければいけないです。朝昼夜部屋の
みんなと過ごしました。試合をやるチームが発表され、練習の試合では
とても上手くいきました。ダメな所でも話し合い上手くいかなかった事も
改善出来ました。一番嬉しかったのは、菅さんを抜いた時でとても気持ち
良かったです。個人賞の発表で、僕の胸の中は「来るな、来るな」と
祈っていました。そしてあと一個の時に名前を呼ばれていないから
MVPを取る事が出来ました。とても嬉しかったです。明日は動物園に行き
ます。最後の日なので、悔いの無い様にいっぱい遊びたいです。家に
着いたらまず両親にお礼を言いたいです。そしてまた来年も行きたいと
頼みます。トロフィーも自慢したいです。来年は中学生になります。
忙しくても宿題を終わらせて楽しいサマースクールに参加したいです。
大人になってもスタッフとして参加したいです。

田島　秀悟　（愛知県幸田町　小６　坂崎）

8月4日（日）　20:30～　　バートンホテル

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４枚、６年生は３枚、５・４年生は２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。

僕は今年初めてなので来る前は不安だったけど、来たら友達も出来たし
今では知らない県の人と練習をしたりして仲良く過ごすのがとてもとても
楽しいです。それに、班やチームの人以外にも友達が出来ました。
BBQではお肉やトウモロコシやいろいろな物を食べてお腹がいっぱいに
なりました。表彰ではドキドキしたけどどうにか乗り越えられたので
良かったし、優勝したので嬉しかったです。機会があればまた長野県に
来たいと思いました。

田村　瑠唯　（群馬県富岡市　小４　群馬操球会）

成績発表～表彰式

学習（感想文）

バーベキュー



8月5日（月）　7:30～　　バートンホテル

３日間が終わり、いよいよ最終日がやってきました。
和田ネオホッケー部門統括からは「ポジショニングを考えながら
試合をし、家に帰ったら家族にお礼をして、サマースクールの
報告をして下さい」、大橋副会長からは「みんなの顔を見れば
満足しているのが分かります、しおりの目的を再度読んで下さい」
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。

私がこの「サマースクールin長野」で頑張ったのは、生活班や他の人達と
仲良くする事です。理由は友達を増やして楽しく過ごしたかったからで、
結果は友達が沢山増えたし、すれ違っただけでも少し話せる様になり
３泊４日が楽しく過ごせました。サマースクールに行って色々な事を学び
楽しみました。３泊４日がすごく楽しくて「HAPPY」な毎日を送れて嬉しい
です。来年も行きたいと思いました。来年は中学生なので、行ける様に
勉強もちゃんと頑張りたいです。ちなみに、私の賞は「ナイスファイト賞」
でした。ナイスファイトとは声を出すのを頑張っていたと言う意味だそう
です。私は家に帰るまでが「サマースクール」だと思うので、最後まで
気を引き締めて頑張りたいと思います。ここまで楽しく出来たのは、
行くのを許してくれた両親だと思います。来年も行かせてくれるように
ネオホッケーを一生懸命頑張りたいと思います。

薮　穂香　（埼玉県蕨市　小６　グラスホッパーズ）

8月5日（月）　9:30～　　城山公園

善光寺の近くの城山公園内にある城山動物園に行きました。
今日は最高気温３５℃の予報で動物もバテ気味ですが、
いろいろな種類のサルや鳥、アシカ等を見て回りました。
この動物園はなんと無料です。

今年のサマースクールは心配な事が２つも増えたので、初めて行く様な
ドキドキした気持ちでここに着いた。１つ目は弟が参加した事。２つ目は
部屋のリーダー、小学生のコーチなど、僕の苦手なトップに立って物事を
進める事だ。着いてみると心配だった事はウソのように普段通り楽しく
活動できた。フライングゲットのフライが上手いと褒められて嬉しかった。
カラーボールの時、自分では上手く上がった気がしたけど、譲士に取り
やすいボールを打ってあげられなかったから、トッコイみたいにきれいに
フライを上げられる様になりたい。試合では１試合しか勝てなくて泣きそう
だった。僕は大会で４年連続で菅さんと太一さん率いるチームで４連敗を
達成した。ずっと負けっぱなしは悲しいから、僕が居る間に、菅・太一
JAPANで勝ちたい。残りの２年間も菅・太一JAPANでプレーしたい。
明日でサマースクールが終わってしまうから残念だけど、来年もみんなで
楽しいサマースクールにする為に、自分の技術をしっかり上げたい。

松本　一護　（栃木県宇都宮市　中１　富士見BGA）

8月5日（月）　9:30～　　城山公園

城山動物園の隣にある少年科学センターは、自動車やロボット、
コンピューター等のシミュレーションが体験できる場所です。
不思議な事や今までにない体験をする事が出来ました。

僕は今年２回目のサマースクールで、いろんな友達が出来、すごい成長
しました。去年は新しい友達が５人ほどしか出来ませんでした。だけど
今年は部屋の人を含め１５人以上の友達が出来ました。１日目、朝早く
駅に行った時、どんな人が居るのか、友達は出来るのかいろんな不安が
ありました。ネオホッケー大会では赤チームで、結果は５回中２勝３敗と
いう結果でした。最終結果自分のチームの本木・潤JAPANが勝ちました
個人賞は初めて「優秀賞」をもらいました。２回目のサマースクール
なので少し慣れていて去年より倍楽しかったです。お父さんお母さん、
行かせてくれてありがとう。来年も行きたいです。

堀田　康介　（埼玉県蕨市　小５　錦クラブ）

閉校式

城山動物園

長野市少年科学センター



8月5日（月）　11:00～　　善光寺

善光寺の見学では、資料館や重要文化財を見て回り、本堂では

お戒壇巡りをしました。お戒壇巡りとは、御本尊如来様の真下の

真っ暗な回廊を巡り、ご縁を結ぶと言う場所です。４５mの長さで

壁と前後の人に触りながら、お化け屋敷のようにキャーキャー

言いながらゴールしていました。

僕は今年で２回目のサマースクールでした。去年仲良くなった子とまた

会えるかなとワクワクな気持ちでいっぱいでした。そして実際に今年も

仲良くしゃべれて良かったです。僕は新しい友達を作ろうと思い、いろ

んな人に話し掛けたら名前はイマイチ覚えてないけど顔はしっかりと

覚える事が出来ました。試合の時、５対１で負けてとても悔しかった時に

友達が「ドンマイ」と声を掛けてくれて励ましてもらい、とても嬉しかった

です。今年の目標は、沢山の友達を作る、と考えていて、そして沢山の

友達を作れて目標を達成する事が出来ました。僕はさまざまな経験が

出来たと思います。理由は、いつもは一緒のチームになれない子と

サマースクール期間中は一緒になれていろんな人のプレーを見る事が

出来るからです。そして学んだ事をしっかりと所属しているチームで

生かせるといいと思います。本木・潤JAPANが勝って嬉しかったです。

岡田　英士　（埼玉県蕨市　小５　ワラビーズ）

私はサマースクールに行くのはとても緊張していました。でもだんだん

楽しくなってきて、いろんな子と仲良く出来て嬉しかったです。しかも

いろんな事を学べたしネオホッケーも上手に出来てほめられました。

それで私はシュートを決めました。スッキリしました。BBQでは中学生が

焼いてくれて嬉しかったし、いっぱい食べていっぱい飲みました。

みんながやさしくしてくれたおかげで楽しく出来ました。サマースクールを

通してこれからはネオホッケーをもっと頑張りたいと思いました。そして

上手くなって成長したいです。

田嶋　千佳　（群馬県富岡市　小４　小野インパルス）

8月5日（月）　14:00～　　長野駅

お昼ご飯も食べて、お土産も買い終わり、それぞれが解散となります。

私は中学生として初めてサマースクールに参加しました。今までは部活

があり不参加でした。なので今年参加出来て嬉しかったです。３日目に

かけて行った大会では、結果は負けてしまったけど、チームの人達と

笑ったり、励ましあったりする事が出来て、普段の生活でも生かせる様に

したいと強く思いました。BBQでは、中学生とスタッフの人達と一緒に

肉や野菜を焼いた事や、チームの人と一緒に食事をした事は、今までの

３日間で一番楽しかったです。また、このラストサマースクールを通して

学んだ事が３つあります。１つ目は、今年初めてリーダーやコーチになり

中学３年生としての自覚が足りないと思いました。中３らしくなれる様に

努力したいです。２つ目は、仲間と協力する事や分かち合ったりする事

は今までもこれからも大切だと言う事です。泊まる部屋が一緒だった子、

試合の時のチームの子、同じ中学生や私達の為に計画して下さった

スタッフの方々など、試合の間に応援してくれたり、おしゃべりをしたり、

作戦を立てたり、喜びや悲しみを分かち合ったり、勝利する為に皆で

頑張ったり、仲間みんなで何かを成し遂げたりするときは、皆で協力

したり楽しんだりする事が良かったです。３つ目は、今回参加させて

くれた家族に感謝する事が必要だと思いました。家に帰宅した時に

「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えたいです。中学最後のサマースクール

で沢山いい思い出を作る事が出来てとても楽しかったです。来年も参加

したいです。最後にスタッフの人やチーム・部屋が一緒の人達には

沢山支えてもらい助かりました。４日間本当にありがとうございました。

大瀧　南　（栃木県宇都宮市　中３　富士見BGA）

善光寺

長野駅到着～昼食～お土産



8月5日（月）　15:58・16:00・16:23・17:03　　長野駅

本木委員長から「来年は愛知県で開催予定です。今回参加してない
友達を誘ったり、６年生は中学生になっても参加して欲しいです」
と話があり、帰る準備が始まりました。群馬県の１４名、石川県の３名、
愛知県組の３６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。

私は今年初めてサマースクールに参加しました。その貴重な時間を過ご
せたのはお父さんお母さんのおかげです。今回学んだ事は４つあります
1つ目は友達を作る大切さです。最初は知っている子としか話していな
かったけど、友達を作ってその子が他の子に教えて沢山の子が友達に
なってくれてすごくつながっているなと思いました。2つ目はネオの練習
をどれだけ真剣にやるかです。大会でその技を使う事もあると思い試合
を想像してやりました。３つ目は仲間を大切にするです。友達がいて
くれたから、笑顔でやって行けてるなと思います。トイレに行くのが怖くて
も仲間が付いてきてくれました。４つ目はスタッフの人との会話です。
試合で引き分けでもテンションを上げてくれて、すごく優しくて私もそう
いう大人になりたいと思いました。イカダでも声を掛け合ってくれてすごく
助かりました。５つ目は家族の助けがある事です。支度や準備もして
くれてすごく助かりました。８月２５日は神奈川で全国大会があります。
このサマースクールで出来た友達がいると思うとすごく楽しみです。
４日間で学んだ事、楽しかった事、悔しかった事をたくさん経験して
良い４日間になりました。ずっと大切な思い出で覚えていたいです。

中野　桃羽　（愛知県幸田町　小６　坂崎）

8月5日（月）　18:02　　大宮駅

大宮駅解散は、栃木県宇都宮が１３名、埼玉県蕨が３２名、千葉県
浦安が５名、東京都江戸川が８名、東京都稲城が５名、神奈川県川崎
が１６名の合計７９名がそれぞれの電車に乗って解散となりました。

私は今回初めてのサマースクールでした。前日は友達が出来るかとても
不安でした。舞浜駅から大宮駅の電車の中でもみんなと仲良く出来るか
不安でした。大広間で開校式があり部屋割りが発表されました。部屋の
人達は誰も知らなかったので仲良くなれるか心配でした。部屋に着き
準備をしていた時、みんな緊張していたのか無言で支度をしていました。
大会の結果発表では、残念ながら優勝は出来なかったけど、私は
「スーパーゴール賞」を貰えてとても嬉しかったです。初めはとても緊張
して友達が出来るか不安だったけど、多くの友達が出来て小学校生活
最後の夏休みは良い思い出で心に残りました。サマースクールに来さ
せてくれた両親ありがとう。少しだけホッケーが上手くなれた気がします。
来年も来れる様に、バスケ、ホッケー、勉強を頑張ります。

宮本　碧衣　（千葉県浦安市　小６　見明川パイレーツ）

8月5日（月）　19:05　　名古屋駅

名古屋駅解散は、豊橋の９名・坂崎の１５名・豊坂の１０名、
小牧の２名が解散となり、今年のサマースクールが終了しました。

私は頑張った事や嬉しかった事があります。ホテルで同じ部屋になった
みんなと仲良くなった事です。私は部屋のリーダーだったので、ちょっと
心配していました。でもみんな仲良くして助け合っていました。朝起きる
時に目覚ましに一番に気が付いた人が気づいていない人を起こしたり
みんなで分担して行動したり、声を掛け合ったりして協力してやっていた
ので、私も不安が少し無くなり、みんなでしゃべったりする事が多くなり
友達と触れ合う時間が楽しくなり、みんながサポートしてくれたので嬉し
かったです。あと１日あるので、仲良くしてみんなで協力して最後は楽しく
終わりたいと思います。次は大会でチームのみんなで勝った事です。
私はトラップが苦手だったので試合で少し失敗してしまいました。なので
ちょっと心配になってしまいました。でもみんながサポートしてくれたから
少し心配が無くなりました。そしてみんなで協力して勝てる事が出来ま
した。４勝１分けで負けが無くて良かったです。私はこれから、サマー
スクールで学んだ事を生かして行きたいです。

大林　凛華　（愛知県豊橋市　小６　豊橋SPIDERS）

長野駅出発～愛知・群馬・石川解散

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



【２０１９青少年サマースクールを終えて】 自分は今回のサマースクールで４回目の参加になりました。今年は

<参加した少年・少女の皆さんへ> 小学生の人数が多く、逆に中学生の人数が少なくて大変でしたが、

　皆さんサマースクールはいかがでしたか？ その分楽しかったです。自分は今年中学３年生なので、もう参加者と

　今回は１３１名の参加者が４日間団体合宿研修を体験 しては参加出来ません。しかしどこかの縁があったのだから、次は

しました。開校式では少し緊張していたように思えまし スタッフとして行けたらと少し考えました。今回のサマースクールは

たが、真剣な眼差しと期待感を感じました。 今まで来た時より楽しく、自分の中で盛り上がってました。この楽しさは

　この期間、皆さんはネオホッケーを真剣に取り組み、 一緒に活動した仲間がいたからで、そんな仲間と合流した初日、

バーベキューを楽しみ、絵葉書・感想文に苦戦しま 久しぶりに会う人、初めて会う人など多くの人がいました。去年と同様

した。また、ナウマンゾウ博物館や科学センター、 部屋のリーダーになり、去年より担当人数が増え、初めの方はアタフタ

善光寺の見学、化石探しやイカダ乗り体験など してしまった。大会の初種目はストラックアウト。１人２回だが自分は初球

普段めったにできないこと、新しい発見や喜びや 外した。この時反射的に土下座をした。外した瞬間に、ヤベェミスった

驚きがあったと思います。 と思ったからだ。２球目は枠の中に入りギリギリ１点。最悪の０点は回避

　この４日間で君たちは目の輝きを増し、前向きな 出来た。次はフライングゲット。正直これはガチで自信があった。実際

気持ちを持つようになったと強く感じました。 に打ち手、持ち手の４回一度もミス無く成功した。だが、そんなのは

このサマースクールで学んだこと感じたことを忘れ どうでもよく、重要なのはカラーボールで、昨年２回やって１回飛ばし

ないで、普段の生活でも行ってみて下さい。 過ぎていた。１年ぶりのリベンジ。さらに全員が見ていて圧を掛けられて

　「ルール（社会）を守ること」、「美しいお辞儀」、 いる気持ちだった。だが打ったら目的通りに飛ばせ、持ち手の璃美が

「感謝する心」など、この次に皆さんとお会いする キャッチしてくれて、１年ぶりのリベンジを果たせました。あのボールを

ときを楽しみにしています。 取ってくれてありがとう。本当に嬉しい。今回のサマースクールで初めて

達成感を感じた時でした。BBQは最初中学生が焼いて結構大変だった

<保護者の皆様へ> が少しづつ慣れてスムーズに焼く事が出来た。慣れると楽しかった。

　子供たちをサマースクールに参加させて下さった スタッフの人達と交代して外で食べて、とても楽しいBBQになりました。

保護者の方々と地方連盟の皆様へ御礼申し上げます。 大会結果は本木・潤JAPANの勝利。きっと僕の掛け声で勝利を呼んだ

　(一社)日本フロアボール連盟は、ネオホッケーを通 から勝ったのだろう。そして個人賞。昨年はエンジョイプレー賞だった

じて、心身の健全なる育成と、生涯スポーツの振興に ので、それ以外を求めて来ました。みんなが呼ばれていく中、中々

寄与することを目的とするスポーツ団体です。 自分の名前が呼ばれない。だんだん緊張してきた。結果は「MVP」

　2012年、三協会が統合され新たな体制でスタートし ２日目に言った通り、有言実行やり遂げました。これはみなさんの

８年目となりましたが、会長をはじめ役員一同はこの おかげです。ありがとうございました。最後に今回のサマースクールに

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。 参加して、いつも苦労をさせていると思いますが、きっと将来、今まで

　次世代を担う子供達を育成する活動は有意義なもの もらった恩を返せるように努力していきます。

であり、今後も必ず継続してまいりますので引き続き 本当にありがとうございました。

各種事業に対し、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 床井　陽暉　（栃木県宇都宮市　中３　富士見BGA）

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！！
２０２０年のサマースクールは、愛知県で実施する予定です。



私は今回初めて、スタッフとしてサマースクールに参加しました。初めは 今回のサマースクールでは自分自身スタッフとして２回目の参加であり、

どうなるか、すごく不安でしたが、やっていくうちにとてもやりがいがあり、 １３１名という過去最多の子供達が参加してくれました。１００人を超える

楽しいと思える様になっていきました。前回まで参加者として参加していた 人数に加え、新しいスタッフのメンバーも増え、正直不安なことが沢山

ので、その経験を生かす事が出来たと思います。スタッフとして出来る限り ありました。特に１３１名の子供達の安全を抱えるというプレッシャーが多く

の事がやれたので自分としては良かったと思いました。スタッフの皆さんは 募りました。しかし、前回参加してくれていた中学生を中心として初参加の

優しくて一緒にいて面白く、安心してやる事が出来ました。参加者の子達 子達を引っ張っていってくれました。とても助かりましたし、なによりも子供

は個性があり、一緒にやっていくうちに今回のサマースクールにスタッフと 達の成長ぶりに嬉しく思いました。このサマースクールでは多くの事を

して参加出来て良かったと思いました。皆しっかりしていて、助けてもらう 学んで帰る事が出来ます。それはスタッフも同様です。子供達から学ぶ

事もありました。今回は初参加者が多かったので、仲良くなるために話し 事もあります。ここでの経験をこれからの未来を担っていく子供達がいい

かけたり、一緒に過ごしたりしながら、安心して参加できるよう心掛け、 方向に様々な点に目を向け更に成長していってほしいと思います！

子供達も楽しそうでした。スタッフとして朝早くから夜遅くまで、頑張った 機会があればぜひ来年もスタッフとして参加し多くの事に貢献出来たらと

かいがありました。また来年も是非、スタッフとして参加したいと思います。 思います。4日間ありがとうございました！

４日間、念願のスタッフとして様々な経験ができ、嬉しかったです。 下山　桃佳（埼玉県蕨市）

全てが新鮮で最高な夏の思い出となりました。

冨田　彩羽（愛知県豊橋市） ３泊４日のサマースクールお疲れ様でした。４日間とも暑かったですが天気

に恵まれて皆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。

今回、サマースクールに初めてスタッフとして参加しました。初めての 体験活動・見学では、１人ひとり夢中になりながら昆虫化石を探したり、

スタッフ参加のサマースクールは学んだ事も、感じた事も反省する事も 同じJAPANのメンバー達と力を合わせてイカダを漕いだり、善光寺の本堂

沢山でした。今までは参加者だったので、スタッフ側の大変さが分からず、 などの見学をして普段できない事を体験しましたね。ネオホッケーの練習

今回の参加でその大変さを知りました。 初日の朝、蕨駅で集合した時 では、今回初めて参加する子供達が多く参加チーム数も増えて、地域ごと

蕨から行く人の多さにも驚き、この人数を全員怪我なく無事に長野まで のプレースタイルが様々だなとホッケーをしてる子供達の姿を見ていて

一緒に行けるのかとても不安でした。しかし、1人も怪我なく迷子もなく 思いました。１人ひとりがとても上手く、スティックを持てば小学生・中学生

無事に長野まで行けて一安心しました。ホテルで全員が集まると朝とは 学年関係なく伸びのびとプレーをしていたので子供達にとって良い交流の

比にならないくらいの人の多さに驚き、ここでまた朝と同じように不安を 場だなと思いました。是非今回のサマースクールの事を、お友達や

感じました。しかし、このサマースクールを通して大きな怪我なく全員 後輩達に話してあげて、来年のサマースクールに一緒に参加してもらえ

過ごせたので良かったです。 今回のサマースクールでは、指導者として たら嬉しいです。６年生も中学生になり、部活などで大変になってくると

プレー以外の事も多く学べたので今後その学んだ事を自分の周りの 思いますが、できる限り続けて行ってください。今年のサマースクールでも

子供達に還元していきたいです！４日間ありがとうございました！ 沢山の思い出が出来ました。大会で今回サマースクールに参加された

本木　恵瑠（埼玉県蕨市） スタッフ・子供達とまた会える事が楽しみです。

もし見かけた時には声を掛けてください。ありがとうございました。

今回初めてサマースクールのスタッフとして参加して、初めは不安で 廣瀬　英昭（栃木県宇都宮市）

いっぱいでしたが他のスタッフの方々にサポートされながら蕨組を長野に

連れていく事が出来ました。その後他の地方からの参加者と合流して 今年もスタッフとしてサマースクールに参加し、ネオホッケーの技術だけ

開校式をした時、参加者の多さにビックリしてまた不安が大きくなりま した。 ではなく私生活の面でも成長する子供達の姿を見る事が出来て良かった

その後何とかスタッフでミーティングをしたり色々な方とコミュニケーションを です。初日はスタッフに怒られたり、忘れ物をする子が多かったりしたけど、

とる事が出来、無事皆をご家族の元へ返すことが出来ました。 自分が ２日目、３日目とその数も減り優秀な子供達だったと思います。この経験を

サマースクールに参加した理由は、今所属しているチームで小学生の 忘れずにそれぞれのチームで練習し、さらに成長した姿を全国大会や

コーチとしての立場になりこれまでは学ぶ側としてサマースクールも参加 選手権で見せてくれたら嬉しいです。４日間大変だった事もありましたが、

して沢山の事を学んできました。その学んできた事と同じように自分の 無事に終われて良かったです。スタッフの皆さん本当にお世話になり

チームの小学生や中学生そして他のチームの子にも様々な事を教える側 ました。また、来年もよろしくお願いします。お疲れ様でした！

になりたいと思い参加しました。 スタッフとして参加して沢山の参加者が 佐藤　亮太（群馬県富岡市）

いる中、沢山の事を教える事が出来たのかは分かりませんが少なくとも

自分が学ぶ事が多くあったのでその事をこれからもチームの小学生や ４年続けて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。

中学生に教えてあげたいと思いました。 毎年みんなの成長を楽しみにしていますが、今年は４年目ということで、

瀧澤　稜弥（埼玉県蕨市） 最初に出会った４年生が中学生になる年であり、より成長を感じ取れた

サマースクールになりました。また、年々と暑くなる中、今年は長野県の

今回のサマースクールは１３１名の子供達が集まってくれました。昨年も 北の方ということもあり涼しく過ごせるかと思いましたが、どこへ行っても

参加してくれた子供達もいて、子供の成長の早さに驚かされた面が沢山 暑いのは変わらず、いかにも夏だなといったサマースクールになったかと

ありました。このサマースクールという行事は子供達は勿論沢山のことを 思います。そんな中でも、みんなの元気に試合をする姿や日毎に成長する

学んで帰ります。しかし、スタッフである我々も学ぶことは沢山あります。 姿を見ていると、各家庭に戻った時の保護者の方々の笑顔も想像でき、

このような機会をもうけてくださる方々に深く感謝したいと今年の参加でも こちらもしっかりしなければと考えさせられるような日々でした。私自身が

強く思うことができました。そして、次回も是非参加させていただいて、 思い返してみても、子供だけで参加する４日間の合宿は中々ありません。

先輩方の助けや子供達のサポートに多く貢献できるようにしたいです。 これから大人なっていった時に、大切な思い出としてこの4日間を心に

次回も今回以上に沢山の子供達と触れ合い、楽しみを共有できる事を 刻んでいてくれると嬉しいです。また会う日を楽しみにしています。

目標として日々努力していきたいと思います！ 鈴木　徹也（愛知県幸田町）

４日間本当にありがとうございました！

設楽　廉（東京都江戸川区）

スタッフの声①



今年は１３０人を越す参加者が集まり、毎年参加人数が増えているこの 今年でサマースクールスタッフとして参加も3回目になりました。今回は

サマースクールの魅力を、自分も再確認することが出来ました。１年ぶりに サマースクール参加人数最大の１３１名でした。未知数な人数で不安も

会う友達や共同生活をする中で出来る新しい友達と過ごす中での笑顔は ありましたがスタッフの人数も多く、スタッフ同士のコミュニケーションを綿密

僕達スタッフにも笑顔をくれ、あっという間の４日間でした。リーダー・ に取る事で事故もなく過ごせたと思います。開校式が始まるまでは待ち

サブリーダー達のネオホッケーの練習や試合で仲間に話しかける姿や、 時間が長かったりと、子供達から「つまんない」「来なきゃよかった」とぼやく

日常生活の中で見本となり率先して動いている姿は、初参加の子や下の 声が聞こえていました。しかし開校式が終わり、サマースクールが始まれば

世代にとって、とても頼もしいものだったと思います。ここで学んだ事を、 イベントやネオホッケーの練習、試合にとネガティブな言葉は聞かれなくな

自分のチームでも実践してくれると嬉しいです。全国大会や来年の りました。特に大会のチームになった時は初めは何を話せばよいかと、

サマースクールで成長したみんなに会えるのを楽しみにしています。 無言の時間がありました。しかしコーチである中学生が間に入り、話をする

杉浦　卓弥（愛知県幸田町） 事で少しづつチーム内で話が出来る様になっていきました。今までは自分

のチームの監督、コーチの言う事を聞いてるだけの子たちが自分の意見を

今回は１３０人を超える参加者が集まってくれ、嬉しい反面事故無く無事に 言って、それをこのチームでどういかすかを考える。すごく大切なことだなぁ

家まで帰す事ができるかとても不安でした。ですが、終わって振り返って と思いました。サマースクールに参加する度に子供達の成長に驚きます。

みると大きな問題も無く無事に終了出来たと思います。無事に終了出来た 長岡　千恵（埼玉県蕨市）

理由の１つとしては、初めて参加する子供が大勢いる中、複数回参加して

いる子供達が上手にその子達をリードしていたなと思います。１年目より 参加者１３１人という過去最大の人数で臨んだサマースクールでしたが、

２年目と一回りも二回りも成長しているんだなど実感しました。これからも 特に大きな怪我や病気もなく終われたことに何よりもホッとしました。

継続して参加して一緒に楽しめればいいなと思いました。また、これまで スタッフの人数を増やしたが、それにより連携が少しとれなかった感じもし、

参加者としてサマースクールに来ていた子供達が高校生になりスタッフと 自分は何度もスタッフとして参加させてもらっているからベテランスタッフと

して力を貸してくれた事がとても嬉しく、頼もしかったです。 新人スタッフの間に入りもっとスムーズに連携を取れる様にしていきたい。

また来年成長した子供達に会うのが今から楽しみです。 だんだんと参加者からスタッフとして来てくれる人が増えてきているので

松浦　太一（東京都稲城市） これからも増えてくれると嬉しい。来年もスタッフとして参加して元気な

子供達に会えるのが楽しみです。

今回のサマースクールは３回目の参加となりましたが、群馬からも昨年の 菅　和朗（東京都板橋区）

４人から１４人に大幅に増えて、事前の準備の段階からバタバタして始まり

ました。　そしてサマースクール当日は過去最多の130人超という参加者の 今回のサマースクールは参加者が今までで最高の131名の子供達が

多さに圧倒されてしまいました。それでもさすがはサマースクールに参加 集まりました。このイベントが沢山の子供達に広まりつつある事を実感

してくる選手達。ひとたびスティックを握れば目の色を変えて一生懸命 しました。４年生の参加者が増えた事、新しく参加してくれる子供達が

プレーをしていました。みんながみんな初対面でも声を掛け合い笑い合い 沢山来てくれた事が今まで続けてきた成果が出たのかなと思いました。

相談し合える、どんなに人数が増えても毎年変わらないサマースクールの また４人の元サマースクール生がスタッフとして参加してくれて次世代の

姿が見られて嬉しく思いました。私はというと、相変わらずスタッフとしては 人材育成についても少しずつではありますが前に進み始め、自分自身も

一番未熟で最終日は体調を崩してしまい、先輩スタッフの皆さんや相方に 今一度いろんな事を振り返るいい機会にもなりました。子供達が今まで

迷惑をかけ通しで本当に申し訳ありませんでしたが、大きな事故なく無事 以上にこのスポーツを楽しんでもらうためにもっと好きになってもらえる

４日間行って来れたのは何よりも良かったなと思いました。今回参加できた ためにこれからなにが出来るのか、なにをしていくことが大事なのかを

子供達はこの経験を参加できなかった子供達にしっかりと伝えて、各クラブ 考え、来年のサマースクールに活かしていきたいと思います。

はもちろん、地域、県、願わくば日本フロアボール連盟の発展に繋げて 田中　潤（東京都板橋区）

いける人材に１人でも成長して欲しいと思うと同時に、私も影ながらしっかり

とサポートができるよう努力を続けて行こうと思います。 今年は小学生１２０名と中学生１１名の合計１３１名の子供達が参加して

４日間本当にお世話になりました。お疲れさまでした。 くれて、初参加者が７５名でそのうち小学４年生が３０名でした。初めて

佐藤　将太（群馬県富岡市） 参加してくれた地域もあり、スタッフも１７人中４人が初参加、１７人中６人が

参加者として経験のある高校生で、スタッフのチームワークも必要だと

私がサマースクールにスタッフとして参加して５回目ですが、毎年参加して 思いながらの初日を迎えました。開校式では、挨拶をする・靴は揃える・

くれる子が増えて今年は１３１名の大所帯になりました。聞いてびっくり！ 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

ご新規さんもいますが、また行きたいと思わせる魅力。サマースクールでは ワークを大事にする・時間を守る、の７個を参加者にお願いしました。

ネオホッケーだけじゃなく、勉強や地元の観光地を巡りますが、ただそれ 試合では上手い子供達も、基礎練習をすると意外と出来ない子供が

だけじゃない魅力があるんだなと思いました。３泊４日たくさんの子供達に 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

囲まれての生活。リーダーを中心に様々な県の子供達やスタッフとの交流 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

がサマースクールの継続に繋がっていると気付きました。サマースクール したいと言ってくれた子、初日はちょっと頼りなかった中学生が２日目

から帰ってきて地元駅で保護者へ引き渡す時の子供達の疲れてはいる には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、

けれどキラキラした顔を見ると「あー行けて良かったなぁ」と毎回思います。 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若い

前年度は神奈川から３名だった出席者も今年は１６名と倍以上の子供達が 世代が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

参加してくれました。次はもっと増えてみんなで楽しめたらもっと嬉しいなぁ 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工夫など、

と思います！まだまだ魅力は語りつくせませんが、子供達が楽しかった！ やる事は沢山ありますが、参加者が来年も来たいと思ってくれる様な

次回も行きたい！って言ってもらえるサマースクールに私も参加し続け サマースクールにして行きたいと思っています。参加した子供達が、

たいなと思いました。 参加した事がない子供を誘ったり、中学生は部活で忙しい中、参加して

品川　典子（神奈川県川崎市） くれればと楽しみにしています。

本木　貴志（埼玉県蕨市）

スタッフの声②



2019/5/16
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

とこい　はるき

床井　陽暉
もろいし　ののこ

諸石　乃々子
おおたき　みなみ

大瀧　南
まつもと　いちご

松本　一護
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
まつもと　あおい

松本　蒼生

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
かみなが　せい

神永　星
にしお　はるか

西尾　遥花

もりた　あゆみ

森田　歩美
こばやし　さや

小林　紗弥
たむら　るい

田村　瑠唯
ほしの　つむぎ

星野　紡希
もてき　はるな

茂木　暖奈
つちや　かな

土屋　香那
たむら　ここの

田村　心乃

２０１９　青少年サマースクール　参加者名簿　①

男 中3 4回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 中3 6回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

女 中3 3回目 栃木県宇都宮市 富士見BGA

男 中1 4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

男 小4 初 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

男 小5 2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 ホワイトベアーズ

女 小6 2回目 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小4 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小6 2回目 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小4 初 栃木県宇都宮市 ホワイトベアーズ

女 小5 2回目 群馬県富岡市 群馬操球会

女 小5 2回目 群馬県富岡市 群馬操球会

男 小4 初 群馬県富岡市 群馬操球会

男 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

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



2019/5/16
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

やまぎし　ひなた

山岸　陽向
おぎわら　しんせい

荻原　心成
さわだ　あゆむ

澤田　歩
あくつ　ゆいな

阿久津　唯奈
やじま　めい

矢嶋　芽衣
いとう　あきなり

伊藤　瑛成
たじま　ちか

田嶋　千佳

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
やぶ　ほのか

薮　穂香
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
あらい　ゆうのしん

荒井　優之心

２０１９　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 小野インパルス

男 小6 初 群馬県富岡市 小野インパルス

男 小5 初 群馬県富岡市 小野インパルス

女 小5 初 群馬県富岡市 小野インパルス

女 小5 初 群馬県富岡市 小野インパルス

男 中2 5回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

男 小4 初 群馬県富岡市 小野インパルス

女 小4 初 群馬県富岡市 小野インパルス

女 中2 5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

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

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

女 小6 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小6 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小6 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

女 小6 2回目 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

男 小5 初 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ



2019/5/19
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

おくだ　ひろむ

奥田　大夢
ほった　こうすけ

堀田　康介
あんどう　こうすけ

安藤　康介
こみや　かいと

小宮　快斗
やなぎさわ　りん

柳澤　凛
わかばやし　かほ

若林　果歩
よこた　あいみ

横田　愛実
かわばた　あおば

川畑　碧葉

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
いけど　もえか

池戸　萌花
こばやし　りょうか

小林　涼佳
よしざわ　りく

吉澤　璃玖
たにやま　しゅん

谷山　瞬
あまの　りゅうせい

天野　龍誠
あまの　りゅうま

天野　龍真
ちょう　しんめい

張　宸銘

２０１９　青少年サマースクール　参加者名簿　③

男 小6 2回目 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小5 初 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

男 小5 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

女 小5 初 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小4 初 埼玉県蕨市 錦倶楽部

男 小5 2回目 埼玉県蕨市 ワラビーズ

男 小5 2回目 埼玉県蕨市 ワラビーズ

男 小5 2回目 埼玉県蕨市 ワラビーズ

男 小5 2回目 埼玉県蕨市 ワラビーズ

女 小5 初 埼玉県蕨市 ワラビーズ

女 小5 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

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



2019/5/16

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

ながしま　ゆうと

長島　優人

きたもり　かりな

北森　香里奈

たけだ　さち

武田　紗千

みやもと　あおい

宮本　碧衣

こうの　なつみ

河野　夏実

もり　こうき

森　煌希

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　虎多郎

もり　こたろう

森　琥太郎

きたずみ　りょうた

北角　綾大

あんどう　だいき

安東　大輝

たかぎ　るき

高木　留輝

いいじま　ゆうと

飯島　悠斗

まつやま　そうい

松山　創生

さわむら　りん

澤村　凛

あさの　けいじろう

浅野　慶次郎

にしたに　みさき

西谷　美咲

２０１９　青少年サマースクール　参加者名簿　④

男 小6 初 千葉県浦安市 見明川パイレーツ

女 小6 初 千葉県浦安市 見明川パイレーツ

女 小6 初 千葉県浦安市 見明川パイレーツ

女 小6 初 千葉県浦安市 見明川パイレーツ

女 小6 初 千葉県浦安市 見明川パイレーツ

男 中1 4回目 東京都江戸川区 ドリーム

女 小6 2回目 東京都江戸川区 ドリーム

女 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

男 小5 2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

男 小4 初 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

男 小5 初 東京都稲城市 平尾

男 中1 3回目 東京都稲城市 平尾

男 小4 初 東京都稲城市 平尾

女 小5 初 東京都稲城市 平尾

女 小4 初 東京都稲城市 平尾



2019/5/19

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

あらしま　あかり

荒嶋　あかり

だいとう　ゆり

大東　優里

さいとう　まい

齋藤　舞

かねやま　ここみ

金山　心美

たかの　ひろみ

高野　弘望

かみばば　ゆい

上馬場　由衣

うえはら　しゅん

上原　隼

さいとう　しゅんすけ

齋藤　春介

すわ　かんな

諏訪　栞菜

すぎもと　ももか

杉本　百香

かこ　あやの

加古　彩乃

かばしま　ちはや

樺島　千早

つかもと　うり

塚本　由梨

ささき　ゆい

佐々木　優衣

たかはし　さゆは

高橋　咲由花

おおばやし　しんのすけ

大林　慎之介

なかや　ひろと

中谷　優心

かにやしき　たいせい

蟹屋敷　大成

２０１９　青少年サマースクール　参加者名簿　⑤

女 小5 2回目 神奈川県川崎市 すみよし

女 小5 初 神奈川県川崎市 すみよし

女 小5 2回目 神奈川県川崎市 すみよし

女 小5 初 神奈川県川崎市 すみよし

女 小5 初 神奈川県川崎市 すみよし

女 小5 初 神奈川県川崎市 すみよし

男 小6 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

男 小6 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

女 小5 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

女 小6 2回目 神奈川県川崎市 フリーウィング

女 小5 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

女 小5 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

女 小5 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

女 小5 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

男 小4 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

女 小5 初 神奈川県川崎市 フリーウィング

男 中1 2回目 石川県志賀町 志賀FBC

男 小5 初 石川県志賀町 ZERO



2019/5/19
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
やすだ　あやの

安田　彩乃
すずき　ちはる

鈴木　千遥
さわぐち　はるき

澤口　春季
こしおがわ　さつき

小潮川　朔月

えざき　しゅうへい

江崎　修平
うえだ　まひろ

植田　真洸
こんどう　かんた

近藤　寛太
おおすか　かずき

大須賀　和樹
まつした　ちひろ

松下　千豊
おおさと　ひなこ

大里　日菜子
あさい　ひまり

浅井　日葵
おおすか　しゅい

大須賀　脩生
かとう　ゆうすけ

加藤　佑典
しゅとう　こうのすけ

首藤　康之介

２０１９　青少年サマースクール　参加者名簿　⑥

男 中2 5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

女 小6 3回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小6 3回目 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小6 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

男 小4 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

女 小6 初 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

男 小5 初 愛知県幸田町 トヨサカ

男 小5 初 愛知県幸田町 トヨサカ

男 小5 初 愛知県幸田町 トヨサカ

男 小5 初 愛知県幸田町 トヨサカ

男 小5 初 愛知県幸田町 トヨサカ

女 小5 初 愛知県幸田町 トヨサカ

女 小5 初 愛知県幸田町 トヨサカ

男 小4 初 愛知県幸田町 トヨサカ

男 小4 初 愛知県幸田町 トヨサカ

男 小4 初 愛知県幸田町 トヨサカ



2019/5/19

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

いちかわ　とうや

市川　統也

こもり　ひかる

小森　飛輝

みうら　そう

三浦　颯

むらた　みきとし

村田　樹俊

みわ　さとし

三輪　聡史

ひろおか　みのり

廣岡　巳愛

なりた　ちひろ

成田　千紘

なかの　ももは

中野　桃羽

むらかみ　あやね

村上　絢音

おおいし　さやな

大石　紗也奈

なかの　ゆうま

中野　佑麻

さとう　あやね

佐藤　絢音

なりた　のえ

成田　乃英

ながさわ　さとる

長澤　里瑠

きまた　ひろと

木全　大翔

２０１９　青少年サマースクール　参加者名簿　⑦

男 小6 3回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小6 3回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小6 3回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小6 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小6 3回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小6 初 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小6 2回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

女 小6 3回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

女 小6 3回目 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

女 小6 初 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

女 小6 初 愛知県幸田町 坂崎ブルービースト

男 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ストロング

女 小6 初 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 坂崎ストロング

女 小4 初 愛知県幸田町 坂崎ストロング

男 中1 4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



2019/7/31

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 51 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 45 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 38 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 45 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 38 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 35 群馬県　富岡市 実行委員

松浦
まつうら

　　太一
たいち 1312032005 男 33 東京都　稲城市 実行委員

杉浦
すぎうら

　　卓弥
たくや 2312608111 男 29 愛知県　幸田町 実行委員

鈴木
すずき

　　徹也
てつや 2312606110 男 29 愛知県　幸田町 実行委員

佐藤
さとう

　　亮太
りょうた 1018000047 男 29 群馬県　富岡市 実行委員

廣瀬
ひろせ

　　英昭
ひであき 0912010012 男 29 栃木県　宇都宮市 実行委員

設楽
したら

　　廉
れん 1312025015 男 18 東京都　江戸川区 実行委員

下山
しもやま

　　桃佳
ももか 1112000341 女 18 埼玉県　蕨市 実行委員

本木
もとき

　　恵瑠
える 1112000451 女 17 埼玉県　蕨市 実行委員

瀧澤
たきざわ

　　稜弥
りょうや 1112000401 男 16 埼玉県　蕨市 実行委員

山本
やまもと

　　拓海
たくみ 1712200335 男 16 石川県　志賀町 実行委員

冨田
とみた

　　彩羽
あやは 2313234521 女 16 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 83 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 71 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 71 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 64 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 64 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 58 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 49 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 42 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 36 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

木村
きむら

　　理
おさむ 1317060008 男 48 東京都　東久留米市

日本連盟
管理部門　広報委員

廣川
ひろかわ

　　康則
やすのり 1312022005 男 36 東京都　江戸川区

日本連盟
ネオホッケー部門　審判委員

２０１９　青少年サマースクール　スタッフ名簿

２０１９　青少年サマースクール　役員名簿



もとき　りみ たじま　しゅうご みうら　そう おおばやし　りんか なかの　ももは ながしま　ゆうと おおたき　なな もとき　える

本木　璃美 田島　秀悟 三浦　颯 大林　凛華 中野　桃羽 長島　優人 大瀧　奈々 本木　恵瑠

中2・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小6・幸田・坂崎 小6・豊橋・spiders 小6・幸田・坂崎 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・宇都宮・BGA スタッフ・蕨

もとき　りみ はねだ　しゃんてぃ いちかわ　とうや すずき　れい もり　しおん かやま　ここね うえはら　しゅん とみた　あやは

本木　璃美 羽根田　シャンティ 市川　統也 鈴木　澪 森　紫音 加山　心音 上原　隼 冨田　彩羽

中2・蕨・グラス 小6・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小6・豊橋・spiders 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・蕨・グラス 小6・川崎・フリー スタッフ・豊橋

とこい　はるき さとう　はると おぎわら　しんせい まえかわ　ちか たけだ　さち むらかみ　あやね いいだ　ゆり たなか　じゅん

床井　陽暉 佐藤　陽斗 荻原　心成 前川　智香 武田　紗千 村上　絢音 飯田　優利 田中　潤

中3・宇都宮・BGA 小6・幸田・坂崎 小6・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小6・蕨・グラス 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・幸田・坂崎 小6・蕨・グラス スタッフ・板橋

もろいし　ののこ おかべ　さえ ひろおか　みのり すずき　ちはる にしお　かえで あさの　さゆ きたもり　かりな さとう　りょうた

諸石　乃々子 岡部　紗英 廣岡　巳愛 鈴木　千遥 西尾　花楓 浅野　紗悠 北森　香里奈 佐藤　亮太

中3・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders 小6・幸田・坂崎 小6・豊橋・spiders 小6・宇都宮・ベアー 小6・蕨・グラス 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ スタッフ・富岡

ながさわ　さとる ほった　こうすけ きまた　ひろと おかだ　えいじ わかばやし　かほ おおさと　ひなこ こばやし　さや もとき　たかし

長澤　里瑠 堀田　康介 木全　大翔 岡田　英士 若林　果歩 大里　日菜子 小林　沙弥 本木　貴志

中1・小牧・ブレイズ 小5・蕨・錦 小5・小牧・ブレイズ 小5・蕨・ワラビーズ 小5・蕨・錦 小5・幸田・トヨサカ 小5・富岡・操球会 スタッフ・蕨

ながさわ　さとる あんどう　こうすけ まつやま　そうい うえだ　まひろ あらしま　あかり かばしま　ちはや あくつ　ゆいな すぎうら　たくや

長澤　里瑠 安藤　康介 松山　創生 植田　真洸 荒嶋　あかり 樺島　千早 阿久津　唯奈 杉浦　卓弥

中1・小牧・ブレイズ 小5・蕨・錦 小5・稲城・平尾 小5・幸田・トヨサカ 小5・川崎・すみよし 小5・川崎・フリー 小5・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ スタッフ・幸田

なかや　ひろと のぐち　がい まつした　ちひろ さわだ　あゆむ かこ　あやの だいとう　ゆり やなぎさわ　りん ひろかわ　やすのり

中谷　優心 野口　凱 松下　千豊 澤田　歩 加古　彩乃 大東　優里 柳澤　凛 廣川　康則

中1・志賀・志賀FBC 小5・蕨・ワラビーズ 小5・幸田・トヨサカ 小5・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小5・川崎・フリー 小5・川崎・すみよし 小5・蕨・錦 役員・江戸川

なかや　ひろと ささき　ゆい さいとう　まい いけど　もえか しゅとう　こうのすけ こしおがわ　さつき たむら　るい やまもと　たくみ

中谷　優心 佐々木　優衣 齋藤　舞 池戸　萌花 首藤　康之介 小潮川　朔月 田村　瑠唯 山本　拓海

中1・志賀・志賀FBC 小5・川崎・フリー 小5・川崎・すみよし 小5・蕨・ワラビーズ 小4・幸田・トヨサカ 小4・豊橋・spiders 小4・富岡・操球会 スタッフ・志賀

いいじま　ゆうと あんどう　だいき あさの　けいじろう かとう　ゆうすけ さとう　あやね もてき　はるな ちょう　しんめい むとう　よしたか

飯島　悠斗 安東　大輝 浅野　慶次郎 加藤　佑典 佐藤　絢音 茂木　暖奈 張　宸銘 武藤　祥崇

中1・稲城・平尾 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・稲城・平尾 小4・幸田・トヨサカ 小4・幸田・坂崎 小4・富岡・操球会 小4・蕨・ワラビーズ 役員・板橋

いいじま　ゆうと あまの　りゅうま きたずみ　りょうた なかの　ゆうま にしお　はるか つちや　かな たじま　ちか したら　れん

飯島　悠斗 天野　龍真 北角　綾大 中野　佑麻 西尾　遥花 土屋　香那 田嶋　千佳 設楽　廉

中1・稲城・平尾 小4・蕨・ワラビーズ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・幸田・坂崎 小4・宇都宮・ベアー 小4・富岡・操球会 小4・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ スタッフ・江戸川

とこい　はるき もとき　りみ いいじま　ゆうと もろいし　ののこ ながさわ　さとる なかや　ひろと

床井　陽暉 本木　璃美 飯島　悠斗 諸石　乃々子 長澤　里瑠 中谷　優心

中3・宇都宮・BGA 中2・蕨・グラス 中1・稲城・平尾 中3・宇都宮・BGA 中1・小牧・ブレイズ 中1・志賀・志賀FBC

小学生⑤
（赤）

2019 サマースクール ネオホッケー大会 チーム一覧表①

本木・潤　JAPAN

背番号等
コーチ

（中学生）
キャプテン① 副キャプテン② ③ ④ ⑤ ⑥ スタッフ⑫

小学生①
（オレンジ）

小学生②
（ピンク）

小学生③
（Mピンク）

小学生④
（Dピンク）

小学生⑥
（紫）

小学生⑦
（白）

小学生⑧
（グレー）

小学生⑨
（茶）

小学生⑩
（ワイン）

中学生



しもやま　じょうじ もりかみ　あゆむ おくだ　ひろむ えだ　ことみ さわぐち　はるき たかの　みほ こもり　ひかる まつうら　たいち

下山　譲士 森上　歩 奥田　大夢 江田　琴美 澤口　春季 高野　未歩 小森　飛輝 松浦　太一

中2・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小6・蕨・錦 小6・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders 小6・宇都宮・ベアー 小6・幸田・坂崎 スタッフ・稲城

おおたき　みなみ めざき　さな やたべ　ももは いなだ　なつみ やぶ　ほのか すわ　かんな なりた　ちひろ しもやま　ももか

大瀧　南 目崎　沙奈 矢田部　桃羽 稲田　夏美 薮　穂香 諏訪　栞菜 成田　千紘 下山　桃佳

中3・宇都宮・BGA 小6・蕨・グラス 小6・宇都宮・ベアー 小6・蕨・グラス 小6・蕨・グラス 小6・川崎・フリー 小6・幸田・坂崎 スタッフ・蕨

まつもと　いちご さいとう　しゅんすけ みわ　さとし みやもと　あおい あんどう　あやか やすだ　あやの いたがき　うみ すが　かずあき

松本　一護 齋藤　春介 三輪　聡史 宮本　碧衣 安藤　綾香 安田　彩乃 板垣　羽美 菅　和朗

中1・宇都宮・BGA 小6・川崎・フリー 小6・幸田・坂崎 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ スタッフ・板橋

とみた　ゆいと むらた　みきとし やまぎし　ひなた きこうじん　うつき こばやし　ほのか おおいし　さやな こうの　なつみ たきざわ　りょうや

冨田　唯翔 村田　樹俊 山岸　陽向 吉高神　有月 小林　ほのか 大石　紗也奈 河野　夏実 瀧澤　稜弥

中2・豊橋・アグレ 小6・幸田・坂崎 小6・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小5・蕨・ワラビーズ 小6・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ スタッフ・蕨

もり　こうき えざき　しゅうへい すぎもと　ももか もろいし　かんたろう かねやま　ここみ おおすか　かずき よこた　あいみ なかむら　たかひさ

森　煌希 江崎　修平 杉本　百香 諸石　勘太朗 金山　心美 大須賀　和樹 横田　愛実 中村　隆永

中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・幸田・トヨサカ 小5・川崎・フリー 小5・宇都宮・BGA 小5・川崎・すみよし 小5・幸田・トヨサカ 小5・蕨・錦 役員・川崎

とみた　ゆいと つかもと　うり あらい　ゆうのしん こんどう　かんた もりた　あゆみ たかの　ひろみ たかはし　さゆは ひろせ　ひであき

冨田　唯翔 塚本　由梨 荒井　優之心 近藤　寛太 森田　歩美 高野　弘望 高橋　咲由花 廣瀬　英昭

中2・豊橋・アグレ 小5・川崎・フリー 小5・蕨・グラス 小5・幸田・トヨサカ 小5・富岡・操球会 小5・川崎・すみよし 小5・川崎・フリー スタッフ・宇都宮

もり　こうき やじま　めい あさい　ひまり かみばば　ゆい かにやしき　たいせい おか　りょうたろう こみや　かいと さとう　しょうた

森　煌希 矢嶋　芽衣 浅井　日葵 上馬場　由衣 蟹屋敷　大成 岡　亮太朗 小宮　快斗 佐藤　将太

中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小5・幸田・トヨサカ 小5・川崎・すみよし 小5・志賀・ZERO 小5・蕨・ワラビーズ 小5・蕨・錦 スタッフ・富岡

まつもと　いちご よしざわ　りく おおがわら　こたろう おおすか　しゅい かみなが　せい かわばた　あおば たむら　ここの すずき　てつや

松本　一護 吉澤　璃玖 大河原　虎多郎 大須賀　脩生 神永　星 川畑　碧葉 田村　心乃 鈴木　徹也

中1・宇都宮・BGA 小4・蕨・ワラビーズ 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・幸田・トヨサカ 小4・宇都宮・ベアー 小4・蕨・錦 小4・富岡・操球会 スタッフ・幸田

しもやま　じょうじ こばやし　りょうか まつもと　あおい いとう　あきなり たにやま　しゅん たかぎ　るき にしたに　みさき しながわ　のりこ

下山　譲士 小林　涼佳 松本　蒼生 伊藤　瑛成 谷山　瞬 高木　留輝 西谷　美咲 品川　典子

中2・蕨・グラス 小5・蕨・ワラビーズ 小4・宇都宮・BGA 小4・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小4・蕨・ワラビーズ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・稲城・平尾 スタッフ・川崎

おおたき　みなみ ほしの　つむぎ さわむら　りん あまの　りゅうせい もり　こたろう おおばやし　しんのすけ なりた　のえ いかわ　まさひこ

大瀧　南 星野　紡希 澤村　凛 天野　龍誠 森　琥太郎 大林　慎之介 成田　乃英 伊川　真彦

中3・宇都宮・BGA 小4・富岡・操球会 小5・稲城・平尾 小4・蕨・ワラビーズ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・川崎・フリー 小4・幸田・坂崎 役員・飯能

しもやま　じょうじ おおたき　みなみ まつもと　いちご とみた　ゆいと もり　こうき しながわ　のりこ

下山　譲士 大瀧　南 松本　一護 冨田　唯翔 森　煌希 品川　典子

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

小学生E
（ターコイズ）

2019 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

背番号等
コーチ

（中学生）
キャプテン① 副キャプテン② ③ ④ ⑤ ⑥ スタッフ⑫

小学生A
（青）

小学生B
（エメラルド）

小学生C
（水色）

小学生D
（ネイビー）

小学生F
（黄）

小学生G
（蛍光黄色）

小学生H
（緑）

小学生I
（ライム）

小学生J
（金）

中学生



-

-

-

-

1 9:30 オレンジ 3 - 1 ターコイズ 紫 1 - 0 金

2 9:38 ピンク 1 - 2 ネイビー 白 0 - 1 ライム

3 9:46 Mピンク 2 - 0 水色 グレー 2 - 2 緑

4 9:54 Dピンク 1 - 0 エメラルド 茶 2 - 1 蛍光黄色

5 10:02 赤 2 - 1 青 ワイン 1 - 0 黄色

6 10:10 中学生A 2 - 1 中学生B オレンジ 1 - 1 ネイビー

7 10:18 紫 2 - 1 ライム ピンク 2 - 1 水色

8 10:26 白 0 - 1 緑 Mピンク 1 - 1 エメラルド

9 10:34 グレー 1 - 1 蛍光黄色 Dピンク 1 - 2 青

10 10:42 茶 0 - 0 黄色 赤 0 - 1 ターコイズ

11 10:50 ワイン 1 - 0 金 中学生A 3 - 2 中学生B

12 10:58 オレンジ 1 - 0 水色 紫 2 - 0 緑

13 11:06 ピンク 1 - 1 エメラルド 白 3 - 0 蛍光黄色

14 11:14 Mピンク 1 - 3 青 グレー 0 - 0 黄色

15 11:22 Dピンク 0 - 1 ターコイズ 茶 1 - 0 金

16 11:30 赤 1 - 0 ネイビー ワイン 0 - 0 ライム

17 11:38 中学生A 4 - 2 中学生B オレンジ 3 - 1 エメラルド

18 11:46 紫 1 - 1 蛍光黄色 ピンク 1 - 2 青

19 11:54 白 2 - 1 黄色 Mピンク 1 - 1 ターコイズ

20 13:00 グレー 1 - 1 金 Dピンク 2 - 1 ネイビー

21 13:08 茶 1 - 0 ライム 赤 0 - 3 水色

22 13:16 ワイン 1 - 1 緑 中学生A 1 - 2 中学生B

23 13:24 オレンジ 1 - 0 青 紫 0 - 2 黄色

24 13:32 ピンク 3 - 0 ターコイズ 白 3 - 0 金

25 13:40 Mピンク 1 - 1 ネイビー グレー 5 - 1 ライム

26 13:48 Dピンク 2 - 0 水色 茶 0 - 1 緑

27 13:56 赤 1 - 6 エメラルド ワイン 3 - 0 蛍光黄色

28 14:04 中学生A 0 - 0 スタッフ

29 14:12 スタッフ 3 - 1 中学生B

2019青少年サマースクールin長野　ネオホッケー大会

Aコート Bコート

本木・潤JAPAN 菅・太一JAPAN 本木・潤JAPAN 菅・太一JAPAN

昼　　食

20 22
32 20

29勝13敗14分

※試合時間は7分

16:00 ストラックアウト
124 124
105 133

17:00 フライングゲット



たじま　しゅうご とこい　はるき
田島　秀悟 床井　陽暉

小6・幸田・坂崎 中3・宇都宮・BGA
みうら　そう はねだ　しゃんてぃ さとう　はると おかべ　さえ ほった　こうすけ まつやま　そうい
三浦　颯 羽根田　シャンティ 佐藤　陽斗 岡部　紗英 堀田　康介 松山　創生

小6・幸田・坂崎 小6・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小6・豊橋・spiders 小5・蕨・錦 小5・稲城・平尾
かこ　あやの しゅとう　こうのすけ あんどう　だいき なかの　ゆうま もりかみ　あゆむ やたべ　ももは
加古　彩乃 首藤　康之介 安東　大輝 中野　佑麻 森上　歩 矢田部　桃羽

小5・川崎・フリー 小4・幸田・トヨサカ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・幸田・坂崎 小6・豊橋・spiders 小6・宇都宮・ﾍﾞｱｰ
あんどう　あやか むらた　みきとし すぎもと　ももか こんどう　かんた こみや　かいと おおすか　しゅい

安藤　綾香 村田　樹俊 杉本　百香 近藤　寛太 小宮　快斗 大須賀　脩生
小6・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小5・川崎・フリー 小5・幸田・トヨサカ 小5・蕨・錦 小4・幸田・トヨサカ
たかぎ　るき もり　こたろう もろいし　ののこ しもやま　じょうじ
高木　留輝 森　琥太郎 諸石　乃々子 下山　譲士

小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中3・宇都宮・BGA 中2・蕨・グラス
たかの　みほ まえかわ　ちか めざき　さな すずき　れい みわ　さとし いちかわ　とうや
高野　未歩 前川　智香 目崎　沙奈 鈴木　澪 三輪　聡史 市川　統也

小6・宇都宮・ﾍﾞｱｰ 小6・蕨・グラス 小6・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小6・幸田・坂崎 小6・幸田・坂崎
かわばた　あおば みやもと　あおい すわ　かんな なかの　ももは おおいし　さやな とみた　ゆいと

川畑　碧葉 宮本　碧衣 諏訪　栞菜 中野　桃羽 大石　紗也奈 冨田　唯翔
小4・蕨・錦 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・川崎・フリー 小6・幸田・坂崎 小6・幸田・坂崎 中2・豊橋・アグレ
もり　しおん おおばやし　りんか ひろおか　みのり むらかみ　あやね もとき　りみ
森　紫音 大林　凛華 廣岡　巳愛 村上　絢音 本木　璃美

小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・豊橋・spiders 小6・幸田・坂崎 小6・幸田・坂崎 中2・蕨・グラス
まつもと　あおい にしお　はるか もてき　はるな つちや　かな たむら　ここの きたずみ　りょうた

松本　蒼生 西尾　遥花 茂木　暖奈 土屋　香那 田村　心乃 北角　綾大
小4・宇都宮・BGA 小4・宇都宮・ﾍﾞｱｰ 小4・富岡・操球会 小4・富岡・操球会 小4・富岡・操球会 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ
にしたに　みさき さわだ　あゆむ あくつ　ゆいな やじま　めい さわむら　りん たかの　ひろみ

西谷　美咲 澤田　歩 阿久津　唯奈 矢嶋　芽衣 澤村　凛 高野　弘望
小4・稲城・平尾 小5・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小5・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小5・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小5・稲城・平尾 小5・川崎・すみよし

たかはし　さゆは えざき　しゅうへい うえだ　まひろ おおすか　かずき たけだ　さち さいとう　しゅんすけ
高橋　咲由花 江崎　修平 植田　真洸 大須賀　和樹 武田　紗千 齋藤　春介

小5・川崎・フリー 小5・幸田・トヨサカ 小5・幸田・トヨサカ 小5・幸田・トヨサカ 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・川崎・フリー
さわぐち　はるき

澤口　春季
小6・豊橋・spiders

たじま　ちか あさの　けいじろう こしおがわ　さつき わかばやし　かほ あらしま　あかり えだ　ことみ
田嶋　千佳 浅野　慶次郎 小潮川　朔月 若林　果歩 荒嶋　あかり 江田　琴美

小4・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小4・稲城・平尾 小4・豊橋・spiders 小5・蕨・錦 小5・川崎・すみよし 小6・宇都宮・BGA
にしお　かえで いなだ　なつみ ながしま　ゆうと こうの　なつみ うえはら　しゅん やすだ　あやの

西尾　花楓 稲田　夏美 長島　優人 河野　夏実 上原　隼 安田　彩乃
小6・宇都宮・ﾍﾞｱｰ 小6・蕨・グラス 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・川崎・フリー 小6・豊橋・spiders

もりた　あゆみ おかだ　えいじ かみばば　ゆい かばしま　ちはや つかもと　うり おぎわら　しんせい
森田　歩美 岡田　英士 上馬場　由衣 樺島　千早 塚本　由梨 荻原　心成

小5・富岡・操球会 小5・蕨・ワラビーズ 小5・川崎・すみよし 小5・川崎・フリー 小5・川崎・フリー 小6・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ
いいだ　ゆり こばやし　ほのか すずき　ちはる まつもと　いちご おおたき　みなみ
飯田　優利 小林　ほのか 鈴木　千遥 松本　一護 大瀧　南

小6・蕨・グラス 小6・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 中1・宇都宮・BGA 中3・宇都宮・BGA
たにやま　しゅん おおばやし　しんのすけ かとう　ゆうすけ もろいし　かんたろう あらい　ゆうのしん あんどう　こうすけ

谷山　瞬 大林　慎之介 加藤　佑典 諸石　勘太朗 荒井　優之心 安藤　康介
小4・蕨・ワラビーズ 小4・川崎・フリー 小4・幸田・トヨサカ 小5・宇都宮・BGA 小5・蕨・グラス 小5・蕨・錦
きこうじん　うつき まつした　ちひろ きまた　ひろと いたがき　うみ こもり　ひかる もり　こうき

吉高神　有月 松下　千豊 木全　大翔 板垣　羽美 小森　飛輝 森　煌希
小5・蕨・ワラビーズ 小5・幸田・トヨサカ 小5・小牧・ブレイズ 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・幸田・坂崎 中1・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

ながさわ　さとる
長澤　里瑠

中1・小牧・ブレイズ
ちょう　しんめい なりた　のえ こばやし　さや やなぎさわ　りん いけど　もえか さいとう　まい

張　宸銘 成田　乃英 小林　沙弥 柳澤　凛 池戸　萌花 齋藤　舞
小4・蕨・ワラビーズ 小4・幸田・坂崎 小5・富岡・操球会 小5・蕨・錦 小5・蕨・ワラビーズ 小5・川崎・すみよし

かねやま　ここみ かにやしき　たいせい あさい　ひまり おおたき　なな やまぎし　ひなた あさの　さゆ
金山　心美 蟹屋敷　大成 浅井　日葵 大瀧　奈々 山岸　陽向 浅野　紗悠

小5・川崎・すみよし 小5・志賀・ZERO 小5・幸田・トヨサカ 小6・宇都宮・BGA 小6・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小6・蕨・グラス
かやま　ここね やぶ　ほのか おくだ　ひろむ きたもり　かりな なりた　ちひろ なかや　ひろと

加山　心音 薮　穂香 奥田　大夢 北森　香里奈 成田　千紘 中谷　優心
小6・蕨・グラス 小6・蕨・グラス 小6・蕨・錦 小6・浦安・ﾊﾟｲﾚｰﾂ 小6・幸田・坂崎 中1・志賀・志賀FBC

かみなが　せい ほしの　つむぎ たむら　るい いとう　あきなり よしざわ　りく あまの　りゅうま
神永　星 星野　紡希 田村　瑠唯 伊藤　瑛成 吉澤　璃玖 天野　龍真

小4・宇都宮・ﾍﾞｱｰ 小4・富岡・操球会 小4・富岡・操球会 小4・富岡・ｲﾝﾊﾟﾙｽ 小4・蕨・ワラビーズ 小4・蕨・ワラビーズ
あまの　りゅうせい さとう　あやね よこた　あいみ のぐち　がい おか　りょうたろう こばやし　りょうか

天野　龍誠 佐藤　絢音 横田　愛実 野口　凱 岡　亮太朗 小林　涼佳
小4・蕨・ワラビーズ 小4・幸田・坂崎 小5・蕨・錦 小5・蕨・ワラビーズ 小5・蕨・ワラビーズ 小5・蕨・ワラビーズ
おおがわら　こたろう だいとう　ゆり ささき　ゆい おおさと　ひなこ いいじま　ゆうと

大河原　虎多郎 大東　優里 佐々木　優衣 大里　日菜子 飯島　悠斗
小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・川崎・すみよし 小5・川崎・フリー 小5・幸田・トヨサカ 中1・稲城・平尾

ベスト６

2019 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・潤JAPAN

最優秀賞（ＭＶＰ）

優秀賞

中高生のコーチ推薦
（ビブスの色順）

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

やまもと　たくみ いいじま　ゆうと いちかわ　とうや さわだ　あゆむ かわばた　あおば かとう　ゆうすけ

山本　拓海 飯島　悠斗 市川　統也 澤田　歩 川畑　碧葉 加藤　佑典

スタッフ・志賀 中1・稲城・平尾 小6・幸田・坂崎 小5・富岡・インパルス 小4・蕨・錦 小4・幸田・トヨサカ

やまもと　たくみ たじま　しゅうご うえはら　しゅん あんどう　こうすけ こんどう　かんた まつもと　あおい

山本　拓海 田島　秀悟 上原　隼 安藤　康介 近藤　寛太 松本　蒼生

スタッフ・志賀 小6・幸田・坂崎 小6・川崎・フリー 小5・蕨・錦 小5・幸田・トヨサカ 小4・宇都宮・BGA

たきざわ　りょうや もり　こうき こもり　ひかる こみや　かいと たにやま　しゅん しゅとう　こうのすけ

瀧澤　稜弥 森　煌希 小森　飛輝 小宮　快斗 谷山　瞬 首藤　康之介

スタッフ・蕨 中1・江戸川・ドリーム 小6・幸田・坂崎 小5・蕨・錦 小4・蕨・ワラビーズ 小4・幸田・トヨサカ

たきざわ　りょうや もりかみ　あゆむ おかだ　えいじ おおすか　かずき たむら　るい おおばやし　しんのすけ

瀧澤　稜弥 森上　歩 岡田　英士 大須賀　和樹 田村　瑠唯 大林　慎之介

スタッフ・蕨 小6・豊橋・spiders 小5・蕨・ワラビーズ 小5・幸田・トヨサカ 小4・富岡・操球会 小4・川崎・フリー

すずき　てつや まつもと　いちご みうら　そう のぐち　がい あんどう　だいき おおすか　しゅい

鈴木　徹也 松本　一護 三浦　颯 野口　凱 安東　大輝 大須賀　脩生

スタッフ・幸田 中1・宇都宮・BGA 小6・幸田・坂崎 小5・蕨・ワラビーズ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・幸田・トヨサカ

さとう　りょうた おくだ　ひろむ もろいし　かんたろう かにやしき　たいせい うえだ　まひろ もり　こたろう

佐藤　亮太 奥田　大夢 諸石　勘太朗 蟹屋敷　大成 植田　真洸 森　琥太郎

スタッフ・富岡 小6・蕨・錦 小5・宇都宮・BGA 小5・志賀・ZERO 小5・幸田・トヨサカ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

さとう　しょうた とみた　ゆいと さいとう　しゅんすけ きまた　ひろと あまの　りゅうま なかの　ゆうま

佐藤　将太 冨田　唯翔 齋藤　春介 木全　大翔 天野　龍真 中野　佑麻

スタッフ・富岡 中2・豊橋・アグレ 小6・川崎・フリー 小5・小牧・ブレイズ 小4・蕨・ワラビーズ 小4・幸田・坂崎

まつうら　たいち さとう　はると おおがわら　こたろう ほった　こうすけ いとう　あきなり よしざわ　りく

松浦　太一 佐藤　陽斗 大河原　虎多郎 堀田　康介 伊藤　瑛成 吉澤　璃玖

スタッフ・稲城 小6・幸田・坂崎 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・錦 小4・富岡・インパルス 小4・蕨・ワラビーズ

すが　かずあき ながさわ　さとる おぎわら　しんせい おか　りょうたろう まつした　ちひろ たかぎ　るき

菅　和朗 長澤　里瑠 荻原　心成 岡　亮太朗 松下　千豊 高木　留輝

スタッフ・板橋 中1・小牧・ブレイズ 小6・富岡・インパルス 小5・蕨・ワラビーズ 小5・幸田・トヨサカ 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

すぎうら　たくや なかや　ひろと すずき　れい きこうじん　うつき ほしの　つむぎ きたずみ　りょうた

杉浦　卓弥 中谷　優心 鈴木　澪 吉高神　有月 星野　紡希 北角　綾大

スタッフ・幸田 中1・志賀・志賀FBC 小6・豊橋・spiders 小5・蕨・ワラビーズ 小4・富岡・操球会 小4・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ

ひろせ　ひであき しもやま　じょうじ みわ　さとし ながしま　ゆうと まつやま　そうい ちょう　しんめい こしおがわ　さつき

廣瀬　英昭 下山　譲士 三輪　聡史 長島　優人 松山　創生 張　宸銘 小潮川　朔月

スタッフ・宇都宮 中2・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小6・浦安・パイレーツ 小5・稲城・平尾 小4・蕨・ワラビーズ 小4・豊橋・spiders

したら　れん とこい　はるき むらた　みきとし やまぎし　ひなた あらい　ゆうのしん えざき　しゅうへい あまの　りゅうせい あさの　けいじろう

設楽　廉 床井　陽暉 村田　樹俊 山岸　陽向 荒井　優之心 江崎　修平 天野　龍誠 浅野　慶次郎

スタッフ・江戸川 中3・宇都宮・BGA 小6・幸田・坂崎 小6・富岡・インパルス 小5・蕨・グラス 小5・幸田・トヨサカ 小4・蕨・ワラビーズ 小4・稲城・平尾

わたなべ　つとむ

渡邉　惇

役員・中央

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

わだ　きくお なかむら　たかひさ

和田　喜久夫 中村　隆永

役員・八王子 役員・川崎

かんだ　てつよし ひろかわ　やすのり

神田　哲賢 廣川　康則

役員・江戸川 役員・江戸川

さがわ　たかし

佐川　隆

役員・浦安

むとう　よしたか いかわ　まさひこ

武藤　祥崇 伊川　真彦

役員・板橋 役員・飯能

きむら　おさむ

木村　理

役員・東久留米

2019　青少年サマースクール　バートンホテル部屋割表①

2019/7/25

5
F

5001
ツイン

＋
6帖

男 5

5002

5004
ツイン

＋
6帖

男 5

ツイン
＋
6帖

男 5

5003
ツイン

＋
6帖

男 5

5006
ツイン

＋
6帖

男 5

5005
ツイン

＋
6帖

男 5

5008
ツイン

＋
6帖

男 5

5007
ツイン

＋
6帖

男 5

5010
ツイン

＋
6帖

男 5

5009
ツイン

＋
6帖

男 5

4
F

4008
ツイン

＋
7.5帖

男 6

4010
ツイン

＋
7.5帖

男 7

4002
ツイン

＋
6帖

男 2 8/3～8/5

役
員

4001
ツイン

＋
6帖

男 1 8/2～8/4

3007
ツイン

＋
4.5帖

男 2

4007
ツイン

＋
4.5帖

男 2 全日

全日

3009
ツイン

＋
4.5帖

男 2 8/2～8/4

2009
ツイン

＋
4.5帖

男 1 全日

4009
ツイン

＋
4.5帖

男 2 8/3～8/4



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 はねだ　しゃんてぃ おおたき　なな みやもと　あおい かこ　あやの なりた　のえ

品川　典子 羽根田　シャンティ 大瀧　奈々 宮本　碧衣 加古　彩乃 成田　乃英

スタッフ・川崎 小6・蕨・グラス 小6・宇都宮・BGA 小6・浦安・パイレーツ 小5・川崎・フリー 小4・幸田・坂崎

しもやま　ももか ひろおか　みのり やぶ　ほのか もりた　あゆみ だいとう　ゆり かみなが　せい

下山　桃佳 廣岡　巳愛 薮　穂香 森田　歩美 大東　優里 神永　星

スタッフ・蕨 小6・幸田・坂崎 小6・蕨・グラス 小5・富岡・操球会 小5・川崎・すみよし 小4・宇都宮・ベアー

しもやま　ももか えだ　ことみ いいだ　ゆり すずき　ちはる やなぎさわ　りん かばしま　ちはや

下山　桃佳 江田　琴美 飯田　優利 鈴木　千遥 柳澤　凛 樺島　千早

スタッフ・蕨 小6・宇都宮・BGA 小6・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小5・蕨・錦 小5・川崎・フリー

しながわ　のりこ めざき　さな たかの　みほ むらかみ　あやね あくつ　ゆいな さいとう　まい

品川　典子 目崎　沙奈 高野　未歩 村上　絢音 阿久津　唯奈 齋藤　舞

スタッフ・川崎 小6・蕨・グラス 小6・宇都宮・ベアー 小6・幸田・坂崎 小5・富岡・インパルス 小5・川崎・すみよし

もとき　える もり　しおん あんどう　あやか こうの　なつみ たかの　ひろみ もてき　はるな

本木　恵瑠 森　紫音 安藤　綾香 河野　夏実 高野　弘望 茂木　暖奈

スタッフ・蕨 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小6・蕨・グラス 小6・浦安・パイレーツ 小5・川崎・すみよし 小4・富岡・操球会

もとき　える やたべ　ももは こばやし　ほのか おおいし　さやな わかばやし　かほ つかもと　うり

本木　恵瑠 矢田部　桃羽 小林　ほのか 大石　紗也奈 若林　果歩 塚本　由梨

スタッフ・蕨 小6・宇都宮・ベアー 小6・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小5・蕨・錦 小5・川崎・フリー

とみた　あやは いなだ　なつみ にしお　かえで いたがき　うみ かみばば　ゆい あさい　ひまり つちや　かな

冨田　彩羽 稲田　夏美 西尾　花楓 板垣　羽美 上馬場　由衣 浅井　日葵 土屋　香那

スタッフ・豊橋 小6・蕨・グラス 小6・宇都宮・ベアー 小6・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・川崎・すみよし 小5・幸田・トヨサカ 小4・富岡・操球会

とみた　あやは おおたき　みなみ あさの　さゆ さわぐち　はるき よこた　あいみ ささき　ゆい たじま　ちか

冨田　彩羽 大瀧　南 浅野　紗悠 澤口　春季 横田　愛実 佐々木　優衣 田嶋　千佳

スタッフ・豊橋 中3・宇都宮・BGA 小6・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小5・蕨・錦 小5・川崎・フリー 小4・富岡・インパルス

もとき　たかし すわ　かんな なりた　ちひろ たけだ　さち あらしま　あかり いけど　もえか たむら　ここの

本木　貴志 諏訪　栞菜 成田　千紘 武田　紗千 荒嶋　あかり 池戸　萌花 田村　心乃

スタッフ・蕨 小6・川崎・フリー 小6・幸田・坂崎 小6・浦安・パイレーツ 小5・川崎・すみよし 小5・蕨・ワラビーズ 小4・富岡・操球会

もとき　たかし おおばやし　りんか かやま　ここね なかの　ももは こばやし　りょうか たかはし　さゆは にしたに　みさき

本木　貴志 大林　凛華 加山　心音 中野　桃羽 小林　涼佳 高橋　咲由花 西谷　美咲

スタッフ・蕨 小6・豊橋・spiders 小6・蕨・グラス 小6・幸田・坂崎 小5・蕨・ワラビーズ 小5・川崎・フリー 小4・稲城・平尾

たなか　じゅん もとき　りみ おかべ　さえ きたもり　かりな こばやし　さや すぎもと　ももか おおさと　ひなこ にしお　はるか

田中　潤 本木　璃美 岡部　紗英 北森　香里奈 小林　沙弥 杉本　百香 大里　日菜子 西尾　遥花

スタッフ・板橋 中2・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小6・浦安・パイレーツ 小5・富岡・操球会 小5・川崎・フリー 小5・幸田・トヨサカ 小4・宇都宮・ベアー

ながおか　ちえ もろいし　ののこ まえかわ　ちか やすだ　あやの やじま　めい かねやま　ここみ さわむら　りん さとう　あやね

長岡　千恵 諸石　乃々子 前川　智香 安田　彩乃 矢嶋　芽衣 金山　心美 澤村　凛 佐藤　絢音

スタッフ・蕨 中3・宇都宮・BGA 小6・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小5・富岡・インパルス 小5・川崎・すみよし 小5・稲城・平尾 小4・幸田・坂崎

やまもと　たくみ たきざわ　りょうや 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

山本　拓海 瀧澤　稜弥 設楽　廉 廣瀬　英昭 佐藤　亮太 鈴木　徹也 杉浦　卓弥

スタッフ・志賀 スタッフ・蕨 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

まつうら　たいち さとう　しょうた すが　かずあき たなか　じゅん もとき　たかし

松浦　太一 佐藤　将太 菅　和朗 田中　潤 本木　貴志

スタッフ・稲城 スタッフ・富岡 スタッフ・板橋 スタッフ・板橋 スタッフ・蕨

2003

2008

とみた　あやは もとき　える しもやま　ももか ながおか　ちえ しながわ　のりこ

冨田　彩羽 本木　恵瑠 下山　桃佳 長岡　千恵 品川　典子

スタッフ・豊橋 スタッフ・蕨 スタッフ・蕨 スタッフ・蕨 スタッフ・川崎

2019　青少年サマースクール　バートンホテル部屋割表②
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3
F

3001
ツイン

＋
6帖

女 5

3003
ツイン

＋
6帖

女 5

3002
ツイン

＋
6帖

女 5

5

3005
ツイン

＋
6帖

女 5

3006
ツイン

＋
6帖

女 5

3004
ツイン

＋
6帖

女

3010
ツイン

＋
7.5帖

女 6

3008
ツイン

＋
7.5帖

女 6

2005 和室
11帖

女 6

2
F

2004 和室
11帖

女 6

2006 和室
12帖

女 7

2007 和室
12帖

女 7

ス
タ

ッ
フ

2001
&

2002

和室
23帖

壁無し
男 12

男子の看護部屋

看護士＆女子の看護部屋

2010
ツイン

＋
7.5帖

女 5


