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第 34 回都民スポレクふれあい大会 開催

第 33 回都民スポレクふれあい大会 開催
2022 年 3 月 26 日（土）ずっと延期になっていたスポレクふれあい大会が

2022 年 6 月 12 日（日）予定通りに開催され、今年二回目のスポレクふれあい

ようやく開催されました。東京都、一般社団法人東京都レクリエーション協会

大会となりました。今回は開催地の港区のメンバーさんやサポートメンバーさん

主催の、都民の誰もが気軽に参加できるスポーツレクリエーションの競技大会

のご協力のおかげで、なんとかスムーズな運営ができ、感謝申し上げます。

です。久しぶりの大きな大会となり、たくさんの方が参加され、熱戦がくりひろげら

各クラスの優勝者は次のとおりです。

れました。また、皆様のご協力により、感染者等発生せずに、無事終了すること

クラス

ができました。各クラスの優勝者は次のとおりです。

クラス

優勝者

一般男子 A
一般女子 A
一般男子 B
一般女子 B
一般男子Ｃ
一般女子Ｃ
シニア男子Ａ
シニア女子Ａ
シニア男子Ｂ
シニア女子Ｂ
ジュニア

所

属

野口

恭平

中野 ピーチファミリー

青栁

文敏

中野 桃園 PTC

内野

幸栄

杉並 ポケットクラブ

池田 真由美

中野 中野セブン

細野

裕平

中野 あらちっこ

西村

和明

中野 野方クラブ

李

貴 珍

一般男子 A
参加人数

杉並 ピーチクラブ

塚野

好美

杉並 悠々クラブ

今井

秀行

新宿

新宿 大久保スポーツ広場

川上 恭一郎

新宿

新宿 大久保スポーツ広場

野中 真由美

中野 オールウェイズ

米川 久美子

中野 中体パドル同好会

岡田

中野 桃園 PTC

征利

大久保 和久

中野 中野セブン

高村

文子

中野 中体パドル同好会

宮本

良子

中野 中野ジェネシス

横塚

友二

中野 上高田ナイン

壁田

一雄

中野 中野セブン

村田

智子

杉並 ピーチクラブ

江口

光子

杉並 ピーチクラブ

今井

康太

中野 中野セブン

市本

瑛大

中野 中野セブン

14 人

一般女子 A

16 人

一般男子 B

10 人

一般女子 B

8人

一般男子Ｃ

6人

一般女子Ｃ

14 人

シニア男子Ａ

12 人

シニア女子Ａ

14 人
12 人
20 人

シニア男子
Ｂ
シニア女子
Ｂ
ジュニア

優勝者

所

属

宮 崎

剛

青 栁

文 敏

中野 桃園クラブ

小林

和枝

中野 パドルフレッシュ

篠原

妙子

中野 ジェネシス

比留間

隆

中野 グラッシーズ

三鷹 チーム鈴木

相川

進一

三鷹 ウエスト PTC

栗 原

静

戸敷

菜乃

新宿 神楽坂 PTC

薩川

正春

在住

新宿 チャレスポ天神

辻

修

港区 PT 芝浦

田 宮

泉

港区 PT 芝浦

延原

美和

港区 PT 芝浦

小寺

光彦

杉並 ドリーム

善谷

亮太

練馬 南町 PTC

小寺

美香

杉並 上井草クラブ

堀口

典子

練馬 南町 PTC

赤羽根 周三

杉並 悠々クラブ

青木

杉並 ポケットクラブ

義成

大瀧 真理子

港区 PT 三田白金

金子

厚美

港区 PT 芝浦

瀧元

冬花

三鷹ウエスト PTC

相川

和泉

三鷹ウエスト PTC

参加人数

26 人
20 人
12 人
8人
8人
14 人
10 人
8人
12 人
16 人
14 人

14 人

東京都パドルテニス協会 定期総会 開催
去年はコロナ蔓延のため、書面での議決となりましたが、
４月２４日（日）定期総会が中野区産業振興センターにて開催されました
1. 2021 年度 事業報告

2. 2021 年度 会計報告

3. 2022 年度 事業計画

4. 2022 年度 予算案

☆回答していただいたアンケートですが、
回収 22 枚で回答の差が得られませんでし

について、報告、審議の上承認されました。

たが、ミックス大会の開催、大会費用の

5．人事について

検討や、新たな体育館の調査など今後も行っていきます。また、ご意見がありましたら、

茂呂理事、安部理事、細川理事の理事退任。

本部までお寄せください。

普及指導部の稲垣副部長の副部長退任が報告されました。
新たに、堀口理事の普及指導部副部長就任が承認されました。

今後の予定

さらに、大会種目にミックスを加えることを、検討することとしました。
また、理事の人数の減少に伴い、大会などでのお手伝いをお願いする、
サポートメンバーを、理事の推薦により任命することとなりました。

シニア交流会

協会会員の皆様におかれましては、お忙しいとは思いますが、協会の運営への
ご協力があってはじめて、事業の開催が可能となります。
今後とも積極的なご協力のほど よろしくお願いいたします。

〇 2022 年 7 月 2 日（土） 中野区キリンレモンスポーツセンター
〇 2022 年 7 月 24 日（日） 中野区キリンレモンスポーツセンター

第 39 回 関東大会
〇 2022 年 9 月 17 日（土） ～ 18 日（日）兵庫県明石市 明石中央体育館
第 76 回全国レクリエーション大会 2022 ひょうご
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おめでとうございます！
東京都スポーツ振興功労受賞

明けまして おめでとうございます。

中野区パドルテニス連盟

２年近くも中止や延期となっていた たくさんのイベントが、昨年１０月以降コロナ

東京都スポーツ功労賞受賞

の落ち着きを見て再開され始めたのは、大変喜ばしいことでしたが再び変異した

中野区パドルテニス連盟理事長 鈴木清人さん

オミクロン株が世界中に広がり始め、日本でも油断できない状況になって来まし

(一社)東京都レクリエーション協会から表彰

た。 このコロナ禍の中で従来の生活が維持出来なくなり、変わらざるを得なくなっ
た日常生活の中で、如何に心と身体の健康を整えていくには、私たち一人一人の

杉並区パドルテニス協会理事長 田中光茂さん

知恵の発揮しどころでしょう。

中野区パドルテニス連盟 パドルフレッシュ

コロナだからと云って引き込んでいると、心も身体も縮んでしまいます。

日本パドルテニス協会 松本文明会長より

幸いパドルテニスはネットを挟んで、相手との距離を保ってプレイ出来ます。万全
の感染予防対策を怠らず、新しい寅年に向かって心も身体も拡げましょう。

この度 中野区パドルテニス連盟が東京都知事から、スポーツ振興功労を受賞

皆様にとって幸せな年でありますように

したことは、スポーツ団体として最高の名誉である。

会 長

河井 恵美

令和３年 11 月３日（水・祝）東京都議会議事堂都民

令和３年度都立特別支援学校活用促進事業

ホールにおいて令和３年度スポーツ功労賞表彰式が
行われました。東京都のスポーツ・レクリエーションの
発展に貢献された個人・団体が表彰され受賞者代表

令和３年 11 月６日（土）・１１月２３日（火・祝）２回 府中市武蔵台学園にて、都内

中野区パドルテニス連盟理事長 鈴木清人さんから

特別支援学校を、障害者スポーツの拠点の一つとして、障害のある方もない方も
楽しめるパドルテニス体験教室を開催致しました。

＜ 受賞者代表 鈴木清人氏 ＞

安全第一に、参加者の運動量を考慮し介助や

謝辞述べられました。

長年にわたる普及振興に寄与された個人 杉並区パドルテニス協会理事長

誘導 休憩時間等に注意を払い、基本的な

田中光茂さん、率先して団体活動を実践されている渡部孝子さん代表中野区

グランドストローク ボレー サーブの練習後

パドルテニス連盟パドルフレッシュ受賞おめでとうございます。

ゲームも楽しんでもらえました。
スタッフ・ボランティアの方々にご協力頂き、

２０２1 年度 新宿区パドルテニス大会

無事終了致しました。パドルテニスを楽しみ
心身の健康維持増進に繋がることを願って
おります。

令和３年１１月２８日（日）新宿スポーツセンター３階大体育館にて、新宿区
パドルテニス協会主催 「新宿区パドルテニス大会」が開催されました。
新宿区長 吉住健一様にご臨席を賜り
午前の部 一般男・女 シングルス
午後の部 男子ダブルス Ａ・Ｂ
女子ダブルス Ａ・Ｂ
ジュニアダブルス
新型コロナウイルス感染症予防対策
を講じた上で開催されました。

今後の予定

第１４回 三鷹市長杯パドルテニス大会
○

３月２６日（土） 第３３回都民スポレクふれあい大会 ０９：３０～１７：３０
キリンレモンスポーツセンター
※ 申込締切日 ２月２１日（月）まで延長

○

４月２４日（日） 定期総会 中野区産業振興センター

○

７月 ２日（土） 東京都シニア交流大会

○

７月２４日（日） 関東大会

令和３年 11 月６日（土）三鷹市 SUBARU 総合スポーツセンター メインアリーナ
にて、三鷹市パドルテニス協会主催 第１４回「三鷹市長杯パドルテニス大会」が
開催されました。

宣誓 ！
私たち選手一同は
コロナに打ち勝ち 安心して
パドルが出来る未来を願い

令和４年度協会登録

最後まで全力でプレーする

東京都協会定期総会時までに、各地区取りまとめのうえ、登録者申請書の

ことを誓います

提出と、登録費１，７００円（東京都パドルテニス協会 500 円 ＋ 日本パドル
テニス協会 1,200 円）ジュニア８００円 納入をお願い致します。

午前の部お試し体験会では、三鷹市在住の方々に
パドルテニスを楽しんでもらいました。
午後の部 一般男女ダブルス シニア男女ダブルス

※今後の大会要項等 順次ＨＰに掲載致します。

東京都パドルテニス協会 公式ホームページ

ジュニアダブルス 熱戦が繰り広げられました。

URL https://www.tokyo-paddle.org
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「令和 3 年度 日本パドルテニス協会公認 指導者検定会」 開催

河井恵美会長ご挨拶

10 月 24 日（日） 世田谷駒沢オリンピック公園総合運動場体育館にて開催され
ました。17 人の受験者が、実技検定、日本パドルテニス協会永盛理事長による

始めましての皆様、お久し振りの皆様

講義、筆記検定に臨みました。

再度お仲間入りをさせて頂くことになりました
河井でございます。
前回は、パドルテニスで東京国体に参加したい
と云う皆さんの熱い思いで頑張りました。
が今回は大変な時期にお引き受けすることに
なってしまいました。
２年にもなろうとするコロナ禍の中、又、どんどん
変異して感染力の強まるコロナウィルスによって人
も経済も自粛・萎粛を強いられて来ました。そんな中で無観客と云う異常なオリン
ピック・パラリンピックが開催されたり、加えて異常気象による自然災害等々、未

「東京みんなのスポーツ塾」 開催

経験な世の中でした。
この大混乱な世の中を、戦後の混乱期に匹敵すると云う学者もおります。

同日、指導者を育成することで都民がスポーツに親しむ機会の創出に寄与
することを目的として、例年通り開催されました。38 人の方が参加され、3 つのコ

しかし、戦後の東京は全てが（無）でした。
今は、どんなに心が折れそうになっても仲間が居ます。会場の閉鎖で練習が

ースに分かれ、当協会顧問に就任した中嶋康博プロコーチと小野田克彦・井上

出来なくても、大会が中止となっても、パドルテニスがあります。

剛プロテニスコーチのもと、指導者としての資質向上を目指す上での心得、球出

自分ファーストともとれる人が居る中で、今一度原点に戻って、仲間と共に

し方法、練習方法の組み立て方、声掛けの仕方など教えていただき、大変有意

ウェルネス（心と身体の健康）を求めて、頑張りたいと思います。

義な体験ができました。また来年の参加お待ちしています。

「第 10 回東京都パドルテニスシニア交流大会」 開催

6 月 26 日(土) 午前
緊急事態宣言が
解除され、まん延防
止等措置となり、万
全の感染防止策を
整え、「第 10 回東京

今後の予定

都パドルテニスシニ
ア交流大会」 が中

〇 2021 年 11 月 6 日（土） 11 月 23 日（祝日）

野区キリンレモンス
ポーツセンターにて開催されました。

都立特別支援学校 活用促進事業 パドルテニス教室

練習拠点もレベルも性別も様々な方たちと一つのチームを作ります。今回は 1 チ

於： 武蔵台学園

ーム 7 名で 8 チームの団体戦で 56 名の選手が参加して行われ、幅広い交流が
なされました。幸い事故、感染もなく無事に終了しました。笑い声の絶えない、楽

〇 2022 年 3 月 26 日（土） 中野区キリンレモンスポーツセンター

第 33 回都民スポレクふれあい大会

しい大会です。是非来年もたくさんの方々の参加をお待ちしてます。

「中野区連盟 ミニ交流会」 開催
緊急事態宣言解除を受けて、

東京都パドルテニス協会 ホームページリニューアルしました！
ホームページがリニューアルされました。

１０月３日（日）午後、中野区産業

https://www.tokyo-paddle.org

振興センターにて、長引くコロナ

東京都の鳥、ゆりかもめのユリートくんがドーンとお迎えしてくれます。

感染拡大の影響で、活動が制限

字も大きくなって、見やすくなりました。いろいろな申し込みもホームページ

される中、少しでもパドルテニス

からできます。 是非確認してみてくださいね！

を楽しんでいただきたいという
思いで、ミニ交流会が開催されま
した。パドルの「新しい」を発見し
よう！ とのスローガンのもと、

Enjoy! Paddle Tennis!

約３０名の方が参加され、ダブルスを楽しみました。
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東京都パドルテニスシニア交流大会

ご尽力頂きました丸山正会長、この度 会長を退任

６月下旬には様々な施策によるコロナ感染減少化を見込み、協会として感染

され、２０２１年度より協会顧問に就任致しました。

防止策を整え、ご希望に応えるべく「 東京都シニア交流大会 」を６月２６日（土）

更なるご活躍 ご健康を祈念しまして、これまでのご恩

中野区キリンレモンスポーツセンターにて開催致します。

へのお礼申し上げます。

本大会は東京都パドルテニス協会会員、クラブ会員及び都の非会員と幅広く交流
を図ることを目的としています。

◇ 定期総会 ◇

原則として６０歳以上の方優先対象ですが、頭書の趣旨を考え５０歳以上の方も

コロナ感染状況から、集会を中止し、書面議決となりました。
文書による総会議案決議事項 提出依頼、理事・地域代表人数２９名、回答２４名
・ 第１号議案 ２０２０年度 事業報告

参加可能です。様々な地区の方々との懇親と技術向上が図れます。
健康管理を心がけて積極的なご参加、お待ちしております。

・ 第２号議案 ２０２０年度 会計報告
・ 第３号議案 ２０２１年度 事業企画
・ 第４号議案 ２０２１年度 予算案
第１号議案～第４号議案 すべて過半数の賛成を得て承認されました。

◇ 臨時総会 ・ 第１回理事会 ◇
６月１２日（土）臨時総会・第１回理事会、中野サンプラザ２０Ｆ会議室にて開催
され、出席１５名 委任状６ 過半数の賛成を得て承認されました。

◇ ２０２１年度新役員体制 ◇
新 会 長 河井恵美
顧 問 丸山正 中嶋康博
理事長 亀石紀子
副理事長 岡田征利 鈴木清人 金子正壽 善谷亮太（新）
【 中野区キリンレモンスポーツセンター 】

新任理事 泉谷洋

（ 敬称略 ）
総務部

事業部

普及指導部

ねんりんピック 岐阜２０２１

・ 東京都パドルテニス協会規約改正
・ 日本パドルテニス協会準会員申請手続

昨年、新型コロナウイルス感染症予防のため１年延期となましたが、「収束し

◇ 大会 ・ 講習会
〇 第３３回「 都民スポレクふれあい大会 」

笑顔の大会」目指しねんりんピック岐阜２０２１が、２０２１年１０月３０日（土） ～

令和３年５月３０日（日）

１１月２日（火） 岐阜県多治見市総合体育館（感謝と挑戦のＴＹＫ体育館にて、

※ コロナ感染症拡大、東京都緊急事態宣言により 延期
〇 第３８回「 関東大会 」主管 : 神奈川

開催されます。 スポーツ・文化交流大会には、全国から選手 役員が参加し、

令和３年６月２０日（日）

岐阜県内４２市町村で６３種目が行われます。

※ 東京都緊急事態宣言 再延長により 中止
○ 第１０回「 東京都シニア交流大会 」

東京都から、代表選手としての条件に適い実績のある 男子３名・女子３名
の方が出場されます。

令和３年６月２６日（土）

中野区キリンレモンスポーツセンター
○ 第２９回 「 全国大会 」

福島県

監督兼選手

岡田 征利 （中野）
村上
浩 （杉並）
大久保和久 （中野）

令和３年９月１９日（日）

○「 ねんりんピック岐阜２０２１ 」岐阜県多治見市
令和３年１０月３０日（土）～１１月２日（火）
○「 東京みんなのスポーツ塾 」

令和３年１０月２３日（土）

駒沢オリンピック公園体育館

又は１０月２４日（日）

渡部

孝子 （中野）

大江
堀口

恵子 （中野）
典子 （練馬）

（ 敬称略 ）

【 感謝と挑戦のＴＹＫ体育館 】
○「 障害者支援学校 」都立学校活用 北区支援学校

年１～２回 予定

頑張って ！
○「 検定会 」 駒沢オリンピック公園体育館

令和３年１０月２３日（土）
又は１０月２４日（日）

選手の皆様のご健闘をお祈り致します。

○ その他 パドル通信 情報誌 年３回発行
会計監査

中野区産業振興センター
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新宿区パドルテニス協会設立１０周年プレ大会

（ 一社 ） 東京都レクリエーション協会から

２０２０年１２月６日（日）新宿スポーツセンターにて、設立１０周年プレ大会
が開催されました。新宿区長 吉住健一様にご臨席を賜り、
ジュニア・ 一般男子 ・ 一般女子 シングルスとダブルスの試合が、新型
コロナウイルス感染症予防対策を講じた上で開催されました。

中野区パドルテニス連盟 桃園ＰＴC 武方昭裕さん
新宿区パドルテニス協会が表彰されました
長年にわたるパドルテニス普及振興に寄与された個人 武方昭裕さん
設立１０周年を迎え、率先して団体活動を実践されている新宿区パドル
テニス協会が表彰されました。

おめでとうございます！
予定されていた２月３日（水）新春の集い・表彰式典は、緊急事態宣言
発令により中止となりました。
となりました。

中野区パドルテニス連盟 設立３０周年記念大会 式典
２０２０年１１月８日（日）
０周年記念大会新しい体育館キリンレモンスポーツセンターにおいて、
式典

〈 新宿区長 吉住健一様 ご挨拶 〉

中野区長 酒井直人様 日本パドルテニス協会会長 松本文明様 ほかご来賓の

〈 ジュニアダブルスの試合 〉

方々をお迎えして、中野区パドルテニス連盟設立３０周年記念大会・式典が開催

東京都パドルテニス協会加盟団体の紹介

されました。

◇ ＮＰОスマイルかまた ◇
昭和５４年（１９７４年）中野に
パドルの種が落ち、皆様のお力で
ここまで来る事が出来ました。
パドルを通して仲間と健康で楽しく
続けられるよう願っています。

子供から高齢者まで、多世代のコミュニケーションを図り、健康づくりや
生きがいづくり、仲間づくりの場、地域住民が互いに知り合い、協力し合う
ことにより地域力による向上を目的として活動している 総合型クラブで
す。
※ 変更あり
大田区コミュニティセンター羽田旭 月・水・金 ０９：００ ～ １１：３０

◇ 武蔵野パドルテニスクラブ ◇
武蔵野市在住の仲良しグループで、パドルテニスを楽しんでいます。
現在コロナ禍で、施設の使用は出来きますが、密を避けての少人数で
ボレー・ストローク等を行っております。コロナ収束を願うばかりです。
吉祥寺北コミュニティセンター 第１・３水曜日１０：００ ～ １２：００
※ 変更あり

中野区パドルテニス連盟
会 長
亀石 紀子

今後の予定
４月１７日（土） 第３３回都民スポレクふれあい大会 総合開会式
駒沢オリンピック公園総合運動場
４月２４日（土） 東京都パドルテニス協会 定期総会
中野区産業振興センター
定期総会時までに、各地区取りまとめの上、登録者申請書の提出と
登録費（東京都５００円 + 日本パドルテニス協会１，２００円）納入を
お願い致します。
を
５月３０日（日）
第３３回 都民スポレクふれあい大会

〈 皆さん笑顔で記念撮影 〉

第３２回 都民スポレクふれあい大会 中止

港区スポーツセンター

２０２１年１月１１日（月・祝）第３２回都民スポレクふれあい大会開催に
向けて、ドローを組み大会プログラム等準備致しましたが、東京都内の
コロナ感染症拡大 緊急事態宣言発令で、 主催者である東京都レクリ
エーション協会とも相談の上、残念ながら中止となりました。 次回無事
３３回都民スポレクふれあい大会が開催できることを願っております。

６月１２日（土） シニア交流大会

キリンレモンスポーツセンター

６月２０日（日） 関東大会

キリンレモンスポーツセンター
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プロテニスコーチの中嶋康博氏が当協会顧問に就任

令和２年度「東京みんなのスポーツ塾」開催

以前に「東京都みんなのスポーツ塾」でご指導をいただいた中嶋康博氏が、

10 月 25 日（日）に駒沢オリンピック公園体育館にて開催されました。本

東京都パドルテニス協会の顧問に就任いたしました。

事業は、「パドルテニスをはじめとするニュースポーツの講習を実施するこ

＜プロフィール＞

とで、指導者を養成し、都民がスポーツに親しむ機会を創出すること」を事

1945 年 9 月 2 日生まれ

青山学院大学卒

日本テニス事業協会参与

業目的としています。講習会には多数の参加者があり、2 つのコースに分か

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者上級コーチ（マスター）教師

れ、日本パドルテニス協会公認指導員による球出し方法などの指導技術や教

日本テニス協会元普及指導本部長

室運営のヒントなどを実際に体験受講していただきました。

日本プロテニス協会元理事長
ＴＯＰインドアステージ氷川台校など 5 校のゼネラルマネージャー
ニッケテニスドーム名古屋校など 8 校の校長など
著書 「ゼロからのテニス」
（学研） 「完全マスターテニスの基本」
（コ
ミミック出版）など多数
今後、パドルテニスの普及・技術向上など皆様へ直接のご指導ご鞭撻をお願
いしております。

「マスク着用で記念撮影」

「講習会の様子」

また、本事業の一環として 10 月 23 日に開催された「レクリエーションサ
ポーター研修」に東京都パドルテニス協会役員 2 名が聴講参加しました。

令和２年度「東京都パドルテニスシニア交流大会」開催

令和２年度日本パドルテニス協会公認指導者資格検定会開催

新型コロナウイルス感染拡大防止から種々イベントの中止が続いてお
りましたが、緊急事態宣言解除により各種感染防止対策を行い慎重に 6 月
27 日（土）に開催いたしました。

上記の「東京みんなのスポーツ塾」併催で東京都協会主管にて開催しまし
た。募集定員を超える受検者が、実技検定・講義・筆記検定に臨みました。

原則 60 歳以上の方優先で個人エントリーいただいた申込者を７人×8
チーム（運営役員を含め合計参加者約 60 名）で各地区混在したチームに
編成して対抗戦を行いました。熱戦が繰り広げられ、残り１チームの対戦
を残し時間切れとなりましたが、久しぶりの大会で様々な地区の方々との
懇親が図られました。

「実技検定の模様」

「会議室にて日本協会永盛理事長の講義」

今後の予定（詳細は各大会募集要項をご確認ください）
□11 月 8 日（日） 中野区連盟 30 周年大会
ンレモンスポーツセンター）
「開会式はマスク着用で行いました」 「色々な地区の方とペアで対戦」

於：中野区立総合体育館（キリ

※主催：中野区パドルテニス連盟

□12 月 6 日（日） 新宿区協会 10 周年記念プレ大会

於：新宿スポーツセン

ター大体育室 ※主催：新宿区パドルテニス協会
■1 月 11 日（月・祝）都民スポレクふれあい大会 於：港区スポーツセンター

中野区パドルテニス連盟設立３０周年

※5 月 4 日から延期しましたが、各種対策を準備し安心して大会に参加いた

パドルテニスの草分けである中野区パドルテニス連盟が、本年設立 30 周

だけるよう注力いたしますので、皆様にも検温や申込人数によっては抽選

年を迎えられました。おめでとうございます。

参加になる場合があることなど、種々ご協力をお願い申し上げます。

昭和 54 年(1974 年)「全国体育指導委員研修会」において生涯スポーツのひ
とつとして紹介されたパドルテニスを中野区内小中学校などで普及活動が
行われ、昭和 57 年(1977 年)「上高田クラブ」結成後続々とクラブが誕生、
平成 2 年(1990 年)中野区テニス連盟から独立する形で中野区パドルテニス
連盟が誕生しました。20 クラブ・東京都登録者数 225 名の東京都協会内最
大であり、引き続き先導中心的な役割をお願いいたします。

■2021 年 1～2 月予定

都立学校促進モデル事業

於：北特別支援学校体育館
※今後の大会要項などは順次東京都パドルテニス協会ホームページに掲載い
たします。その他各地区でのオープン大会については各地区協会ホームペー

残念ながら新型コロナウイルス感染拡大の影響で以下の大会が中止(◆)・順延
(◇)となりました。

豊かな「平和の森公園」内にあり、中野区パ

◆8 月 2 日（日）

ドルテニス連盟のご尽力によりメインアリ

◇10 月 31 日（土）～11 月 3 日（火・祝）

ーナ８面・サブアリーナ４面のパドルテニ
スコートが設営可能となっています。旧中
野区体育館と同様に新たなパドルテニスの

スポーツ体験教室

ジで大会要項などご確認ください。

中野区立総合体育館（キリンレモンスポーツセンター）OPEN
10 月 1 日にオープンした新体育館は、緑

※申込先を変更しておりますので、変更後の大会要項をご確認ください。

多治見市

第 37 回関東大会

於：中野区体育館

※主管：神奈川県

ねんりんピック岐阜 2020

⇒ 2021 年 10 月 30 日（土）～11 月 1 日（月）に順延

◆11 月 15 日（日） 第 29 回全国パドルテニス大会 in ひょうご
⇒

於：

2021 年 9 月 19 日（日）

於：兵庫県

福島県にて開催予定

聖地になることでしょう。
9 月 4 日ご逝去

【アクセス】西武新宿線「沼袋駅」徒歩 5 分

《訃報》当協会普及指導部理事・桐生浩三さん（練馬区）

JR 他「中野駅」徒歩 17 分 有料駐車場あり

これまでシニアの選手として活躍、ジュニアの選手を熱心に育成され、パドル

右 GoogleMap ご参照

テニスの普及に貢献されました。ご冥福をお祈りします。
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