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第70回全国レクリエーション大会in岐阜

第25回全国パドルテニス大会2016
２０１６年岐阜全国大会は、昨年の長野大会に 引き続き２日間に
わたる開催となり、９ 月２ ４日(土)に シニア、２５ 日( 日) に一般・ミッ
ク スの各種目、ふれあ い 交流、体験コー ナー が行われた。参加
総数３７９名が笑顔あふれる好プレー&珍プレー を繰り広げたこの
２ 日間は、日本列島のお へそに 位置す る多治見の地が日本で
一番熱い場所となった。

シニア 種目は東京都が完全制覇❢

●第２５回岐阜全国パドルテニス大会2016 優勝・準優勝ペア

第1日目は東京勢が圧勝。男子シニアＡは、長田・柵山組が初戦で思
わぬ取りこぼしをしたものの、その後本来のテ クニックを発揮して優勝。
女子シニアＡでは長田・宮本組が見事に２連覇を達成した 。この結果、
長田保夫・君子夫妻は夫婦でシニア種目完全制覇を成し遂げた。
シニアＢでは、ともに見事なコンビネーションを披露した 栗原・田中組
(男子)と茂呂・江口組(女子)が混戦を制した。

初出場 大阪府・ 愛知県が大健闘❢
東京勢は一般Ａでも層の厚さを見せつけ、他の追随を許さな い。男子
は、堀口選手が野口選手にペアを替えながらも福岡大会以来の優勝。
女子では内野・藤木組が、昨年の決勝戦敗退の悔しさを晴らし２大会ぶ
りに女王の座に返り咲いた。
男子準優勝は、福島大会の準優勝ペアである 北井・奥村組。毎年の
ようにどちらかが決勝戦で涙を呑むこの２人。この壁はいつ越える？女子
は上藪・中村組の滋賀県ペアが準優勝。特に上藪選手は前夜懇親会
での歌と踊り、そしてこの日のパドルテニスと連日とも注目の的となった。
もともと実力のある三重県勢がしっかりとその存在感を示した一般Ｂ とＣ
では、ともに今年度より 登録した 初出場の大阪高槻市、愛知犬山市勢
の緊張しな がらも笑顔を絶やさな い初々しいプレーが印象に残った。
ますますの活躍を来年函館大会で期待したい。

ミックス ゴールド 武内・ 猪狩組が大金星❢
クリスタルは、藤原・大日向組(神奈川)が、決勝トーナ メント３試合でわ
ずか３ゲームしか落とさず優勝！パワー・精神力で他を圧倒した。
ゴールドでは、このクラスの絶対王者であった鈴木・稲垣組(東京) を準
決勝で破った武内・猪狩組がそのまま勢いに乗り、決勝でも実力者ペア
との白熱タイブレークを制し、初の全国制覇を成し遂げた。
プラチナは、香川の井出・塩谷組が初優勝。塩谷選手は、昨年の決勝
戦で涙をのんだ悔しさを払拭した。

参加された皆様、お疲れ様でした。２０１７年の全国大会は、９月
１６日(土)、北海道函館アリーナにて開催予定です。

２０１６年拡大理事会
2016年9月24日(土) 10:30～12:00
【議 題】
1．第25回全国パドルテニス岐阜大会の運営について
2．第26回全国パドルテニス大会（北海道函館市）の開催について
3．年会費ついて
4．用品販売価格改定および新モデルパドルについて
5．地域大会公認および後援システムについて
6．その他

岐阜県多治見市総合体育館会議室
副会長
理事長
副理事長
常任理事
理 事

亀石紀子
永盛雅人
太田盛廣
鈴木清人
仲野 隆
藤村正美
岩瀬雄介

【 出席者 】
理 事

中矢人生
鈴木修三
中口昇二(代理)
清水美子(代理)
監 事
荻野 隆
山中 博
委任状提出９名

２ ０ １ ７ 年第２ ６ 回北海道全国大会

都道府県協会主催大会の公認と 後援

2017年9月15日(金) ～17日( 日) 開催の第71回全国レクリエーシ ョン
会in北海道(函館)参加を発表。パドルテ ニス は9月16日( 土) の１日開
催を申請中。北海道協会が存在しないため、東京都中心の実行委員
会を組織し、準備の一環として2月23日函館ア リーナにおいて函館教
育委員会支援によるパドルテニス講習会を開催することを発表した。

事務局は、地域協会が主催するパドルテニス大会について 、公認と
後援システムを整備・設立する意向である ことを発表した。現段階の
計画では、日本選手権を開催する必要性が生じる 場合など、地方予
選やランキングポイントの付与対象となる都道府県協会主催の最上位
のものを公認大会と認定し、公認大会に準じる規模であ り日本協会の
名義を付与するに値するものを後援大会とする方針である。

年会費改定は２ 月決定へ ！
事務局は、日本パドルテニス協会収支報告と日本レクリエーション協
会加盟他23団体の年会費調査資料(平均3,129円) を提示し、資金不
足の現況を明らかにしたうえで、日本協会の独立採算化ならびに地域
協会の運営潤滑化の基本方針を発表。それに基づき2017年2月の
理事会において、来年度の年会費と用品販売価格およびシ ステ ムを
見直すことが決定した。

その他
1.岐阜全国大会各クラス決勝戦を動画配信することを発表した。
2.全国大会の公認パドル使用限定は、上級者モデルの発売(時期は
未定)をもって完全徹底する方針であることを打ち出した。
3長崎県佐世保市の総合型地域ス ポーツクラブであ るレゾナ ンス クラ
ブの準会員登録を承認。他もう一つの団体も長崎県に設立予定。

石川県

石川県協会設立2 0 周年記念

全国パドルテ ニス 交流大会のご案内
石川県パドルテ ニス 協会副理事長 清水美子

日本協会

2016 ＪＳＣ助成金指導者養成事業
日本パドルテ ニス 協会理事長 永盛雅人

今年度より開始されたスポーツ振興センターのスポーツくじ助成金事業
は、10月10日の宮城県仙台市を皮切りに、12月10日の愛知県岡崎市ま
でで５回の指導者養成講習会(仙台では検定会も実施)を開催しました。
今後は、岐阜県、北海道函館市、山口県にて開催予定です。
月日
10/10
10/22
11/3
11/27
12/10
1/15
2/23
未定

共催
宮城県
福島県
長崎県
香川県
愛知県
岐阜県
北海道
山口県

講習会内容
実技＋講義
実技指導法
実技＋講義
実技＋講義
実技＋講義
実技＋講義
実技指導法

検定会
〇
〇
-

開催場所
仙台市三本松市民センター
田村市総合体育館
時津町時津東小学校体育館
高松市香南中学校体育館
岡崎市三島小学校体育館
北方町総合体育館
函館市函館アリーナ
未定

石川県パドルテニス協会設立20周年を記念して、7月8日(土)に 全国
交流大会を金沢市で開催することとなり ました。北陸新幹線も東京から
金沢まで開通しています。ぜひ、この機会に石川県にお越しい ただ き、
パドルテニスをお楽しみください。
1. 主
2. 日
3. 会
4. 種

催
時
場
目

石川県パドルテニス協会
平成２９年７月８日(土)、10:00から受付
いしかわ総合スポーツセンター(金沢市稚日野北222)
●一般男子・女子ダブルス
A (上級)、B (中級&初級)
●シニア男子(60歳以上)
A (上級)、B (中級&初級)
●シニア女子(55歳以上)
A (上級)、B (中級&初級)
●シニアミックスダブルス(男子70歳、女子65歳以上)
5. 参加料
１ペア 2,000円
6. 問合せ先 作本邦彦 076-296-3471

群馬県

創立20周年式典、祝賀会開催
群馬県パドルテ ニス 協会事務局長 新井寿和

宮城県検定会

埼玉県

埼玉県パドルテニス大会２０１６
埼玉県パドルテ ニス 協会理事 吉田ト シ 子

11月13日(日)埼玉県パドルテニス大会を川口市芝スポーツセンター体
育館において開催致しました。参加者総数は152名。一般男子Ａ15組、
一般女子Ａ17組、一般男子Ｂ 5組、一般女子Ｂ11組、シニア男子12組、
シニア女子16組でした。
【各クラス優勝ペア】
一般男子Ａ
北 井・小 林（東京：中野）
一般女子Ａ
篠 原・小 林（東京：中野）
一般男子Ｂ
石 橋・及 川（東京：三鷹）
一般女子Ｂ
中 村・鎌 倉（東京：三鷹）
シニア男子
鈴木・佐々木（千葉：野田）
シニア女子
茂 呂・江 口（東京：中野・杉並）
多数のご参加を頂き有難うございました。皆様のご協力により全189試
合を無事に終了することが出来ました。

愛知県

岡崎パド ルテニス物語 （その１）
新宿パドルテ ニス 梶山英樹

平成28年12月10日(土)、愛知県岡崎市で新しく活動を開始した「岡崎
パドルテニス」の発足発表会と指導者養成講習会に、日本協会の永盛
理事長をはじめ三重県の山中会長、滋賀県の黒木理事とともに参加し
てきました。
岡崎パドル理事長の伊藤博行株式会社三葵コ ーポレーション社長と
私とは以前からの仕事を通しての間柄です。「企業スポーツクラブとして
パドルテニスを取り入れたらどうか」という当初の梶山提案に対し、伊藤
社長は早速東京営業所の皆さんと新宿の練習に参加し、岡崎本社で
も社員家族もできるレクリエーションとして取り入れることとなったのです。
その準備のさなか、岡崎市教育委員会の方や商工会議所からサポー
トの話が持ち上がったそうで、この一企業内の福利厚生であったパ ドル
テニスは、岡崎市の生涯スポーツ協会設立活動に発展しました。
発足会と指導者養成講習会を同時に迎えることができた この日。地元
衆議院議員の中根康浩氏ご夫妻、市議会議員の簗瀬太氏も参加される
中、参加者から一定の評価を得ることができたことは、言い出しっぺの身
として今後の岡崎パドルテニス物語がどのような展開をしていくのか、見
守りながらサポートしていきたいと決意を新たにした日でもありました。

平成28年11月20日に群馬県パ ドルテ ニス 協会創立20周年の式典
及び祝賀会を前橋市ホテルラシーネにて開催しました。
群馬県パ ドル テニス協会は 、平成8年日本パ ドル テニス協会指導の
もと群馬県に於けるパドルテニスの普及と発展に努め、健康と体力向上
に寄与することを目的に設立されました。
式典では、日本パドルテニス協会亀石紀子副会長、鈴木清人副理事
長より ご挨拶を頂き ました。また群馬県生活文化ス ポーツ部、群馬県
スポーツ協会、 群馬県レクリエーシ ョン協会より 祝辞を頂き、創部10年
以上の11団体に感謝状の授与が行われました。
祝賀会では、13団体のメンバー紹介、吉岡町の銭ダイコ披露、 栗原
俊夫さんの手品で盛り上がりました。
創立30周年に向けて、多くの人々とのつながりや地域の活性化を生か
したパドルテニスの普及に努めて行きたいと考えております。

香川県

パド ルテニス指導者養成講習会
香川県パドルテ ニス 協会会長 太田盛廣

平成28年11月27日(日)に日本協会と共催で、高松市立香南中学校体
育館において 、パ ドル テ ニス 講習会を行いました。高知県からの４名
を含め、のべ４５名の参加がありました。
本講習会は、今年度より日本協会が日本スポーツ振興センターのス
ポーツくじ助成金を受けて行っているものです。県協会の財政が厳しい
折り、技術と知識の習得だけでなく、費用負担が軽減されることで、底辺
の拡大に大いに役立つ講習会だと思いました。
午前中の初心者指導講習会には 指導者希望の上級者も参加する
ことになり、総数34名が入念な準備運動ののち、コミュ ニケ ーシ ョン重視
を目的に初心者と上級者がペアとなり、パドル の握り方や振り方・ス テッ
プの説明を受けながら、ボール遊びから始まりボレーとストロークの基本
を徹底チェックしました。
指導者養成講習会は24名が受講。まず指導者に必要不可欠な 指導
上のポイント・留意点の講義を受け、 実技指導では午前中の内容に
ついて、指導者としてのデモンストレーションの際の注意点や段階的な
指導法を実践し、さらに効果的な球出しの方法も教わりました。
時間がもっともっと欲しい講習会でした。新聞社の取材もあり 、これを
機会に香川県や高知県の愛好者が増えるのを確信しました。

－編集後記－

愛知県講習会

東海愛知新聞社提供

昨年は、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックに感涙しました。
アメリカ大統領選の結果にびっ くりしま した。皆さん の心に響いたのは
どんなことだったでしょうか？
日本協会は、パドルテニスを愛する方々に普通にパドルテニスを楽し
ん でも ら うため に、越えなければなら ない壁に立ち向かっていま す。
ぜひ、皆様一人ひとりの力をお貸しください。
理事長 永盛雅人

