
令和3年8月20日現在

●選手団長　　糠谷　禎則（サッカー、清水区）

●旗　　手　　松浦　好司（サッカー、清水区）

●スポーツ交流大会

番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 区名 番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 区名

1 一色 則行 男 70 駿河区 38 宮本 信行 男 73 駿河区

2 石岡 斎 男 69 葵区 39 武田 正勝 男 77 清水区

3 斎藤 斎 男 67 駿河区 40 浅井 茂樹 男 70 清水区

4 松浦 恵美子 女 72 駿河区 41 山口英彦 男 66 清水区

5 田畑 計江 女 67 葵区 42 片山眞理子 女 69 清水区

6 梶原 美佐子 女 66 清水区 43 竹澤茂 男 65 清水区

7 原 澄枝 女 72 駿河区 44 園田香代子 女 65 清水区

8 大河内 信夫 男 73 葵区 45 山下特幸 男 76 葵区

9 中川 千尋 男 73 駿河区 46 石川由枝 女 63 清水区

10 石垣 範子 女 63 清水区 47 森谷 綾子 女 75 葵区

11 佐藤 光穂 男 64 葵区 48 向井 由美子 女 73 葵区

12 森下 明弘 男 69 清水区 49 大橋 清子 女 70 駿河区

13 由比藤 文子 女 72 清水区 50 酒井 悦子 女 66 駿河区

14 小林 正 男 68 清水区 51 兵永 文雄 男 77 駿河区

15 佐々木 文義 男 74 清水区 52 大畑 壽弘 男 69 葵区

16 岩﨑 知恵子 女 63 駿河区 53 酒井 貞典 男 72 駿河区

17 森本 みどり 女 66 葵区 54 今村 はつ代 女 76 駿河区

18 山崎 保俊 男 78 清水区 55 望月 茂彦 男 75 駿河区

19 竹内 敏雄 男 68 清水区 56 植田 達志 男 61 葵区

20 宮崎 芳之 男 68 葵区 57 今野 靖也 男 67 清水区

21 若月 敬 男 67 駿河区 58 峠岡 富士夫 男 68 葵区

22 山田 裕才 男 62 葵区 59 青木 正勝 男 70 駿河区

23 荻野 修 男 61 葵区

24 柴 正美 男 70 駿河区

25 平岡 真一 男 63 葵区 ●ふれあいスポーツ交流大会

26 曲渕 伸 男 65 清水区 番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 区名

27 沢田 勉 男 71 葵区 60 神山 耕一 男 66 葵区

28 田中 義彦 男 69 葵区 61 高野 哲 男 65 駿河区

29 栗山 泰則 男 68 葵区 62 木村 孝 男 73 清水区

30 山本 嘉彦 男 60 駿河区 63 豊田 伸一 男 72 駿河区

31 内野 吉博 男 66 葵区 64 酒井 郁子 女 66 葵区

32 林 富美男 男 73 葵区 65 川口 朱美 女 65 葵区

33 佐藤 実次 男 71 葵区 66 望月 さか江 女 71 清水区

34 望月 弘 男 85 清水区

35 中澤 稔 男 83 清水区

36 望月 政江 女 85 清水区

37 竹永 了子 女 85 清水区
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●ふれあいスポーツ交流大会（つづき）

番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 区名 番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 区名

67 税所 篤忠 男 79 葵区 105 田沢 啓子 女 68 葵区

68 早川 芳夫 男 87 葵区 106 久保田 一枝 女 81 葵区

69 内田 稔 男 75 葵区 107 末高 義子 女 65 葵区

70 由比浜 久子 女 79 葵区 108 上山 和江 女 82 駿河区

71 西尾 博子 女 72 駿河区 109 白砂 喜子 女 76 駿河区

72 鈴木 富美子 女 69 葵区 110 横山 和子 女 73 駿河区

73 杉山 道明 男 69 清水区 111 小川 陽子 女 76 清水区

74 糠谷 禎則 男 69 清水区 112 植田 英之 男 64 葵区

75 伊藤 和人 男 67 清水区 113 鈴木 雅之 男 69 葵区

76 小泉 修 男 68 清水区 114 鈴木 英子 女 69 葵区

77 斎藤 誠 男 67 清水区 115 青島 靖幸 男 78 葵区

78 牧田 貴勇 男 67 清水区 116 青島 千恵子 女 75 葵区

79 市川 良輔 男 65 葵区 117 守山 佳秀 男 78 葵区

80 寺﨑 規正 男 65 清水区 118 守山 美子 女 77 葵区

81 石田 充 男 65 駿河区 119 中山佳尚 男 66 葵区

82 池田 好正 男 64 清水区 120 村田千代子 男 66 葵区

83 岩﨑 正記 男 64 清水区 121 溝口勝美 男 65 清水区

84 松浦 好司 男 64 清水区 122 大谷高正 男 64 駿河区

85 市川 勉 男 64 清水区 123 岡嵜晃人 男 64 駿河区

86 高木 信之 男 63 清水区 124 岡嵜公子 男 63 駿河区

87 山村 日出夫 男 63 清水区 125 福吉ゆか 女 62 清水区

88 栗田 栄彦 男 63 清水区 126 大村きよ美 女 61 駿河区

89 水田 至貞 男 62 清水区 127 西村 重次 男 83 駿河区

90 長野 保 男 62 清水区 128 斉藤 和幸 男 71 駿河区

91 櫻井 貴道 男 62 清水区 129 杉山 廣治 男 79 駿河区

92 瀧 孝之 男 61 清水区 130 小泉 博省 男 71 清水区

93 山﨑 清治 男 64 駿河区 131 久保田 辰夫 男 69 葵区

94 小西 正夫 男 65 駿河区 132 加納 芳信 男 70 葵区

95 杉山 史彦 男 67 葵区 133 松永 浩子 女 61 葵区

96 海野 進 男 63 葵区 134 伊賀 みどり 女 71 葵区

97 池ヶ谷 久美子 女 66 駿河区 135 永井 あや子 女 78 葵区

98 前田 千秋 女 64 駿河区 136 三河口 弘子 女 68 葵区

99 海野 光世 女 62 葵区

100 佐藤 恵子 女 80 清水区

101 加藤 珠代 女 74 清水区

102 堀河 かつみ 女 69 清水区

103 中塚 登志子 女 78 清水区

104 加藤 梅子 女 74 清水区
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●文化交流大会

番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 区名

137 諏訪部 昌人 男 68 清水区

138 齋藤 裕 男 65 葵区

139 小野 広志 男 67 駿河区

140 伏見 浩 男 66 駿河区

141 川口 明夫 男 69 清水区

142 武田 充弘 男 65 清水区

143 望月 照代 女 77 葵区

144 新井 みゆき 女 69 駿河区

145 櫻井 弘 男 84 葵区

146 塚本 昭彦 男 80 駿河区

147
俳句

（チームしずおか）
岩﨑武士 男 79 葵区

●美術展

番号 氏名 性別 年齢 区名

148 大川井良夫 男 74 葵区

149 春田 利子 女 80 清水区

150 佐野 俊 男 87 駿河区

151 由井 捷夫 男 84 駿河区

152 築地みゆき 女 66 駿河区

153 外立せい子 女 90 葵区

154 塚本 初美 女 82 葵区

155 小楠 吉弘 男 83 葵区

156 八木 春畦 女 66 清水区

157 羽根田 實 男 85 葵区

158 稲葉 康雄 男 74 葵区

159 小嶋 富雄 男 84 葵区

囲碁

（駿府チーム）

将棋

（静岡市将棋チーム）

健康マージャン

（チーム葵）

美術展


