
9:00 蕨市柳橋公園集合 7:00 起床～洗面～部屋の掃除 7:00 起床～洗面～部屋の掃除 5:30 起床～洗面～部屋の掃除

9:30 出発（大型貸切バスにて） 7:20 散歩～ラジオ体操 7:20 散歩～ラジオ体操 5:50 散歩～ラジオ体操

11:30 関越自動車道沼田IC下車 8:00 朝食 8:00 朝食 6:30 朝食

12:00 吹割の滝見学 9:00 ネオホッケー合同練習 9:00 サマースクールネオホッケー大会7:30 閉校式

13:00 片品高原ホテル到着 11:30 川遊び～魚のつかみどり 11:30 ピザ作り体験 8:00 出発（大型貸切バスにて）

13:00 開校式・オリエンテーション 13:00 昼食（魚の塩焼き） 13:30 サマースクールネオホッケー大会8:30 尾瀬ハイキング

13:30 昼食 14:00 ネオホッケー合同練習 16:00 入浴 鳩待峠～山ノ鼻～（昼食）

14:00 ネオホッケー合同練習 18:30 夕食～入浴 17:00 バーベキュー ～山ノ鼻～鳩待峠

18:30 夕食～入浴 19:30 星空観察 18:00 大会成績発表＆個人賞発表 13:00 ブルーベリー狩り（沼田にて）

19:30 学習（絵葉書の作成） 20:30 学習（新ルール説明 ） 19:30 学習（感想文） 14:30 出発（大型貸切バスにて）

21:30 消灯 21:30 消灯 21:30 消灯 17:30 蕨市柳橋公園到着

18:00 解散

第１回日本フロアボール連盟「青少年サマースクール」が、群馬県片品村で開催されました。

参加者は総勢４０名、群馬県連盟のご協力で実り多いスクールとなりました。

参加した子供たちの感想文とスナップ写真をご覧下さい。

2012
青少年　サマースクール　in　群馬

7月27日（金）～7月30日（月）

報告書
ス  ケ  ジ  ュ  ー  ル

7月29日（日） 7月30日（月）7月27日（金） 7月28日（土）



7月27日（金）　9:00～　　蕨市柳橋公園

日本フロアボール連盟として、第１回目のサマースクールの日が

やってきました。初めての参加者が多い中、群馬に向けて２９人が

ご家族や責任者の引率で蕨に集合しました。バスの中では

自己紹介が行われ、まだまだ緊張している様でした。

昨年のサマースクールはすごく楽しかったので、今年も楽しみに

していました。バスの中で自己紹介をしました。緊張しすぎて

マイクを持った時、手が震えていました。開校式では、和田さんの

言葉ですこし気合いが入り頑張ろうと思いました。魚のつかみどり

では、魚が早くて難しかったけど、取った魚を食べたら

おいしかった。４日目はハイキングがあるので楽しみです。

この合宿で学んだ事を次の大会で生かして勝ちに導きたいです。

（東京都・江戸川区　　小５　　井上　源太）　　

7月27日（金）　12:00～　　吹き割の滝

日本のナイアガラの滝と言われる吹き割の滝。

思っていた以上に水量があり、マイナスイオンがいっぱい

発生して気持ち良かったようです。

私は、ネオホッケーがもっとうまくなりたいと思い、サマースクール

に参加しました。吹き割の滝では、歩いているだけで川の流れの

風が来て、とても涼しくて自然が豊かでした。川の水をさわって

みたら、すごく冷たくて天然な水でした。とてもきれいで美しい滝

でした。バーベキューでは、みんなで笑って盛り上がったので、

あっという間に終わってしまいました。３泊４日は長いと思ったけど

あっという間に終わってしまいました。来年も来たいです。

（埼玉県・蕨市　　小５　　塩崎　彩華）　　

7月27日（金）　13:00～　　かたしな高原ホテル

大橋副会長のお話があり、和田副理事長の講話では、いろいろな

お辞儀のしかたを教わりました。その後、スタッフの紹介があり、

部屋割が発表されました。

開校式で「礼儀」と「挨拶」を教わりました。礼儀と挨拶は良く使う

ので、細かい所まで教われて良かったです。ピザ作りでは、丸が

少しゆがんでいたけど、手作り感があって良いのが作れました。

チーズがパリパリでおいしかったです。今回は最高学年として、

リーダー等でみんなをまとめる事が出来て楽しかったです。礼儀や

挨拶、技術など学んだ事を生かしたいです。今回友達になった

子と大会で会って話しかけたいです。来年も行けたら良いです。

（東京都・稲城市　　中１　　笠原　楓）　　

集合～出発

吹き割の滝

開校式～オリエンテーション



7月27日（金）　14:00～　　越本体育館

ネオホッケーの練習では、緊張していて元気の無かった参加者も、

積極的にプレーをしていました。

私はこのサマースクールで、あいさつ・ルール・パス・シュート、

そして「チームワーク」を学びました。今後、学んだ事を生かし、

チームに戻っても頑張りたいです。そして、学んだ「あいさつ」を

学校や地域で生かして行きたいです。目標のこぼれ球を詰める

事も出来ました。何もかも、連れて行かせてくれた、お父さん、

お母さん、そしてスタッフの方々のおかげです。とても感謝して

います。「本当にありがとうございました」。来年も両親にお願いして

練習をさぼらず、勉強もして、絶対に絶対に行きたいと思います。

（埼玉県・蕨市　　小５　　下山　桃佳）　　

7月28日（土）　11:30～　　かたしな高原スキー場

魚を捕まえると言う事は、普段ではあまりやらない事ですが、

意外と楽しんでつかみ取りををしていました。

その後、水遊びをしたり、アスレチックをしたりしていました。

初めはみんなとしゃべる事が出来なかったけど、勇気を出して

話しかけたら、いろんな子としゃべれる様になり安心しました。

魚のつかみどりでは、ヌルヌルして気持ち悪かったけど超頑張って

取る事が出来たので良かったです。川の水はとても冷たくて、足が

キンキンになりました。アスレチックもあり、遊ぶ事が出来ました。

今年のサマースクールも、知らない人がたくさんいて怖かったけど、

今ではたくさんしゃべって、笑いあえる仲間になれたと思います。

一年も会えなくなるのは少し寂しいけど、来年も再来年もたくさんの

仲間を作れる様になりたいです。

（愛知県・豊橋市　　小６　　佐久間　有沙）　　

7月28日（土）　19:30～　　かたしな高原スキー場

標高が高いので星空がきれいと言われていましたが、

残念ながらくもり空で・・・雷も鳴って来て、星が２～３個しか

見えませんでした。山の天気は変わりやすいので注意です。

学習の前に、渡邉会長からお話があり、ハイキング時の

ジュースの差し入れも頂きました。

バスの中での自己紹介の時に、少し緊張して、逆に大きな声に

なってしまいました。結果発表で、僕はスガJAPANで優勝しました。

個人賞では、最優秀選手賞を貰いました。僕は、サマースクールに

来る前よりは強くなったと思うので、５年生になった来年も行って

もっともっと強くなりたいと思います。

（東京都・江戸川区　　小４　　菊池　純平）　　

合同練習

魚のつかみどり～川遊び

星空観察



7月28日（土）　20:30～　　かたしな高原ホテル

田中指導普及委員長のルール説明では、１８個ある反則を

教わりました。プレーをする時にも、反則の名前と内容を

理解しなくてはならないと、一生懸命覚えていました。

集合場所で他の県の子と合流して、私の事を覚えていてくれて

とてもうれしかったです。学習でルール説明を聞きました。

１８個のファール名は知っていたけど、意味は何となくだったので

教えてもらえてわかる様になりました。良かったです。

（愛知県・豊橋　　中１　　柴田　風香）　　

7月29日（日）　9:00～　　越本体育館

いよいよネオホッケー大会が始まり、スガJAPANとタイチJAPAN

に分かれて、午前中は、ゲーム形式（ドリブル・パス・シュート・リレー

・PS）、午後は試合形式での大会となり、盛り上がっていました。

各チームに分かれて、円陣を組み、気合いを入れていました。

大会でお待ちかねのPS!!私はチームで毎回PSをしているので

得意でした。１・３・５点の場所は自分で選ぶ事が出来ますが、

得点が大きくなるにつれて、ゴールから遠のいて行くので、確実に

取るなら１点、一気に相手と差を付けるなら５点を狙うといいと

思いました。ところが、一番最初の子が５点を狙ってはずして

しまい、上手い子なので、その子が外したとなると、１点・３点を

狙って行くか？と考えていましたが、私は意外とギャンブラー

なので、５点の場所から打つ事にし、打ってみるとゴールから

少しはずれて、もうダメかと思ったら、ボールがカーブしてゴール

しました。結果、大会で優勝したのは、スガJAPANでした。

（東京都・江戸川区　　小５　　穂苅　真帆）　　

7月29日（日）　11:30～　　かたしな高原ホテル

ピザの生地を伸ばす所から始まった、ピザ作り体験ですが、

各班ごとで、生地を伸ばし、トッピングをして、ソースを塗る作業。

出来あがりは、形はちょっと悪いですが、味は良かったようです。

蕨市の柳橋公園に集まりました。そこには、いろんな人が来ていて

友達が出来るか不安でした。そうしたら、昨年行った時に友達に

なった人が来ていました。ピザ作りでは、自分で作ったピザは、

一味違ってとてもおいしかったです。僕は今回のサマースクールで

いろいろな事を学びました。来年も必ず来たいと思いました。

（東京都・江戸川区　　小５　　設楽　廉）　　

学習（ルール説明）

ピザ作り体験

ネオホッケー大会



7月29日（日）　17:00～　　かたしな高原ホテル

大会も終わり、お腹が空いた所でバーベキューです。

焼きたての野菜や肉、焼きそば等をお腹いっぱい食べていました。

去年は、全員初めて会う人と聞いて、心配だと思い来ませんでした。

今年は、去年サマースクールに行った人が、すごく上手くなって

いたので、僕も行こうと決めました。大会の結果発表では、

スガJAPANが勝利と言われ、僕は「ベスト６賞」も貰う事が出来

ました。２枚の賞状を貰えて、すごくうれしかったです。

（東京都・江戸川区　　小５　　島袋　悠）　　

7月29日（日）　18:00～　　かたしな高原ホテル

待ちに待ったネオホッケー大会の成績発表です。

各種ゲームと試合の総合得点で勝敗が決定します。

勝敗の行方は・・・スガJAPANの勝利となりました。

負けたタイチJAPANは、バーベＱの後片付けとなりました。

次に、個人賞。MVP・ベスト６・ベストゴール賞・ベストアシスト賞・

スーパーGK賞・ベストプレー賞・ナイスファイト賞・フェアプレー賞・

エンジョイプレー賞が発表されました。

まず、バスの中ですごくドキドキした事が、自己紹介をした事です。

でも、うまく説明が出来て、とてもうれしかったです。次にホテルに

着きました。ホテルはとてもきれいでした。来た人はほとんどが

知らない人がいたけど、三日もたてばみんなと仲良くなれた事は

思っていたよりも早く出来てビックリしました。僕は、優勝と

ベストプレーの２つも賞状をもらって、とてもうれしかったです。

サマースクールはとても楽しかったので、来年も来たいと思います。

（埼玉県・蕨市　　小４　　齋藤　快成）　　

7月30日（月）　7:30～　　かたしな高原ホテル

４日間天気にも恵まれ、いよいよ最終日がやってきました。

高橋理事長より、「今回お世話になった方々に感謝の気持ちを持ち、

今後もネオホッケーを頑張って下さい」「家に帰るまでがｻﾏｰｽｸｰﾙ

なので、気を付けて帰って下さい」等のお話で閉校となりました。

サマースクールの３泊４日での感想は、まず第一に、とても

楽しかったと言う事です。何が楽しかったかと言うと、初日の朝、

今まで出会った事の無い子達と「試合出来る」「おしゃべり出来る」と

言う事に、ちょっとドキドキでした。３日間を振り返って、本当に

早かったのと同時に、とても色々な事が学べたし、楽しかったです。

私は、まだまだみんなよりはすごく弱いけど、来年、再来年と

サマースクールに行って、腕をみがいて、いつかは全国大会で

ゴールを決められる様に頑張りたいです。

（東京都・板橋区　　中１　　森　萌美）　　

バーベキュー

成績発表～表彰式

閉校式



7月30日（月）　8:30～　　尾瀬

あいにくの空模様の中、尾瀬のハイキングが始まりました。

往復で７kmのハイキングは、山道で階段がいっぱいあり、

小学生にはちょっときついハイキングでした。

バスでは、みんな自己紹介をしましたが、顔と名前を一致させる

のが大変でした。バーベキューで食べ過ぎて、お腹が痛くなって

しまいました。ちなみに、私がもらった賞は、ナイスファイト賞

でした。来年は姉と同じベスト６賞を取りたいです。最後の日で

楽しみなのはハイキングです。とても歩くので、バーベキューの

時に食べたカロリーを消費出来るといいです。

（東京都・江戸川区　　小４　　穂苅　美羽）　　

7月30日（月）　13:00～　　沼田 原田農園

尾瀬を出て、山を降りたら大変な猛暑でした。

炎天下の下、ブルーベリー狩りでは、食べ放題＋カップに

詰め放題と言う事で、暑さを忘れて食べていました。

今年で三年目の参加で、去年から一年待っていた楽しみが

やって来ました。開校式の時に、毎年礼儀と挨拶の事はやって

いましたが、また改めてやることが出来ました。そして、部屋割の

発表でリーダーを命じられたので、しっかり自覚をを持ってやる事

を心がけました。今まで、２回参加していますが、今回もいい経験

になりました。日頃の練習から声を出し、相手の気持ちを考えて

パスをしたり練習をしたいです。来年のサマースクールに出て

一年の練習の成果を発揮して行きたいです。

（埼玉県・蕨市　　中１　　瀧澤　瑛司）　　

7月30日（月）　18:00～　　蕨市柳橋公園

いよいよ、みんなとお別れの時が来ました。本木委員長より

「ｻﾏｰｽｸｰﾙだけではなく、学校や普段の生活でも時間を守る事」

「家に帰るまでがｻﾏｰｽｸｰﾙです」「小学生選手権や中学生大会、

来年のｻﾏｰｽｸｰﾙで、今より上手くなって元気に会いましょう」の

言葉で解散となりました。解散時には、みんなでハイタッチを

してのお別れとなりました。

私は、サマースクールが久しぶりだったけど、来れて良かった。

何でかと言うと、他のチームの子と触れ合えるし、友達が増える

から。他のチームの技術も学べるし、また同じスタッフさんに

会えて、名前も覚えていて貰ってうれしかった。私は中１で

小学生のフォローと触れ合いが出来て良かった。最終日は

元気よく、みんなをまとめ時間をぴったりと守り家に帰りたい。

エンジョイ賞を貰ったので、テンション上げめで行きたい。

ここで学んだ技術や礼儀は、チームで生かし、中学生大会で

上位を目指したい。大会等でサマースクールで触れ合った

人達とまた会いたいです。スタッフさんも会い、名前を覚えて

いて欲しいです。

（東京都・稲城市　　中１　　原　光希）　　

尾瀬ハイキング

ブルーベリー狩り

解散

ご協力ありがとうございました。スタッフ一同より



【２０１2青少年サマースクールを終えて】 初めて参加したサマースクールで、ネオホッケーが上手くなるか心配

<参加した少年・少女の皆さんへ> だったり、友達が作れるかどうかを考えながらホテルに着きました。

　皆さん、こんにちは。お元気ですか。 すごいなーと思ったのは、３泊４日の合宿が、あっと言う間だなーと

サマースクールは楽しい思い出になったでしょうか。 感じました。なぜここに居られるのか、それはお父さんやお母さんの

　青少年サマースクールの目的は、 おかげだと思いました。バーベキューでは、いっぱい食べて、いっぱい

｢初めてのネオホッケーの仲間との出会いを大切にして､ 飲めて、おいしくて、いっぱい遊んで、いっぱいしゃべって、いっぱい

寝食を共にし､友情を深め合って､ルールを守り､美しい 笑って、この３泊４日はすごく楽しかったし、蕨に帰ってみんなに上手く

挨拶を身に着け、感謝する心を養成する」ことです。 なったねと言われる様に頑張ったので、絶対に言われる様にしたい

　今回のサマースクールでのネオホッケーの合同練習・ です。さらに上手くなって、来年も参加して絶対に勝てる様に頑張ります。

ルール学習･大会等を通じ､｢感じ､考え､行動する｣こと 初めてなのに、なぜこんなに楽しかったんだろうと思いました。

の大切さを今まで以上に分かったのではないかと （埼玉県・蕨市　　小４　　塚本　愛）　　

思います。このサマースクールでの経験を思い起こして

家庭や学校での生活に活かして欲しいと願っています。 私は今回、２年ぶり参加でした。最高学年として、みんなをまとめられるか

　成長した皆さんとの再会を楽しみにしています。 心配でした。集合場所では知っている人が全然いなく、不安がさらに

大きくなりました。私はリーダーでしたが、今までは中学生のリーダーに

<保護者の皆様へ> 頼っていて、自分で時間を見ての行動はあまりしませんでした。部屋に

　この度は、お子様を2012サマースクールin群馬へ 入って、名前を聞き合って少し話をし、みんな面白い子で安心しました。

参加させて頂き、有り難うございました。 ２日目には、女子のほとんどと話せて、仲良くなりました。来年は多分

　本年４月三協会が統合し、日本フロアボール連盟と またリーダーなので、今年よりもっといいリーダーになり、部屋の子の事を

して初めてのサマースクールでしたが、事前検討を 良く考えて、時間通りに動ける、頼れるリーダーを目指します。

重ねた計画と地元群馬県フロアボール連盟の格別の 個人賞では、２年連続最優秀選手賞を取りたいです。というか取ります。

ご協力を得て､充実したものとして開催できました｡ 平尾のチームでは、今回教わった事を生かして、全国中学生大会で

お子様自身がネオホッケー競技等を楽しみながら 優勝します！最後に、お父さん、お母さん、スタッフの方々、ホテルの

”友情”、”思いやり”、そして”逞しさ”の大事さを学ぶ 方々、一緒にネオホッケーをやった仲間に感謝です。みなさんの

機会になったのではと思っています。 おかげで、私はこのサマースクールに参加し、ネオホッケーを楽しく

　日本フロアボール連盟は、国内におけるこの競技の する事が出来ました。本当にありがとうございました。

唯一無二の組織団体として､フロアボール･ネオホッケー （東京都・稲城市　　中１　　池内　梨紗）　　

の更なる普及発展に全力を挙げて取り組んで参ります。

　今後とも、皆様のご理解とご支援を何卒お願い申し

上げます。

理事長　　　髙橋　功

※他のスナップ写真については、添付のDVD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！

　来年はみんなも参加しようよ！！

２０１３年のサマースクールは、新潟県で実施する予定です。



中学生チーム（緑） 小学生チーム（青） 小学生チーム（赤）

瀧澤
たきざわ

　瑛司
えいじ

（中１）（蕨） 小阪
こさか

　浩平
こうへい

（小４）（江） 島袋
しまぶくろ

　悠
ゆうき

（小５）（江）

池内
いけうち

　梨紗
りさ

（中１）（稲） 菊池
きくち

　純平
じゅんぺい

（小４）（江） 森谷
もりや

　拓斗
ひろと

（小４）（蕨）

柴田
しばた

　風香
ふうか

（中１）（豊） 齋藤
さいとう

　快成
かいせい

（小４）（蕨） 穂苅
ほかり

　真帆
まほ

（小５）（江）

藤原
ふじわら

　木ノ実
このみ

（中１）（板） 下山
しもやま

　桃佳
ももか

（小５）（蕨） 神作
かんさく

　彩海
あやみ

（小５）（江）

高橋
たかはし

　功
いさお

（役員） 五十嵐
いがらし

　柚
ゆう

（小４）（江） 塩崎
しおざき

　彩華
あやか

（小５）（蕨）

長尾
ながお

　三男
みつお

（ｽﾀｯﾌ）（島） 吉田
よしだ

　早希
さき

（ｽﾀｯﾌ）（静） 菅
すが

　和朗
かずあき

（ｽﾀｯﾌ）（板）

田中
たなか

　潤
じゅん

（ｽﾀｯﾌ）（板）

中学生チーム（桃） 小学生チーム（黄） 小学生チーム（白）

山村
やまむら

　知生
ともき

（中１）（稲） 瀧澤
たきざわ

　稜
りょう

弥
や

（小４）（蕨） 穂苅
ほかり　

　美羽
みう

（小４）（江）

笠原
かさはら

　楓
かえで

（中１）（稲） 井上
いのうえ

　源太
げんた

（小５）（江） 菅谷
すがや

　美玖
みく

（小５）（蕨）

原
はら

　光希
みつき

（中１）（稲） 尾形
おがた

　亮磨
りょうま

（小５）（江） 本木
もとき

　恵瑠
える

（小４）（蕨）

森
もり

　萌美
めぐみ

（中１）（板） 知念
ちねん

　優希奈
ゆきな

（小５）（蕨） 設楽
しだら

　廉
れん

（小５）（江）

佐久間
さくま

　有沙
ありさ

（小６）（豊） 大野
おおの

　なの花
か

（小４）（江） 塚本
つかもと

　愛
あい

（小４）（蕨）

和田
わだ

　喜久夫
きくお

（役員） 本木
もとき

　貴志
たかし

（ｽﾀｯﾌ）（蕨） 松浦
まつうら

　太一
たいち

（ｽﾀｯﾌ）（稲）

上山
うえやま

　敦子
あつこ

（ｽﾀｯﾌ）（蕨） 石黒
いしぐろ

　愛
あい

（ｽﾀｯﾌ）（板）

2012 サマースクール ネオホッケー大会 チーム一覧表

スガJAPAN

タイチJAPAN



総合優勝 スガJAPAN

最優秀賞（ＭＶＰ） 菊池
きくち

　純平
じゅんぺい

（小４）（江） 池内
いけうち

　梨紗
りさ

（中１）（稲）

ベスト６ 森谷
もりや

　拓斗
ひろと

（小４）（蕨） 下山
しもやま

　桃佳
ももか

（小５）（蕨） 設楽
しだら

　廉
れん

（小５）（江）

菅谷
すがや

　美玖
みく

（小５）（蕨） 穂苅
ほかり

　真帆
まほ

（小５）（江） 島袋
しまぶくろ

　悠
ゆうき

（小５）（江）

ベストゴール賞 尾形
おがた

　亮磨
りょうま

（小５）（江） 瀧澤
たきざわ

　瑛司
えいじ

（中１）（蕨）

ベストアシスト賞 塚本
つかもと

　愛
あい

（小４）（蕨） 柴田
しばた

　風香
ふうか

（中１）（豊）

スーパーGK賞 瀧澤
たきざわ

　稜
りょう

弥
や

（小４）（蕨）

ベストプレー賞 齋藤
さいとう

　快成
かいせい

（小４）（蕨） 井上
いのうえ

　源太
げんた

（小５）（江） 森
もり

　萌美
めぐみ

（中１）（板）

ナイスファイト賞 神作
かんさく

　彩海
あやみ

（小５）（江） 穂苅
ほかり　

　美羽
みう

（小４）（江） 塩崎
しおざき

　彩華
あやか

（小５）（蕨）

笠原
かさはら

　楓
かえで

（中１）（稲） 佐久間
さくま

　有沙
ありさ

（小６）（豊）

フェアプレー賞 本木
もとき

　恵瑠
える

（小４）（蕨） 五十嵐
いがらし

　柚
ゆう

（小４）（江） 藤原
ふじわら

　木ノ実
このみ

（中１）（板）

エンジョイプレー賞 小阪
こさか

　浩平
こうへい

（小４）（江） 知念
ちねん

　優希奈
ゆきな

（小５）（蕨） 大野
おおの

　なの花
か

（小４）（江）

山村
やまむら

　知生
ともき

（中１）（稲）

2012 サマースクール ネオホッケー大会 表彰一覧表


