
6:30
豊橋駅新幹線改札口集合
（愛知・三重・奈良）

6:00 起床～洗面～部屋の掃除 6:00 起床～洗面～部屋の掃除 6:00 起床～洗面～部屋の掃除

7:00 豊橋駅出発（ひかり502号） 6:30 散歩～ラジオ体操 6:30 散歩～ラジオ体操 6:30 散歩～ラジオ体操

8:40
東京駅到着～東海道新幹線出口
～稲城と合流～蕨へ

7:00 朝食 7:00 朝食 7:00 閉校式

9:30
蕨市柳橋公園集合
（JR蕨駅西口～徒歩3分）

8:00
ネオホッケー合同練習
（ホテルの体育館にて）

8:00
サマースクールネオホッケー大会
（ホテルの体育館にて）

7:30 朝食

10:00
出発（大型貸切バス）～外環
～東北自動車道～日光宇都宮道路

11:00 プール 12:00 昼食 8:30 出発（ホテル～日光東照宮）

12:00 日光宇都宮道路～大沢IC下車 12:00 マスのつかみどり 13:00
サマースクールネオホッケー大会
（ホテルの体育館にて）

9:00 日光東照宮見学（ガイド付き）

12:00
日光ゆば製造日光工場
～栃木の参加者と合流

13:00 昼食 16:00 入浴 12:00 昼食～栃木と解散

12:30 ゆば工場見学＆体験 14:00
ネオホッケー合同練習
（ホテルの体育館にて）

17:00 バーベキュー（ホテルにて） 12:30 日光東照宮出発（大型貸切バス）

13:30
日光ゆば製造日光工場
～ホテルファミテック

19:00 夕食～入浴 18:00
ネオホッケー大会成績発表
＆個人賞発表

日光IC～日光宇都宮道路
～東北自動車道～外環浦和下車

14:00 ホテルファミテック到着～昼食 20:30
学習
（ネオホッケーのルール説明 ）

19:30 入浴 15:00 蕨市柳橋公園到着～解散

14:30 開校式～オリエンテーション 22:00 消灯、スタッフミーティング 20:00 学習（感想文） 15:30 愛知・三重・奈良・稲城は蕨駅出発

15:30
ネオホッケー合同練習
（ホテルの体育館にて）

22:00 消灯、スタッフミーティング 16:33
稲城と解散
～東京駅出発（ひかり521号）

18:30 夕食～入浴 17:56 豊橋駅到着

20:00 学習（絵葉書の作成） 18:00 解散

22:00 消灯、スタッフミーティング

第４回日本フロアボール連盟「青少年サマースクール」が、栃木県日光市で開催されました。

参加者は総勢９０名、栃木県連盟のご協力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（中学生全員と小学生の一部）とスナップ写真をご覧下さい。

2015
青少年　サマースクール　in　栃木

8月7日（金）～8月10日（月）

報告書
ス  ケ  ジ  ュ  ー  ル

8月9日（日） 8月10日（月）8月7日（金） 8月8日（土）



8月7日（金）　6:30～　　豊橋駅

いよいよ、青少年サマースクールin日光の日がやって来ました。

豊橋集合組は、奈良県広陵が１１名、三重県伊勢が３名、

愛知県豊橋が１４名、愛知県小牧が３名の合計３１名がご家族や

責任者の引率で豊橋駅に集合しました。

今年初めてサマースクールに来て、最初は緊張していましたが、

バスで色んな地域の子と話す事が出来ました。部屋ではリーダーに

なってちゃんと出来るか不安でしたが、皆が協力してくれたおかげで

リーダーとして頑張れました。BBQでは、チームの皆と焼いたり

食べたりしたのでとても楽しむ事が出来ました。明日は東照宮に

行って帰ります。皆と別れるのは寂しいけど、皆で作る最後の

思い出なので、まだ話していない子とも楽しく話して、最高の

思い出にしたいと思います。来年も来れる様に、部活や勉強の

両立も頑張りたいです。

久保田　菜月　（愛知県豊橋市　中２　アグレッシブ）

8月7日（金）　7:00～　　豊橋駅

豊橋駅に集合し、スタッフ３名の引率で東京駅に向かいます。

新幹線の中では、朝早かったにもかかわらず、おおはしゃぎでした。

新幹線に乗って富士山を見ようと楽しみに窓を見ていたら、

反対側だったので見れませんでした。バスに乗り、高速道路に

乗ったら自己紹介が始まりました。自分の番が来るのを今か今かと

緊張して待っていたらサービスエリアで休憩になり、次の一番初めに

なってもっと緊張して間違えてしまいました。私はよく虫に刺されて、

手当をしてくれたスタッフさんや一緒に付いて来てくれたお友達に

感謝したいです。賞の発表があり、私はナイスファイト賞でした。

来年来た時は、一段と上手になって上の賞を取るのが目標です。

栁川　愛永　（奈良県広陵町　小４　レインボー）

8月7日（金）　8:40～　　東京駅

東京駅に到着し、東京都稲城の参加者２名とスタッフ１名と

合流しました。蕨駅へ向かう電車は通勤電車の為、荷物の多い

３３名の参加者を４名のスタッフで引率するのは大変でした。

私は今年初めてサマースクールを体験しました。練習では、

基礎となる練習をし、自分の慣れているシュートやパスではなく、

横からしっかり打つ練習で少し難しかったけど、ちゃんとヒットして

逆に打ちやすくシュートも入りました。あと、一歩を踏み込むだけで

シュートの威力が全然違うと言う事を学びました。練習試合では、

小学生の監督をしながら、自分達の試合をし、皆でポジションを

を変え合って、失敗した事を皆で反省し、成功する事を皆で考える

事は、とても楽しく思いました。今後は、チームプレーは大切なので

試合や練習でも協力してやりたいです。最後までこんなに楽しい

企画をして下さったスタッフさんに感謝したいです。

山村　香織　（東京都稲城市　中２　HIRAO）

豊橋駅集合

豊橋駅出発～新幹線

東京駅到着～稲城と合流



8月7日（金）　9:30～　　蕨市柳橋公園

３３名の参加者と４名のスタッフも柳橋公園に到着し、

東京都江戸川の５名、埼玉県蕨の２１名、スタッフ４名と

合流しました。公園では、昨年の参加者と会うと、

「久しぶり～元気～」と話していました。

２回目のサマースクールと言う事で、緊張はしてませんでしたが、

友達を新たに作る為にどんな会話をしようか悩んでいました。

バスに乗り、自己紹介が始まり、自分の番にドキドキしていた時

隣の人が話して掛けてくれました。その人とは馬が合い、どんどん

楽しい会話になり、自己紹介も楽にまるで肩の荷が下りた様でした。

サマースクールに行かせてくれて、楽しい体験をさせてくれた

家族の為にも、努力が無駄にならない様にホッケーに専念します。

國澤　優太　（東京都江戸川区　小５　ドリーム）

8月7日（金）　10:00～　　蕨～日光へ

東京・埼玉のご家族や引率者の見送りで、いよいよ出発です。

人数が多く、大型バス１台では乗り切れず、レンタカーの１BOXには

スタッフ２名と中学生の男子が乗り込みました。バスでは自己紹介が

行われ、まだまだ緊張している様でしたが、次第に話も盛り上がり、

仲良くなって行きました。日光に到着し、栃木県宇都宮の１６名と

合流し、参加者７５名全員が揃いました。

３回目の参加となる今年ですが、とても疲れて、個人賞が・・・

開校式で日本連盟の会長など、良く知った顔ぶれで、

サマースクールに来たんだと実感が湧きました。栃木県連盟の

会長のご祝辞、部屋割り、注意事項を確認し、部屋へ荷物を置いて

練習に行きました。練習ではシュートの方法も教えてもらいました。

ボールから二歩離れて、さらに一歩横に、打つ時はボールの方向に

一歩踏み込む。そうして打っていると最初はコロコロ転がっていた

けど、しばらくするとパシッと打てる様になり、枠にも飛びました。

青柳　拓篤　（栃木県宇都宮市　中１　富士見BGA）

8月7日（金）　12:00～　　日光ゆば製造日光工場

ゆば工場の見学では、工場の方からゆば製造について説明があり、

売店では、ゆば作り体験＆試食が出来ました。

ゆばを初めて食べる子供が多く、意外と美味しいと言う声が沢山

ありました。うちわで扇ぎながら自分で作ったゆばを食べていました。

僕は中学生になって初めてのサマースクールに参加しました。

ゆば工場の見学では、ゆばは、栃木と京都が有名らしく、栃木では

「湯波」、京都では「湯葉」と言う違いが不思議でした。作っている

工場を見て、「あんまり美味しくなさそうだな～」と思いましたが、

試食で食べたら美味しくて、何度もおかわりをしました。僕は部屋の

リーダとなり、独特な人ばかりでまとめるのが大変でした。夕食では

部屋の人達といっぱい話して、いつの間にか仲良くなって、新しい

スタッフの人とも仲良くなり、サマースクールだなって実感しました。

試合では、小学生のチームのコーチをやって、色々な動きを覚え

させて、アドバイスをする事が大きく学べました。僕は、絶対上手く

なって、アンダーにも出て、オリンピックにも出場出来るほどの

トッププレイヤーになって親に恩返しをしたいです。

齋藤　快成　（埼玉県蕨市　中１　蕨グラスホッパーズ）

蕨市柳橋公園集合

出発～バス～栃木と合流

日光ゆば工場見学・体験



8月7日（金）　14:30～　　ホテルの会議室

開校式では、渡邉会長からフロアボールが東京オリンピックの

正式種目に立候補し残念ながら落選したお話、和田副理事長の

講話では、お辞儀と挨拶のしかたを教わり、栃木県の枝さんからは、

歓迎の言葉がありました。その後、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

と、この合宿での６個のお願いの話がありました。

そして、部屋割が発表され名前入りのコップが渡されました。

僕はサマースクールに参加するのが５回目でした。毎年の様に

楽しく、今回もワクワクしてしおりを見ると、７５人とすごく増えたなと

思いました。部屋割りの発表では、９人もメンバーがいて、最初は

班行動を守れなかったので大変でした。大会の成績発表では

優勝は出来なかったけど、皆で楽しめた事が何より良かったです。

この合宿は、挨拶や技術や態度や礼儀など沢山の事が学べて

楽しめるすごく良い合宿だと思います。この様な良い場所に参加を

認めてくれた両親、合宿を企画してくれたスタッフの皆様には

本当に感謝しています。来年で参加出来る年としては最後ですが

最後の参加が出来る様にしたいです。

設楽　廉　（東京都江戸川区　中２　ドリーム）

8月7日（金）　15:30～　　ホテルの体育館

７５名の参加者のうち、サマースクールが初めての子供が４６名、

ネオホッケーの練習では、コート設営から行い、ランニング・

ストレッチをして全然声が出ていなかったので、やり直しになって

しまいました・・・パス・シュート練習をして段々と声も出て来ました。

僕は初めてサマースクールに来て、上手く過ごせる気がしなかった。

全然仲間と話せなかった所、同級の子が話しかけてくれて嬉しかっ

たし、そこから他の子とも仲良くなり始め、部屋のメンバーも色々な

子がいて面白い部屋でした。シュートの練習では、スタッフさんの

アドバイスで、速さが格段に上がり、入る確率も上がりました。

試合は、普段は中学生同士でやる事が無いので、楽しかったです。

このサマースクールを通して、技術は上がったと思うし、全体の内の

一人が迷惑を掛けると、他の人に迷惑が掛かる等、改めてわかり

ました。多くのアドバイスをしてくれたスタッフの方々に感謝を伝える

ように、これからも頑張ります。

古池　穣　（愛知県小牧市　中２　F・Shinooka）

8月7日（金）　20:00～　　ホテルの会議室

文章が得意な女子と、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への思いを文章にして

書いていました。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。

日光ゆばでは、刺身が一番美味しく、体験をさせてくれたので、

嬉しかったです。ホテルに入って思ったのが、部屋の事です。

友達と一緒になりたいなと思ったけど、みんな別々な意味が

わかりました。友達を増やすと言う事でした。知らない人と一緒に

居るのもいいなと思いました。BBQでは、超一杯食べました。

大食い賞があれば出来るとみんな言って笑っていました。

来年もサマースクールに来たいなと思いました。

増田　大征　（奈良県広陵町　小５　レインボー）

開校式～オリエンテーション

ネオホッケー合同練習①

学習（絵葉書の作成）



8月8日（土）　6:30～　　ホテル周辺

２日目も早起きです。ホテル周辺を散歩して、ラジオ体操を

しました。まだ眠い中でのラジオ体操では、ちゃんとやっていない

人が居て、リーダーからOKが貰えず、やり直しになってしまい

ました。全員のリーダーからOKが出て、やっと朝ごはんです。

僕は、サマースクールで色々な事があったけど、すごく楽しかった

です。初日は午後から体調が悪くてホッケーが出来なくて、悲しくて

泣いてしまいました。２日目の午後から調子が良くなって、頑張れ

ました。沢山ホッケーが出来てすごく嬉しかったです。沢山知らな

かった事を学んだり、初めて会う人と仲良くなったりして、これからの

練習や大会で生かして行きたいです。なぜなら、これだけの色々な

事があって生かして行かなかったらもったいないと思うからです。

しんどくなった時に助けてくれたスタッフさんや心配してくれた人等

関わってくれたみなさんに感謝したいと思いました。

荒木　駿介　（奈良県広陵町　小４　レインボー）

8月8日（土）　8:00～　　ホテルの体育館

本木JAPAN、田中JAPAN、和田JAPANの３チームのチーム分けが

発表されました。各チームに分かれてパス・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

横振りで打つ練習、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。

今回初めてのサマースクールでした。バスの中ではずっと寝ていて

ゆば工場では一人で見ていたら、ドリームの人に「友達出来た？」

と聞かれたので、ホテルまでのバスでは前の席の子や隣の席の子に

話しかけました。部屋割りの発表がされ、そこにはバスの隣の席の子

も居て、マイコップを貰いました。僕の部屋には面白い子が居て、

「楽しく出来そうだな」と思いました。大会の２試合目、僕はキーパー

だった。出来ないのは知っているがやるしかない。試合が始まると

点を決められた。しかし、点を入れられたにも関わらず、友達に

「ドンマイ、気持ちを切り替えて行こう」と言われ、すごく嬉しかった。

僕は、ベストルーキー賞を貰った。明日は４日目、もう終わりだ。

友達も沢山出来たしすごく楽しかった。来年も来たいと思った。

立原　世那　（東京都江戸川区　小５　ドリーム）

僕は、初めてサマースクールに行き、色々な事がありました。

具合が悪くなったり、皆で協力して練習したり、とても勉強になり、

楽しかったです。皆と話していたら、すぐ友達が出来ました。

東京・愛知・栃木の人など様々な人がいて言葉も違う人がいました。

BBQでは荷物を運び、焼けては「何食べる？」と聞いて配る、そんな

繰り返しで食べる暇がありませんでしたが、一生懸命焼いて食べた

からとても美味しかったです。サマースクールで学んだ事は、

リーダーの責任や体調管理、皆のプレーを見て自分も上手くなる事

時間を守る事を主に学びました。色々と迷惑を掛けたスタッフの

皆さん、一緒に協力した仲間達、合宿費を出してくれた親には

感謝をしたいと思いました。

須藤　翔太　（埼玉県蕨市　中１　蕨グラスホッパーズ）

散歩・ラジオ体操

ネオホッケー合同練習②



8月8日（土）　11:00～　　ホテルのプール

くもり空がプールの時間になったら、太陽が出て来ました。

プールの中はちょっと冷たかったのですが、入ってしまえば

大丈夫です。あっという間の１時間が過ぎ、はしゃぎすぎで

みんな疲れている様でした。

部屋割が発表され、自分はリーダーで少し不安でした。昼食の時

家族の事を想って泣いている子がいて、なごますのに大変でした。

夜ご飯やお風呂や勉強会があると言うのに、全体的にのんびりして

風呂の時間が長かったり、集合に遅れたりと、あんなに来て学んだ

集団で行動する事を自分が出来ても班員が出来ないと意味が無い

と言う事を改めて痛感しました。プールでは皆で楽しく飛びこんだり

泳いだりして遊び、暑さが吹き飛びました。成績発表では、グラス

３人目のMVPが生まれ、自分では無かったけど嬉しかったです。

瀧澤　稜弥　（埼玉県蕨市　中１　蕨グラスホッパーズ）

8月8日（土）　12:00～　　ホテルの池

池にマスが放流されると、男子は勢い良くつかみどりを始めました。

女子は魚が触れない子が多く、戸惑っていましたが、一度

触ってしまえば大丈夫？魚を取らないと食べられないと言われ、

キャーキャー言いながらつかみどりをしていました。

私は初めてサマースクールに行きました。行く前は、緊張しすぎて

不安すぎてお腹が痛くてご飯ものどを通りませんでしたが、とても

楽しみでした。パスの練習では、声を出してボールを貰い、相手を

見て出すと言う事を学びました。マスのつかみどりでは、初めて生の

魚を触りました。捕まえるのが大変でしたが、焼き魚にしたマスは

とても美味しかったです。試合では、色々なポジションをやって

置いた方がいいと思いました。次にサマースクールに来た時は、

オフェンスでもディフェンスでも出来る様になりたいです。

前田　菜々子　（東京都稲城市　中１　HIRAO）

8月8日（土）　13:00～　　ホテルのレストラン

今日の昼食はカレーライスです。普段はご飯をあまり食べない子も、

カレーライスは沢山食べる様です。おかわりのご飯とカレーのルーが

無くなるまで、男子も女子もおかわりをしていました。

さすがはカレーライス。

私にとって２回目のサマースクールに来ました。ホテルファミテックに

着いて、この日から４日間ここに泊まると思うとワクワクしました。

晩ご飯はバイキングでお腹が一杯になり良かったです。

「5432いただきます」「1234ごちそうさまでした」が面白かったです。

明日は日光東照宮に行って、家族みんなへのお土産を買って

帰ります。しっかり色々な物を見て、思い出を作って帰りたいです。

諸石　乃々子　（栃木県宇都宮市　小５　富士見BGA）

プール

マスのつかみどり

昼食（カレーライス）



8月8日（土）　14:00～　　ホテルの体育館

午後の練習は、明日の大会の練習です。コーンとコーンの間を

通すパス、思いっきり打たなくてはならないシュート、フライボールを

コーンでキャッチするフライングゲットの練習をしました。

なかなか難しいフライングゲットが盛り上がっていました。

練習が終わり、待ちに待った試合をして、今日の練習が終わりました。

僕は今年、初のサマースクールに参加しました。ピンクのTシャツを

着て集合した時は知らない人ばかりで、ドキドキしていました。大会

では優勝は出来なかったけど、皆がお互いを認め合い、楽しく

やれていて、皆の笑顔があふれて自分まで元気になりました。ご飯

の時は皆で協力してお皿やコップを運んだりして楽しく、皆で食べた

ので美味しかったです。BBQでは中学生のお兄さんやお姉さんが

お肉や野菜を焼いてくれました。サマースクールでは、ものすごく絆

が深まり楽しかったです。用意して貰ったお母さんやサマースクール

で出会った友達に感謝したいです。来年も参加したいです。

長澤　陽瑠　（愛知県小牧市　小６　ブレイズ小牧）

私は今回で４回目のサマースクールとなり、初めてリーダーをやる

事になり、とても不安でした。最初は上手く行きましたが、日にちが

経つにつれて問題が多くなり、とても大変でした。問題が起きた時

スタッフの方に相談をしたら、優しく相談に乗ってくれて、問題は

すぐに解決されました。今回自分がリーダーをやって見て、今まで

リーダーをやってくれてた人の大変さが改めて分かりました。

試合では、中学生が小学生チームの監督をして、小学生は試合に

負けても反省会をやろうとしないし、反省会をやるよと言っても皆

集まらなくて大変でしたが、試合をやるごとに上手くなっていました。

ホテルの方々や最初から最後まで見てくれて、色々な事をして

くれて、楽しく過ごさせてくれたスタッフの方々に感謝しています。

塩崎　彩華　（埼玉県蕨市　中２　錦倶楽部）

8月8日（土）　20:30～　　ホテルの会議室

ルールの説明では、ルールブックが配られ、潤さんから

１６個の反則の説明がありました。知っている子はもっと詳しく、

知らない子は知る事が出来たようです。特にハイスティック、

ダブルストローク、クラッシング、チャージングの反則は、

明日の大会で厳しく取るので、反則をしない様に気を付けて

プレーをして下さい、と話がありました。

今回、３回目のサマースクールでした。自己紹介で名前を覚えよう

としたり、部屋割りでは誰と一緒かな？とも考え、２つのグループが

同じ部屋で、すごく広くて皆はしゃいでいました。ルール説明では、

ルールが１６個あると改めて知って、しっかり少しづつ覚えて行こう

と思いました。１個づつ詳しく教えてくれました。パスの時、５２回と

言う数字で断トツで勝ちました。チーム皆が協力したからだと思い

ました。試合では、チームの人達と協力して勝てた試合や、小さな

ミスが大きなミスになり負けてしまった試合などがあり、反省を

生かして勝てた時はとても嬉しかったです。成績発表では、残念

ながら優勝は出来ませんでしたが、個人賞で優秀選手賞を貰う

事が出来ました。自分が頑張った証だと思いました。この合宿に

参加させてくれたお母さん、色々な練習を教えてくれたスタッフの

皆さんには感謝しています。これから誰よりも努力して頑張ります。

都築　美七海　（埼玉県蕨市　中１　蕨グラスホッパーズ）

ネオホッケー合同練習③

学習（ルール説明）



8月9日（日）　8:00～　　ホテルの体育館

いよいよ、楽しみにしていたネオホッケー大会です。

今年は人数が多い為、本木JAPAN・田中JAPAN・和田JAPANの

３チームに分かれての対戦となりました。

午前中は、コーンとコーンの間を通すパス、教わった横振りで

思いっきり打つシュート、毎年恒例のフライボールをコーンで

キャッチする「フライングゲット」と３つのゲームでの対戦となりました。

前日の練習の成果が出て、ボールを止めてしっかり打つ事や、

横振りで打つ事やフライボールを上げる事が出来ていました。

フライが上がってもキャッチするのは、なかなか難しい様です。

私は今年で４回目のサマースクールで、中学生になって初めて

参加し、今年から妹も参加だったので、とても緊張していましたが

ものすごく楽しく過ごせました。マスのつかみ取りでは、全然触る

事が出来なくて、最後の最後にやっと掴む事が出来ました。取った

マスを夜ご飯で食べて、少しかわいそうな感じはしたけど、美味しく

食べる事が出来ました。大会では、和田JAPANのキャプテンに

なってしまい、さらに中学生として出るのは初めてだったので、

勝てるか等の緊張や不安があったのですが、皆と楽しく試合が

出来ました。BBQでは中学生が皆で食べる肉や野菜を焼いて

忙しかったけど、ワイワイ楽しく食べれて嬉しかったです。個人賞

でエンジョイプレー賞を貰いましたが、そこはポジティブに考えて

来年はもっと上の賞を取れる様に、１年間練習を頑張りたいです。

明日は３回目の日光東照宮ですが、何回見ても昔から伝わる

大切な物なので、しっかり見ておきたいです。

塚本　愛　（埼玉県蕨市　中１　蕨グラスホッパーズ）

僕は、小学６年生で初めてサマースクールに参加しました。すごく

緊張して、初めはどうなるかと思い心配でしたが、経験のある仲間達

が声を掛けてくれたおかげで落ち着いていられました。練習でも、

声を掛けてくれたので、仲間達と一緒に頑張る事が出来、次も

頑張ろうと言う気持ちになりました。練習以外にもやる事が沢山あり、

１日で全て終わるのか心配でしたが、リーダーがしっかりまとめて

くれたので感謝したいです。僕は、１日目に目標を誰よりも努力する

と決めて頑張っていたけど、皆も努力していて、難しいと思ったけど

自分はそういう目標を持って、いろんな事に挑戦して行くのが

勝利につながって行くと思いました。

藤田　竜也　（愛知県小牧市　小６　ブレイズ小牧）

私は、８月７日から３泊４日し、とても楽しみにしていてドキドキも

していました。朝早くから新幹線と電車とバスで約５時間乗り、

栃木県に行きました。私はもともとゆばが好きで、ゆば工場に行った

時はとてもワクワクしていて、試食ではとても美味しくて幸せでした。

練習では、スタッフさんがボールの打ち方、フライボールの時、

とても優しく覚えやすく教えてくれたので、すぐに出来る様になり

嬉しかったです。試合では練習で学んだ事を生かし、スタッフさんや

仲間達が褒めてくれました。明日の見学は初めてなので、とても

楽しみにしています。サマースクールに来て、色々な事が学べて

とっても良かったです。連れて来てくれてありがとう。

冨田　彩羽　（愛知県豊橋市　小６　豊橋SPIDERS）

ネオホッケー大会①



8月9日（日）　13:00～　　ホテルの体育館

午後は、試合形式の大会です。本木JAPAN・田中JAPAN・

和田JAPANの３チームが、それぞれ小学生４チーム＋中学生

１チームに分かれての対戦となりました。小学生チームには

スタッフが入り、スタッフはGK禁止なので、子供達で交代で

GKをやりました。普段のチームとは違う人と組んでの試合、

やりたいポジションを出来ない時など、思い通りにならず

最初は戸惑っていましたが、試合の無い時はチームで話し合い、

試合が終わったら中学生が指導をして、と試合をして行くうちに

徐々にチームワークも出来て来て、試合中の声出しや、応援も

するようになり、盛り上がって行きました。

僕は今回で３回目のサマースクールで、場所は僕の出身地の

栃木県の日光市でした。去年よりも緊張しないで来る事が出来た

理由があります。自分の出身地と言う事と、慣れて知り合いも増えた

と言う事です。開校式では、連盟の人の話を聞いた後、部屋割りの

発表があり、ドキドキしながら名前を呼ばれるのを待っていたら、

僕はリーダーになりました。最初は心配でしたが、だんだん慣れた

ので良かったです。成績発表で、僕は３連覇が掛かっていて、３連覇

は逃してしまったけど、去年取った賞よりもいいベスト６を取る事が

出来ました。今回のサマースクールは短く感じたけど、まだ４日目も

あるので、楽しんで帰って行きたいです。

大塚　皓介　（栃木県宇都宮市　中１　富士見BGA）

初めてのサマースクールで、ゆばの作っている所を見て、僕は

地元が栃木県でも知らない事があると感動しました。緊張して来て

ホテルでは初めて見る人が多く、もっと緊張しましたが、練習や

食事をしてだんだんと少し慣れて来ました。一番に慣れたのは

部屋で一緒になった人達です。栃木県以外の人達と部屋で過ごす

のは緊張しましたが、自然に話す事が出来、仲良くなれました。

夕食で自分達で取ったマスが出て来て、僕は生物や植物の大切さ

を知り、環境を守る為に節約を心がけたいと思いました。来年は

中学生になりますが、参加したいと思います。今年はベスト６になる

事が出来ましたが、来年はMVPになれる様に頑張りたいです。

中田　捷駿　（栃木県宇都宮市　小６　SHOWA・SAKURA）

今回で３回目のサマースクールに来ました。今回はいつもと

違うなーと思う事が二つありました。一つ目は、奈良県や三重県など

遠い所から来る人が多かった事です。二つ目は、自分が中学生と

なった事で、皆をサポートしようと言う気持ちがあり、去年より時間や

周りを見て行動出来ました。バスでの自己紹介ではニックネームを

覚えようと頑張りました。BBQでは、中学生が焼く担当で、煙が目に

入って痛かったけど、あまりやった事が無くても上手く出来て、

しかも美味しかったので嬉しかったです。個人賞発表で、自分は

MVPを貰い名前を呼ばれてとても驚いて、本当に自分？？と何が

何だか分かりませんでしたが、しばらく経つと嬉しいと言う気持ちが

増えて来ました。今回学んだ事を生かし大会などで活躍し、低学年

の子達にも伝えたいです。来年は、大会では優勝して、普段の生活

では、初めての子や年下の子のサポートをしっかり出来る様に

したいです。頑張ります。

本木　恵瑠　（埼玉県蕨市　中１　蕨グラスホッパーズ）

ネオホッケー大会②



8月9日（日）　17:00～　　ホテルのBBQ場

大会が終わって、お風呂に入り汗を流して、そろそろお腹が空いて

きました。中学生が肉や野菜を焼き、小学６年生がお皿やお箸を

用意してバーベキューが始まりました。みんなで話しながら食べる

肉や野菜、焼きそばやジュースは美味しいようで、お腹がいっぱいに

なるまで食べていました。

サマースクールが始まって、もう３日が経ちます。今思うと、あっと

言う間の３日間でした。練習では基礎を磨けて、パスは真っ直ぐ

引いて真っ直ぐ押し出す、シュートでも同じと言われました。直ぐに

実行すると、パスもシュートも真っ直ぐ行きました。しかし、まだ

100％ではないので、今後も練習しようと思いました。今年に入って

初めてのプールでは、とても気持ち良かったです。今回は、教えて

くれた事が出来、楽しんでプレー出来ました。学んだ事を持ち帰って

これからも練習に励みたいと思います。

菅谷　美玖　（埼玉県蕨市　中２　錦倶楽部）

8月9日（日）　18:00～　　ホテルのBBQ場

待ちに待ったネオホッケー大会の成績発表です。

午前中のゲームと試合の総合得点で勝敗が決定します。

総合優勝チームは・・・・・和田JAPANです。

次に、個人賞の発表です。MVP・優秀賞・ベスト６・スタッフ賞

（和田賞・本木賞・田中賞・菅賞）・ベストゴール賞・ベストアシスト賞・

ベストGK賞・ベストルーキー賞・ベストプレー賞・フェアプレー賞・

ナイスファイト賞・エンジョイプレー賞が発表されました。

私はサマースクールに２度目の参加をしました。行きのバスで、

近くの人と仲良く出来たらいいなと思っていましたが、すぐに隣の

人と仲良くする事が出来て安心しました。表彰の時、自分は何の

賞を貰えるかドキドキしていました。最初のMVPを呼ぶ時、MVPは

無いと思ってボーとしてたら、自分の名前が呼ばれてすごく驚いて

パニックになってしまいました。MVPが貰えると思ってなかったので

とても嬉しかったです。分からない時に教えて下さったスタッフさんや

仲良くしてくれて一緒に戦ってくれた友達に感謝します。

谷村　祐希　（東京都江戸川区　小５　ドリーム）

8月9日（日）　20:00～　　ホテルの会議室

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５枚、小学生は３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。

私はサマースクールに来てすごく良かったと思っています。

何故かと言うと、友達もいっぱい作れたし、試合も自分にとって

頑張れました。友達は向こうから話しかけてくれ、暇なときや一人で

居る時に話してくれるのが友達です。４日目は、友達と一緒に

お土産を買ったり、笑ったりしゃべったりしたいと思います。今後の

目標は、皆の足を引っ張らない様に、シュートをカッコ良く入れる事

です。私はパスが苦手です。でも３日間ですごく上手くなったと

思います。スタッフの皆さん、友達、皆のおかげです。お父さんが

このスポーツを勧めてくれたから、こうやって上手いスタッフさんや

やさしい友達に出会えたと、私は思っています。

一木　和奏　（三重県伊勢市　小５　伊勢えび～’z）

バーベキュー

成績発表～表彰式

学習（感想文）



8月10日（月）　7:00～　　ホテルの会議室

３日間が終わり、いよいよ最終日がやってきました。

大橋副会長より「この競技を１０年２０年続けて一緒に頑張って欲しい」

髙橋理事長より「ネオホッケーを通じて色々な経験をして、思い出

だけではなく、生活に生かして実行出来る様に」とのお話があり、

閉校となりました。

開校式で部屋割りが発表され、リーダーとなりました。去年もリーダー

でしたが、鍵の管理をやってなかったので少し不安でした。練習では

基本的な事をやり、パスはしっかりヒットして打つ、シュートは横打ちで

打つ、フライボールは４５度に入れて力を入れ過ぎない、と色々

教わりました。２日目になって思った事は、班をまとめる事の難しさを

感じました。散歩などに行く時、去年は６年生が多くて早かったが、

今回は５年生で、しかも初参加の人も多く、何かが無いと言う人が

いて、出ると言った時間に出れなかったのが多かったです。朝食でも

食べるのが遅く、練習の集合時間にギリギリになったりもしました。

３日目は、２日目に思った事を反省し先に用意をさせる事にしました。

試合だけでなく、試合をやってない時も声を出す様にしたいです。

森谷　拓斗　（埼玉県蕨市　中１　蕨グラスホッパーズ）

8月10日（月）　9:00～　　日光東照宮

関東以外の子供達はあまり知らない、多くの国宝や重要文化財が

ある日光東照宮にやって来ました。見ざる・言わざる・聞かざるで

有名な３匹のサル、徳川家康のお墓、音を出すと龍が鳴いている様な

鳴龍などを、ガイドさんの説明で見学しました。入り口で全体写真を

撮り、お土産を買いに行きました。家族やチームの人へのお土産を

時間が無い中選んで買っていました。

ネオホッケーの練習でフライボールを打つのが面白く、打ち方を

教わったので、今ではフライを打てる様になりました。４日目の

日光東照宮は初めて行く所なので、特に楽しみです。私が一人で

怖い時に助けてくれたスタッフさんに感謝したいです。だから私も

大きくなってネオホッケーをやっていてキャンプに来たらスタッフさん

になりたいです。

井藤　智夏　（奈良県広陵町　小４　レインボー）

8月10日（月）　12:00～　　日光東照宮

栃木とお別れの時が来ました。本木委員長より

「サマースクールで教わった、感謝の気持ちを持つ事や、ルールを

守る事を忘れない様に」「スタッフに教わったネオホッケーのボールを

打つ・止める・上げるやり方をチームに帰っても続けて練習をして、

大会や、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」「スタッフやサマースクールの友達と会ったら必ず挨拶を

しましょう」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。

私は初めてサマースクールへ行きました。ゆばの体験では、扇いで

冷ましてつまようじで斜めに引いて取り、出来たてで自分が作った

のでとても美味しかったです。マスのつかみ取りでは、ヌルヌルして

いて取れにくそうだと思ったけど、ちゃんと捕まえられました。

その日の夜のマスの焼き魚は自分で取った魚なので、とても美味し

かったです。豊橋に帰っても、サマースクールの事を思い出し、

ガードをしたり当たりに行ったりしたいです。ボールも少し怖く無く

なりました。部屋が他の地域の人達とも仲良くなれました。

古林　未羽　（愛知県豊橋市　小５　豊橋SPIDERS）

閉校式

日光東照宮

栃木と解散～バス



8月10日（月）　15:00～　　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

「サマースクールで教わった、感謝の気持ちを持つ事や、ルールを

守る事を忘れない様に」「スタッフに教わったネオホッケーのボールを

打つ・止める・上げるやり方をチームに帰っても続けて練習をして、

大会や、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」「スタッフやサマースクールの友達と会ったら必ず挨拶を

しましょう」の言葉で、東京・埼玉とは解散となりました。

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。

今年のサマースクールは栃木県に来ました。練習では、いつもより

長かったので疲れました。フライボールが出来なかったけど、

スタッフさんにいっぱい教えて貰って、前よりボールが上がったので

嬉しかったです。成績発表では、私は「フェアプレー賞」でしたが、

協力するプレーと聞いたので嬉しかったです。今後の目標は、

フェアプレーと一緒で、チームで協力してプレーをしたいです。

ネオホッケーやネオホッケー以外の事も教えてくれたスタッフさんに

感謝です。教えて貰った事を生かして行きたいです。

井波　瑠姫　（三重県伊勢市　小５　伊勢えび～’z）

8月10日（月）　16:30～　　東京駅

愛知・奈良・三重の参加者は、まだ解散ではありません。

頼りにしていたスタッフのえりさんとお別れし、新幹線に乗りました。

僕は初めてのサマースクールなので緊張しました。部屋割りの発表で

９人とかなり人数が多く知り合いの青柳拓篤君と同じ部屋だったので

ホッとしました。結果発表では優勝は出来ませんでしたが、個人賞

では優秀賞だったのですごく嬉しかったです。明日行く日光東照宮

は３回目になるので、もっと良く色々な物を見たいです。用意や

買い物を手伝ってくれた家族に感謝したいです。

柳田　茂雄　（栃木県宇都宮市　小５　稲妻ファイヤー）

8月10日（月）　18:00～　　豊橋駅

いよいよ、愛知・三重・奈良も解散の時が来ました。

引率者が迎えに来ていて、最後の解散が終わり、サマースクールも

終了となりました。

私は中学２年生としてサマースクールに参加した。中学生になって

２回目と言う事もあり、勝手は分かっていたけど、いつも通り緊張して

いた。部屋割りで私は昨年と同じく班長だった。大体の事は分かって

いたけど、班の子が最大限に楽しめる様に、と思うと責任重大だった。

大会のチームでは足を引っ張らない様にと思い、自分の練習不足で

自分が損をするのはいいけど、ホッケーはそうは行かないし、そこが

ホッケーの良い所なので、もっと上手くなりたいと思う。シュートでは

入っても入らなくてもハイタッチをすると決めて、皆で実行したら少し

かたかったチームの雰囲気がやわらかくなった。特に私達中学生が

積極的に声を出し良い雰囲気作りが出来て、こういうのを「チーム

一丸」と言うのかなーと思った。大会の結果は「和田J」が総合優勝で

これでもかと言うほど嬉しかった。今回の合宿で、自分の課題を沢山

見つけたので、一つ一つ確実に出来る様になり、現状に満足して

いると周りの子にどんどん抜かされるので、数段レベルアップして

また来年のサマースクールに参加したい。

穂苅　真帆　（東京都江戸川区　中２　ドリーム）

蕨市柳橋公園～解散

東京駅～新幹線

解散

ご協力ありがとうございました。スタッフ一同より



柴田　風香（愛知県豊橋市） 瀧澤　瑛司（埼玉県蕨市）

今年は初めてスタッフとしてサマースクールに参加しました。 私は今回初めてスタッフとしての参加でした。今までは過去5回
去年までは参加者として楽しまさせてもらう側でしたが、今年は 参加者として楽しく一回一回が思い出になるサマースクールに
参加者を楽しませる側としてスタッフの大変さがとてもわかりました。 参加してきましたが、今年はスタッフとして参加し自分がスタッフ
あと私が大変だと思ったことは参加者の名前を覚える事です。 として自分には何が出来るかものすごく不安でした。そして、
今までと違いみんなの名前を覚えないといけなくなり、覚えるのに 今回のサマースクールは参加者が過去最高の75人と更に不安は
とても苦労しました。でも覚えてその子を名前で呼べた時、 大きいものでした。練習が始まり自分が指導者として教え、
その子との距離が縮まった感じがして嬉しかったです。 それができると同時に嬉しさを感じる事も出来ました。参加者の
スタッフとして参加することはとても大変だったけどとても みんなが最期には「もう終わり？」など「来年も行きたいな！」と
楽しくて充実した4日間になりました。ありがとうございました。 聞いて今回のサマースクールも誰もが楽しく、思い出になる
来年もスタッフとして参加したいと思いました。 サマースクールになってくれれば幸いです。様々な大会での

みんなの成長がものすごく楽しみです。まだまだ未熟であり
スタッフとしての行動や言動、意識が少し低い部分もあり、

小林　有（愛知県豊橋市） また自分の成長にも繋がりました。
スタッフとして来年も参加したいと思います。

初めての４日間通してのサマースクールでした。終わってみたら
あっというまで、達成感や感動もあり、そして想像以上に疲れが
ありました。子供が日に日に変わっていく様子を見れることに 岩田　知也（愛知県豊橋市）
喜びも感じました。また指導していくなかで、特に生活態度など
自分の行動も見直せ、成長できたと思います。挨拶、返事の 僕は去年の三重でのサマースクールで、2日間スタッフの
大切さを改めて実感しました。ホッケーの技術面では、至らない お手伝いをさせてもらい、子供達の成長を見て来年もぜひ参加
部分も多かったかと思いました。なので教える立場としては したいなと思い今年は4日間スタッフとして参加させて頂きました。
戸惑いもありつつ過ごしてしまったことを後悔しました。上手く 去年とは違い4日間一緒に子供達といると子供達のホッケーの
教えれたのかも分からず、むしろ技術指導での基礎練習は、 成長もいっぱい感じれて、子供達から話しかけて来てくれる子も
自分が教えてもらっているようで、これからもホッケーをしていく 多くなりスタッフは大変な事も多いけどやってみて良かったなと
うえでのプラスになりました。最初にも書いたように、終わって 思える事のが多かったです。生活面では子供達の手前、自分も
みたらとても疲れていて、それに気付かないほど充実した 靴を揃える、挨拶をする、ご飯を残さず食べる、など子供達の
４日間でした。参加させていただいて良かったです。 為にもなり、自分の為にもなりサマースクールはとても大事な

行事なんだと思いました。来年も機会があればぜひ、
またスタッフとして参加させてもらいたいです。

飯島　えり（東京都稲城市）

毎年、自分のチームの子供たちが大きくなって帰ってくる 菅　和朗（東京都板橋区）
サマースクールに、今回初めてスタッフとして参加させて頂きました。
ネオホッケーを通じてたくさんの事を得られるサマースクール。暑くてネオホッケーを通じてたくさんの事を得られるサマースクール。 今回のサマースクールはスタッフが５人初めてで、参加者が
暑くて練習ちょっとやだな、このごはん食べたくないな。 過去最高の７５人という事もあり、不安な気持ちもありましたが、
そんな時に仲間が声をかけてくれたりすると頑張れてしまうのも、 今まで以上に気を引き締めてやらなくてはと思っていました。
75人の仲間との一生に一度しかないサマースクールだからこそと しかし、毎年スタッフとして参加させてもらっている油断と甘さから
感じました。スタッフが子供たちに出来る事はそんなに多くない 初日からスタッフの皆様に迷惑をかけてしまい反省の気持ちで
反面、私たちの言葉には大きな力がある事を学びました。 いっぱいです。スクール中も初参加の人たち、中学生の生徒達に
子供たちも同じだったと思います。言いたい事があるけど言えない、 沢山助けられる事もありました。自分としては反省の多い
伝わらない。でもそれは自然と相手の話を聞くという形に変わって サマースクールとなりましたが、沢山の事を勉強出来たと思います。
いきました。これから成長していく上でとても大事な事を学べた 今回のサマースクールの経験を生かし、またスタッフとして参加し、
のではないかと思います。そんな素晴らしい体験が出来る 生徒達と共に成長したいと思います。
サマースクールのスタッフとして、子供たちの手助けが出来た事
75人の子どもたちと大好きなホッケーで4日間過ごせた事、
本当に嬉しく思います。ありがとうございました。 本木　貴志（埼玉県蕨市）

今年は小学生57名と中学生18名の合計75名と過去最多の子供達
田中　潤（東京都板橋区） が参加してくれました。スタッフも8人中5人が初参加で、そのうち

2名が、昨年までサマースクールに参加者として参加していた
今回は過去最多の75名の参加者と共に三泊四日を過ごして 高校1年生の2名でした。この2名は、サマースクールに参加して
色々な発見や経験をさせてもらうことが出来ました。将来スタッフ いましたが、スタッフとして参加するのは、また違った事だったと
としてサマースクールに参加してみたいと思ってくれている 思います。挨拶をする・靴は揃える・自分の事は自分でする・
子供達、出来なかった事が出来るようになった子供達、今回の 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
サマースクールの参加者の半分が初参加だった事、連盟発足 する、の6個を参加者にお願いしました。基礎練習をすると
当時から続けてきた成果がなんとなくではありますが出てきたの みるみる上達し、上達した事が試合で出来るともっと上手くなろうと
かなと感じたサマースクールでした。また来年に向けてスタッフの 頑張っていました。小学4年生から中学3年生までの6年間参加
育成や発掘がより良いサマースクールを継続していく近道だと してくれた子、将来スタッフとして参加したいと言ってくれた子、
感じました。そして連盟発展に繋がるとても大切な行事の1つ サマースクールをやってきて良かった、と思い泣きそうになりました。
なので各地方連盟の方々の力を貸してもらいながらより良い 今後も、色々な地域から参加者を募る事やスタッフの育成、
サマースクールを作っていきたいと思いました。 開催地の確保や行事の工夫など、やる事は沢山ありますが、
また来年どんな子供達と会えるか楽しみに！！ 参加者が来年も来たい、と言ってくれるのがパワーとなり

苦労した事が報われる瞬間だと思いました。また来年も参加した
事がない子供を誘って参加してくれればと楽しみにしています。

スタッフの声



【２０１５青少年サマースクールを終えて】 今年もいよいよ始まったサマースクール。今年で最後なのと最年長と

<参加した少年・少女の皆さんへ> 言う事で、いつも以上に気合いが入りました。それに、豊橋から参加

　皆さんサマースクールはいかがでしたか？ する小学生も沢山いたので、責任感が生まれてドキドキしながら

　開校式で渡邉会長からオリンピックを目指し練習し 東京行きの新幹線に乗りました。埼玉県の集合場所で皆と合流した

思い出に残る合宿をしてほしいというお話しがあり 時は久しぶりに会った人もいて嬉しかったです。バスの中では多くの

ましたね。 人と沢山しゃべり、仲間とのおしゃべりは楽しくて目的地のゆば工場

　この期間、皆さんはネオホッケーを真剣に取り組み、 に着くまで笑いっぱなしで面白かったです。晩ご飯はバイキングで

プールやバーベキューを楽しみ、絵葉書・感想文に 美味しい物が沢山あり、部屋はフカフカのベッドだったので、テンション

苦戦しました。また、自分で作った日光湯葉を食べ が上がりました。プールでは、スタッフや仲間にいっぱい落とされた

マスのつかみどりなど普段めったにできないこと、 けど、とても楽しくて最高の思い出になりました。試合では、初めて

新しい発見や喜びや驚きがあったと思います。 プレーする人ばかりだったけど、楽しく出来て良かったです。夜の学習

　この４日間で君たちは目の輝きを増し、前向きな では、ルールを学びました。しっかり覚えて審判が出来る様になりたい

気持ちを持つようになったと強く感じました。 です。結果発表では、優勝する事が出来なかったけど、仲間と共に

このサマースクールで学んだこと感じたことを忘れ 頑張れて楽しかったし、達成感がありました。個人賞では「ベスト６」と

ないで、普段の生活でも行ってみて下さい。 いう賞を貰う事ができ、嬉しくて涙が出そうでした。サマースクールに

　「ルール（社会）を守ること」、「美しいお辞儀」、 来る事ができ、本当に良かったです。ホテルの方々やスタッフの皆さん

「夢(目標)を持つこと」など、この次に皆さんと 家族の皆には感謝しています。６年間サマースクールで沢山の事を

お会いするときを楽しみにしています。 学び成長する事ができ、最高の仲間を作る事が出来ました。まだ

４年生で未熟だった私をここまで成長させてくれたスタッフの皆さん、

<保護者の皆様へ> 一緒に頑張って練習してきた最高の仲間が大好きです。次に会う時は

　子供たちをサマースクールに参加させて下さった 敵だけどずっと仲間でいたいです。この６年間は私の大切な思い出

保護者の方々と地方連盟の皆様へ御礼申し上げます。 です。ここまで来れて本当に良かったです。いつか今よりもっと成長

　日本フロアボール連盟は、ネオホッケーを通じて、 した私を見せられる様に頑張ります。

心身の健全なる育成と、生涯スポーツの振興に寄与 ６年間、ありがとうございました。

することを目的とするスポーツ団体です。

　2012年、三協会が統合され新たな体制でスタートし 佐久間　有沙　（愛知県豊橋市　中３　アグレッシブ）

4年目となりましたが、会長をはじめ役員一同はこの

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。

　次世代を担う子供達を育成する活動は有意義な

ものであり、今後も必ず継続してまいりますので引き続き各種事業に対し、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

<栃木県フロアボール連盟の皆様へ>

　この度は大変お世話になりました。候補地の選定から諸備品の準備など、スタッフだけでは手が回らないことをすべてお願いしました。

中島宏栃木県連盟会長をはじめとする会員の皆様に、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

副理事長　　　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！！

２０１６年のサマースクールは、静岡県で実施する予定です。
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参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

あおやぎ　たくと

青柳　拓篤

おおつか　こうすけ

大塚　皓介

とこい　はるき

床井　陽暉

くろす　けんと

黒須　健叶

もろいし　ののこ

諸石　乃々子

おおたき　みなみ

大瀧　南

おち　しゅうすけ

越智　柊介

くわの　こうた

桑野　功大

なかた　かつとし

中田　捷駿

いちはら　ののか

市原　ののか

かんべ　ともひこ

神戸　智彦

もりしま　みずき

森嶋　瑞来

やなぎた　しげお

柳田　茂雄

おくざき　はるき

奥崎　晴貴

ごうま　ゆうのすけ

郷間　優之丞

しばた　れお

柴田　羚央

0913010043 女 小5 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010056 男 小5 栃木県宇都宮市

栃木県宇都宮市

栃木県宇都宮市

２０１５　青少年サマースクール　参加者名簿　①

0913010032 男 中1 栃木県宇都宮市

富士見BGA

0913010035 男 中1

富士見BGA

栃木県宇都宮市

富士見BGA

0914010050 男 小4 栃木県宇都宮市 富士見BGA

0914010055 男 小5

栃木県宇都宮市

富士見BGA

0915030003 男 小6 栃木県宇都宮市 SHOWA・SAKURA

0914010053 女 小5

栃木県宇都宮市

富士見BGA

0915030006 男 小5 栃木県宇都宮市 SHOWA・SAKURA

0915030001 男 小6

栃木県宇都宮市

SHOWA・SAKURA

0914120006 男 小5 栃木県宇都宮市 稲妻ファイヤー

0915030002 女 小6

栃木県宇都宮市

SHOWA・SAKURA

0914120013 男 小5 栃木県宇都宮市 稲妻ファイヤー

0915030007 女 小5

稲妻ファイヤー

SHOWA・SAKURA

0914120009 男 小5 栃木県宇都宮市 稲妻ファイヤー

0914120010 男 小5



2015/6/8

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

もりや　ひろと

森谷　拓斗

たきざわ　りょうや

瀧澤　稜弥

さいとう　かいせい

斉藤　快成

すどう　しょうた

須藤　翔太

もとき　える

本木　恵瑠

つかもと　あい

塚本　愛

つづき　みなみ

都築　美七海

おかむら　えみ

岡村　栄美

もりや　まな

森谷　茉奈

しもやま　じょうじ

下山　譲士

つかもと　ななか

塚本　奈々香

もとき　りみ

本木　璃美

1112000451 女 中1 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000411 男 中1 埼玉県蕨市

埼玉県蕨市

埼玉県蕨市

２０１５　青少年サマースクール　参加者名簿　②

1112000381 男 中1 埼玉県蕨市

グラスホッパーズ

1112000401 男 中1

グラスホッパーズ

埼玉県蕨市

グラスホッパーズ

1112001141 女 中1 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1114001701 男 中1

埼玉県蕨市

グラスホッパーズ

1112000481 女 小5 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000461 女 中1

埼玉県蕨市

グラスホッパーズ

1112000491 女 小4 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000471 女 小6

グラスホッパーズ

グラスホッパーズ

1112000501 女 小4 埼玉県蕨市 グラスホッパーズ

1112000421 男 小4



2015/6/8

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

しおざき　あやか

塩崎　彩華

すがや　みく

菅谷　美玖

おがわ　まさき

小川　真毅

くにもと　たかと

國本　貴斗

おくだ　めい

奥田　芽生

こやなぎ　はる

小柳　遼流

まるやま　はると

丸山　遥斗

すずき　ひより

鈴木　陽依

あんどう　りょうた

安藤　亮太

しだら　れん

設楽　廉

ほかり　まほ

穂苅　真帆

くにさわ　ゆうた

國澤　優太

たちはら　せな

立原　世那

たにむら　ゆうき

谷村　祐希

やまむら　かおり

山村　香織

まえだ　ななこ

前田　菜々子

２０１５　青少年サマースクール　参加者名簿　③

1112000981 女 中2 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112000971 女 中2 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112000881 男 小6 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112001161 男 小6 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112001021 女 小6 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112000911 男 小5 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112000901 男 小5 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1112001031 女 小5 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1114001621 男 小4 埼玉県蕨市 錦倶楽部

1312025015 男 中2 東京都江戸川区 ドリーム

1312025019 女 中2 東京都江戸川区 ドリーム

1314025034 男 小5 東京都江戸川区 ドリーム

1315025037 男 小5 東京都江戸川区 ドリーム

1314025031 女 小5 東京都江戸川区 ドリーム

1312032036 女 中2 東京都稲城市 平尾

1314032058 女 中1 東京都稲城市 平尾



2015/6/8

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

さくま　ありさ

佐久間　有沙

くぼた　なつき

久保田　菜月

すずき　ゆうき

鈴木　祐輝

かわい　りくと

河合　陸斗

なつめ　しょう

夏目　尚

とみた　あやは

冨田　彩羽

くぼた　たくと

久保田　琢斗

まつだ　つばさ

松田　翼

どい　しゅうと

土井　柊人

もりかみ　しょう

森上　昇

こばやし　みう

古林　未羽

やまもと　ともや

山本　智哉

とみた　ゆいと

冨田　唯翔

やすだ　かほ

安田　香穂

こいけ　みのる

古池　穣

ながさわ　ひかる

長澤　陽瑠

ふじた　りゅうや

藤田　竜也

２０１５　青少年サマースクール　参加者名簿　④

2312140521 女 中3 愛知県豊橋市 アグレッシブ

2312162521 女 中2 愛知県豊橋市 アグレッシブ

2315238116 男 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2315238117 男 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2315238118 男 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313235511 女 小6 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2312160511 男 小5 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2312161511 男 小5 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313236511 男 小5 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2314238113 男 小5 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2312165521 女 小5 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313237511 男 小4 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2313235511 男 小4 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2315238115 女 小4 愛知県豊橋市 豊橋SPIDERS

2314877007 男 中2 愛知県小牧市 F・Shinooka

2315875005 男 小6 愛知県小牧市 ブレイズ小牧

2315875006 男 小6 愛知県小牧市 ブレイズ小牧



2015/6/18

参加者氏名（ふりがな） 日本連盟登録番号 性別 学年 所属連盟 チーム名

かねだ　けいじろう

金田　京示朗

いちぎ　わかな

一木　和奏

いなみ　るき

井波　瑠姫

ますだ　たいせい

増田　大征

やなぎ　けんしろう

柳　拳志郎

なかい　がくと

中井　楽人

かわむら　りゅうと

川村　琉斗

あらき　しゅんすけ

荒木　駿介

にしおか　りの

西岡　梨乃

いとう　ちなつ

井藤　智夏

たかい　あやり

高井　彩里

きづたに　ひな

木津谷　姫奈

なんぶ　ゆな

南部　裕菜

やながわ　まなえ

栁川　愛永

２０１５　青少年サマースクール　参加者名簿　⑤

2414000079 男 小5 三重県伊勢市 伊勢えび～’z

2412000005 女 小5 三重県伊勢市 伊勢えび～’z

2414000081 女 小5 三重県伊勢市 伊勢えび～’z

2914000048 男 小5 奈良県広陵町 レインボー

2914000049 男 小5 奈良県広陵町 レインボー

2914000047 男 小5 奈良県広陵町 レインボー

2915000059 男 小5 奈良県広陵町 レインボー

2914000056 男 小4 奈良県広陵町 レインボー

2914000050 女 小4 奈良県広陵町 レインボー

2914000052 女 小4 奈良県広陵町 レインボー

2914000051 女 小4 奈良県広陵町 レインボー

2914000053 女 小4 奈良県広陵町 レインボー

2914000054 女 小4 奈良県広陵町 レインボー

2914000055 女 小4 奈良県広陵町 レインボー



2015/7/22

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 47 埼玉県　蕨市
日本連盟　常任理事

ネオホッケー部門大会運営委員長

田中
たなか

　　潤
じゅん

1312016001 男 41 東京都　板橋区
日本連盟　常任理事

ネオホッケー部門指導普及委員長

菅
すが

　　和朗
かずあき

1312016002 男 34 東京都　板橋区 ネオホッケー部門指導普及委員

飯島
いいじま

　えり 1312032011 女 34 東京都　稲城市 実行委員

小林
こばやし

　有
ゆう

2312127111 男 23 愛知県　豊橋市 実行委員

岩田
いわた

　知也
ともや

2312126111 男 23 愛知県　豊橋市 実行委員

瀧澤
たきざわ

　瑛司
えいじ

1112000341 男 16 埼玉県　蕨市 実行委員

柴田
しばた

　風香
ふうか

2312138421 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 79 東京都　中央区 日本連盟　会長

井之川
いのかわ

　将男
まさお

1512000001 男 78 新潟県　十日町 日本連盟　副会長

大橋
おおはし

　正幸
まさゆき

2312101210 男 67 愛知県　豊橋市 日本連盟　副会長

高橋
たかはし

　　功
いさお

1312011001 男 67 東京都　板橋区 日本連盟　理事長

和田
わだ

　喜久夫
きくお

1312041001 男 60 東京都　八王子市
日本連盟　副理事長

ネオホッケー部門統括

中村
なかむら

　隆永
たかひさ

1412010102 男 45 神奈川県　川崎市
日本連盟　常任理事

ネオホッケー部門審判委員長

枝
えだ

　俊男
としお

0912070006 男 68 栃木県宇都宮市
日本連盟　理事
栃木県連盟選出

高江
たかえ

柄
がら

　誠
まこと

0912010002 男 57 栃木県宇都宮市
栃木県連盟

ネオホッケー部門大会運営委員

廣瀬
ひろせ

　則子
のりこ

0913040008 女 54 栃木県宇都宮市
栃木県連盟

ネオホッケー部門審判委員

堀江
ほりえ

　功
いさお

0912070001 男 62 栃木県宇都宮市
栃木県連盟

ネオホッケー部門指導普及委員

増田
ますだ

　佳子
けいこ

0912010021 女 48 栃木県宇都宮市 栃木県事務局

２０１５　青少年サマースクール　スタッフ名簿

２０１５　青少年サマースクール　役員名簿



くわの　こうた やなぎた　しげお かわい　りくと もろいし　ののこ こいけ　みのる
桑野　功大 柳田　茂雄 河合　陸斗 諸石　乃々子 古池　穣

小6・宇都宮・showa 小5・宇都宮・稲妻 小6・豊橋・spiders 小5・宇都宮・BGA 中2・小牧・Shinooka
くぼた　たくと まるやま　はると ふじた　りゅうや あらき　しゅんすけ しおざき　あやか
久保田　琢斗 丸山　遥斗 藤田　竜也 荒木　駿介 塩崎　彩華

小5・豊橋・spiders 小5・蕨・錦 小6・小牧・ブレイズ 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中2・蕨・錦
まつだ　つばさ なかい　がくと いちはら　ののか いとう　ちなつ やまむら　かおり

松田　翼 中井　楽人 市原　ののか 井藤　智夏 山村　香織
小5・豊橋・spiders 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小6・宇都宮・showa 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中2・稲城・平尾

すずき　ひより いちぎ　わかな しばた　れお たかい　あやり あおやぎ　たくと
鈴木　陽依 一木　和奏 柴田　羚央 高井　彩里 青柳　拓篤
小5・蕨・錦 小5・伊勢・えび 小5・宇都宮・稲妻 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中1・宇都宮・BGA
もとき　りみ あんどう　りょうた かわむら　りゅうと さいとう　かいせい
本木　璃美 安藤　亮太 川村　琉斗 斉藤　快成

小4・蕨・グラス 小4・蕨・錦 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中1・蕨・グラス
もとき　たかし こばやし　ゆう しばた　ふうか つづき　みなみ
本木　貴志 小林　有 柴田　風香 都築　美七海
スタッフ・蕨 スタッフ・豊橋 スタッフ・豊橋 中1・蕨・グラス

おがわ　まさき おかむら　えみ すずき　ゆうき とみた　あやは さくま　ありさ
小川　真毅 岡村　栄美 鈴木　祐輝 冨田　彩羽 佐久間　有沙
小6・蕨・錦 小6・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小6・豊橋・spiders 中3・豊橋・ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞ

ながさわ　ひかる たちはら　せな もりや　まな とこい　はるき しだら　れん
長澤　陽瑠 立原　世那 森谷　茉奈 床井　陽暉 設楽　廉

小6・小牧・ブレイズ 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・蕨・グラス 小5・宇都宮・BGA 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ
くろす　けんと やなぎ　けんしろう いなみ　るき こやなぎ　はる すがや　みく
黒須　健叶 柳　拳志郎 井波　瑠姫 小柳　遼流 菅谷　美玖

小5・宇都宮・BGA 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・伊勢・えび 小5・蕨・錦 中2・蕨・錦
もりかみ　しょう もりしま　みずき しもやま　じょうじ やまもと　ともや おおつか　こうすけ

森上　昇 森嶋　瑞来 下山　譲士 山本　智哉 大塚　皓介
小5・豊橋・spiders 小5・宇都宮・showa 小4・蕨・グラス 小4・豊橋・spiders 中1・宇都宮・BGA
やながわ　まなえ やすだ　かほ にしおか　りの すどう　しょうた

栁川　愛永 安田　香穂 西岡　梨乃 須藤　翔太
小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・豊橋・spiders 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中1・蕨・グラス

たなか　じゅん いいじま　えり いわた　ともや もとき　える
田中　潤 飯島　えり 岩田　知也 本木　恵瑠

スタッフ・板橋 スタッフ・稲城 スタッフ・豊橋 中1・蕨・グラス

ごうま　ゆうのすけ なつめ　しょう なかた　かつとし くにもと　たかと ほかり　まほ
郷間　優之丞 夏目　尚 中田　捷駿 國本　貴斗 穂苅　真帆

小5・宇都宮・稲妻 小6・豊橋・spiders 小6・宇都宮・showa 小6・蕨・錦 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ
くにさわ　ゆうた おくざき　はるき かんべ　ともひこ おくだ　めい くぼた　なつき

國澤　優太 奥崎　晴貴 神戸　智彦 奥田　芽生 久保田　菜月
小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・稲妻 小5・宇都宮・showa 小6・蕨・錦 中2・豊橋・ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞ
おおたき　みなみ かねだ　けいじろう どい　しゅうと ますだ　たいせい もりや　ひろと

大瀧　南 金田　京示朗 土井　柊人 増田　大征 森谷　拓斗
小5・宇都宮・BGA 小5・伊勢・えび 小5・豊橋・spiders 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中1・蕨・グラス
たにむら　ゆうき こばやし　みう おち　しゅうすけ とみた　ゆいと たきざわ　りょうや

谷村　祐希 古林　未羽 越智　柊介 冨田　唯翔 瀧澤　稜弥
小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・豊橋・spiders 小4・宇都宮・BGA 小4・豊橋・spiders 中1・蕨・グラス

きづたに　ひな なんぶ　ゆな つかもと　ななか つかもと　あい
木津谷　姫奈 南部　裕菜 塚本　奈々香 塚本　愛

小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・蕨・グラス 中1・蕨・グラス
わだ　きくお すが　かずあき たきざわ　えいじ まえだ　ななこ

和田　喜久夫 菅　和朗 瀧澤　瑛司 前田　菜々子
（副理事長） スタッフ・板橋 スタッフ・蕨 中1・稲城・平尾

2015 サマースクール ネオホッケー大会 チーム一覧表

本木　JAPAN

小学生チーム（黄A） 小学生チーム（黄緑A） 小学生チーム（黄B） 小学生チーム（黄緑B） 中学生

田中　JAPAN

小学生チーム（オレンジA） 小学生チーム（ピンクA） 小学生チーム（ピンクB） 小学生チーム（オレンジB） 中学生

和田　JAPAN

小学生チーム（白A） 小学生チーム（青A） 小学生チーム（青B） 小学生チーム（白B） 中学生



たにむら　ゆうき もとき　える

谷村　祐希 本木　恵瑠

小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・蕨・グラス

やなぎた　しげお やなぎ　けんしろう ほかり　まほ つづき　みなみ

柳田　茂雄 柳　拳志郎 穂苅　真帆 都築　美七海

小5・宇都宮・稲妻 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・蕨・グラス

なかた　かつとし おかむら　えみ ごうま　ゆうのすけ こやなぎ　はる くぼた　たくと すずき　ひより

中田　捷駿 岡村　栄美 郷間　優之丞 小柳　遼流 久保田　琢斗 鈴木　陽依

小6・宇都宮・showa 小6・蕨・グラス 小5・宇都宮・稲妻 小5・蕨・錦 小5・豊橋・spiders 小5・蕨・錦

さくま　ありさ やまむら　かおり おおつか　こうすけ もりや　ひろと さいとう　かいせい

佐久間　有沙 山村　香織 大塚　皓介 森谷　拓斗 斉藤　快成

中3・豊橋・ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞ 中2・稲城・平尾 中1・宇都宮・BGA 中1・蕨・グラス 中1・蕨・グラス

おくだ　めい にしおか　りの

奥田　芽生 西岡　梨乃

小6・蕨・錦 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ

くわの　こうた まつだ　つばさ

桑野　功大 松田　翼

小6・宇都宮・showa 小5・豊橋・spiders

とみた　あやは すがや　みく

冨田　彩羽 菅谷　美玖

小6・豊橋・spiders 中2・蕨・錦

きづたに　ひな なんぶ　ゆな

木津谷　姫奈 南部　裕菜

小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ

なかい　がくと もとき　りみ

中井　楽人 本木　璃美

小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・蕨・グラス

くにもと　たかと とこい　はるき

國本　貴斗 床井　陽暉

小6・蕨・錦 小5・宇都宮・BGA

かんべ　ともひこ

神戸　智彦

小5・宇都宮・showa

しばた　れお たちはら　せな あんどう　りょうた つかもと　ななか

柴田　羚央 立原　世那 安藤　亮太 塚本　奈々香

小5・宇都宮・稲妻 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・蕨・錦 小4・蕨・グラス

おくざき　はるき かねだ　けいじろう おおたき　みなみ もりしま　みずき もりや　まな しもやま　じょうじ

奥崎　晴貴 金田　京示朗 大瀧　南 森嶋　瑞来 森谷　茉奈 下山　譲士

小5・宇都宮・稲妻 小5・伊勢・えび 小5・宇都宮・BGA 小5・宇都宮・showa 小5・蕨・グラス 小4・蕨・グラス

やまもと　ともや やすだ　かほ しだら　れん たきざわ　りょうや すどう　しょうた

山本　智哉 安田　香穂 設楽　廉 瀧澤　稜弥 須藤　翔太

小4・豊橋・spiders 小4・豊橋・spiders 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・蕨・グラス 中1・蕨・グラス

すずき　ゆうき かわい　りくと なつめ　しょう ますだ　たいせい かわむら　りゅうと こばやし　みう

鈴木　祐輝 河合　陸斗 夏目　尚 増田　大征 川村　琉斗 古林　未羽

小6・豊橋・spiders 小6・豊橋・spiders 小6・豊橋・spiders 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・豊橋・spiders

いちぎ　わかな いなみ　るき とみた　ゆいと あらき　しゅんすけ

一木　和奏 井波　瑠姫 冨田　唯翔 荒木　駿介

小5・伊勢・えび 小5・伊勢・えび 小4・豊橋・spiders 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ

おがわ　まさき ふじた　りゅうや いちはら　ののか くろす　けんと どい　しゅうと やながわ　まなえ

小川　真毅 藤田　竜也 市原　ののか 黒須　健叶 土井　柊人 栁川　愛永

小6・蕨・錦 小6・小牧・ブレイズ 小6・宇都宮・showa 小5・宇都宮・BGA 小5・豊橋・spiders 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ

こいけ　みのる しおざき　あやか くぼた　なつき まえだ　ななこ

古池　穣 塩崎　彩華 久保田　菜月 前田　菜々子

中2・小牧・Shinooka 中2・蕨・錦 中2・豊橋・ｱｸﾞﾚｯｼﾌﾞ 中1・稲城・平尾

ながさわ　ひかる まるやま　はると くにさわ　ゆうた もりかみ　しょう もろいし　ののこ おち　しゅうすけ

長澤　陽瑠 丸山　遥斗 國澤　優太 森上　昇 諸石　乃々子 越智　柊介

小6・小牧・ブレイズ 小5・蕨・錦 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・豊橋・spiders 小5・宇都宮・BGA 小4・宇都宮・BGA

いとう　ちなつ たかい　あやり あおやぎ　たくと つかもと　あい

井藤　智夏 高井　彩里 青柳　拓篤 塚本　愛

小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 中1・宇都宮・BGA 中1・蕨・グラス

2015 サマースクール ネオホッケー大会 表彰一覧表

総合優勝 和田JAPAN

最優秀賞（ＭＶＰ）

優秀賞

ベスト６

スタッフ賞
（和田賞）

スタッフ賞
（本木賞）

スタッフ賞
（田中賞）

スタッフ賞
（菅賞）

ベストゴール賞

ベストアシスト賞

ベストGK賞

ベストルーキー賞

ベストプレー賞

フェアプレー賞

ナイスファイト賞

エンジョイプレー賞



棟名 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
たきざわ　えいじ すどう　しょうた くわの　こうた くぼた　たくと

瀧澤　瑛司 須藤　翔太 桑野　功大 久保田　琢斗
スタッフ・蕨 中1・蕨・グラス 小6・宇都宮・showa 小5・豊橋・spiders

すが　かずあき こいけ　みのる くにもと　たかと かわい　りくと とこい　はるき もりかみ　しょう あらき　しゅんすけ
菅　和朗 古池　穣 國本　貴斗 河合　陸斗 床井　陽暉 森上　昇 荒木　駿介

スタッフ・板橋 中2・小牧・
Shinooka

小6・蕨・錦 小6・豊橋・spiders 小5・宇都宮・BGA 小5・豊橋・spiders 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ
こばやし　ゆう たきざわ　りょうや すずき　ゆうき ますだ　たいせい かんべ　ともひこ くにさわ　ゆうた おち　しゅうすけ

小林　有 瀧澤　稜弥 鈴木　祐輝 増田　大征 神戸　智彦 國澤　優太 越智　柊介
スタッフ・豊橋 中1・蕨・グラス 小6・豊橋・spiders 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・宇都宮・showa 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・宇都宮・BGA
こばやし　ゆう さいとう　かいせい ながさわ　ひかる たちはら　せな おくざき　はるき くろす　けんと やまもと　ともや

小林　有 斉藤　快成 長澤　陽瑠 立原　世那 奥崎　晴貴 黒須　健叶 山本　智哉
スタッフ・豊橋 中1・蕨・グラス 小6・小牧・ブレイズ 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小5・宇都宮・稲妻 小5・宇都宮・BGA 小4・豊橋・spiders

たきざわ　えいじ しだら　れん あおやぎ　たくと ふじた　りゅうや やなぎた　しげお こやなぎ　はる まつだ　つばさ かわむら　りゅうと かねだ　けいじろう あんどう　りょうた
瀧澤　瑛司 設楽　廉 青柳　拓篤 藤田　竜也 柳田　茂雄 小柳　遼流 松田　翼 川村　琉斗 金田　京示朗 安藤　亮太
スタッフ・蕨 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・宇都宮・BGA 小6・小牧・ブレイズ 小5・宇都宮・稲妻 小5・蕨・錦 小5・豊橋・spiders 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・伊勢・えび 小4・蕨・錦

いいじま　えり すがや　みく いちはら　ののか こばやし　みう たにむら　ゆうき つかもと　ななか やながわ　まなえ
飯島　えり 菅谷　美玖 市原　ののか 古林　未羽 谷村　祐希 塚本　奈々香 栁川　愛永

スタッフ・稲城 中2・蕨・錦 小6・宇都宮・showa 小5・豊橋・spiders 小5・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 小4・蕨・グラス 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ
いいじま　えり くぼた　なつき もとき　える いちぎ　わかな すずき　ひより にしおか　りの

飯島　えり 久保田　菜月 本木　恵瑠 一木　和奏 鈴木　陽依 西岡　梨乃
スタッフ・稲城 中2・豊橋・ｱｸﾞﾚｯｼ

ﾌﾞ
中1・蕨・グラス 小5・伊勢・えび 小5・蕨・錦 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ

しばた　ふうか しおざき　あやか とみた　あやは もりや　まな もりしま　みずき もとき　りみ たかい　あやり
柴田　風香 塩崎　彩華 冨田　彩羽 森谷　茉奈 森嶋　瑞来 本木　璃美 高井　彩里

スタッフ・豊橋 中2・蕨・錦 小6・豊橋・spiders 小5・蕨・グラス 小5・宇都宮・showa 小4・蕨・グラス 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ
しばた　ふうか やまむら　かおり つづき　みなみ おおたき　みなみ やすだ　かほ きづたに　ひな

柴田　風香 山村　香織 都築　美七海 大瀧　南 安田　香穂 木津谷　姫奈
スタッフ・豊橋 中2・稲城・平尾 中1・蕨・グラス 小5・宇都宮・BGA 小4・豊橋・spiders 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ
たなか　じゅん さくま　ありさ まえだ　ななこ おかむら　えみ いなみ　るき なんぶ　ゆな

田中　潤 佐久間　有沙 前田　菜々子 岡村　栄美 井波　瑠姫 南部　裕菜
スタッフ・板橋 中3・豊橋・ｱｸﾞﾚｯｼ

ﾌﾞ
中1・稲城・平尾 小6・蕨・グラス 小5・伊勢・えび 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ

もとき　たかし ほかり　まほ つかもと　あい おくだ　めい もろいし　ののこ いとう　ちなつ
本木　貴志 穂苅　真帆 塚本　愛 奥田　芽生 諸石　乃々子 井藤　智夏

スタッフ・蕨 中2・江戸川・ﾄﾞﾘｰﾑ 中1・蕨・グラス 小6・蕨・錦 小5・宇都宮・BGA 小4・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ
いわた　ともや もりや　ひろと なかた　かつとし なかい　がくと まるやま　はると どい　しゅうと ごうま　ゆうのすけ

岩田　知也 森谷　拓斗 中田　捷駿 中井　楽人 丸山　遥斗 土井　柊人 郷間　優之丞
スタッフ・豊橋 中1・蕨・グラス 小6・宇都宮・showa 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小5・蕨・錦 小5・豊橋・spiders 小5・宇都宮・稲妻
いわた　ともや おおつか　こうすけ なつめ　しょう おがわ　まさき しばた　れお やなぎ　けんしろう とみた　ゆいと しもやま　じょうじ

岩田　知也 大塚　皓介 夏目　尚 小川　真毅 柴田　羚央 柳　拳志郎 冨田　唯翔 下山　譲士
スタッフ・豊橋 中1・宇都宮・BGA 小6・豊橋・spiders 小6・蕨・錦 小5・宇都宮・稲妻 小5・奈良・ﾚｲﾝﾎﾞｰ 小4・豊橋・spiders 小4・蕨・グラス

たきざわ　えいじ いわた　ともや たなか　じゅん
瀧澤　瑛司 岩田　知也 田中　潤
スタッフ・蕨 スタッフ・豊橋 スタッフ・板橋

こばやし　ゆう すが　かずあき もとき　たかし
小林　有 菅　和朗 本木　貴志

スタッフ・豊橋 スタッフ・板橋 スタッフ・蕨
いいじま　えり しばた　ふうか

飯島　えり 柴田　風香
スタッフ・稲城 スタッフ・豊橋

わたなべ　つとむ わだ　きくお
渡邉　惇 和田　喜久夫
（会長） （副理事長）

おおはし　まさゆき たかはし　いさお
大橋　正幸 高橋　功
（副会長） （理事長）

なかむら　たかひさ
中村　隆永
（常任理事）

部 屋 割 り　・　グ ル ー プ 割 り
2015年7月31日

研
修
棟

2F

K 201 和6帖 男 3

K 202 和10帖 男 6

K 203 和10帖 男 6

K 205 和10帖 男 6

K 206 和14帖 男 9

ペ
ン
シ

ョ
ン
棟

2F

PC 231
(1)

和22帖 女 6

PC 231
(2)

5

PC 232
(1)

和22帖 女 6

PC 232
(2)

5

マ
ン
シ

ョ
ン
棟

2F

M 203 和・洋 女 5

M 205 和・洋 女 5

M 206 和・洋 男 6

M 207 和・洋 男 7

ペ
ン
シ

ョ
ン
棟

1F

PC 131 洋室 男 3

PC 133 洋室 女 2

スタッフ

PC 132 洋室 男 3 スタッフ

スタッフ

PC 134 洋室 男 2 役員 ※役員は、渡邊8/7～9（2泊）、和田8/7～10（3泊）、大橋・髙橋8/8～10（2泊）、中村8/8～9（1泊）

PC 135 洋室 男 2 役員

PC 136 洋室 男 1 役員


