
◆町民の皆さまのスポーツ・文化の情報・写真をお寄せください。文化むら内総務課までお願いします。
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公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団は、今年12月で設立35周年を迎えます。
これを記念してヴァイオリン・古澤巌、パーカッション・はたけやま裕らが出演する「古澤巌ヴァイオリンの夜
in 文化むら Vol.1 ウインターパーティー」（12月22日公演）にペア２組、４名の方をご招待します。大泉に
お住まいの皆さん、奮ってご応募ください！
★詳しい公演内容は本誌中面をご覧ください。
◆対　　象：大泉町在住の小学生以上の方
◆応募方法：①ハガキに住所・氏名・年齢をご記入の上
　　　　　　　〒370-0514 邑楽郡大泉町朝日5-24-1 大泉町文化むら「フレッシュおおいずみプレゼント係」まで
　　　　　　②文化むらホームページの応募フォームから
◆応募締切：11月30日（金）※当日消印有効（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）

コース：パナソニック周辺コース12月9日（日）開会式 午前9時（小雨決行）荒天時中止
第42回大泉町マラソン大会

●集合場所　パナソニック正門内テクノゲート付近（大泉町坂田1-1-1）
●種 　 目　①1.5㎞　ジョギングの部　どなたでも参加可（就学前の幼児は保護者同伴）
　　　　　　②　3㎞　小学生女子の部（小学3・4・5・6年生）
　　　　　　③　3㎞　小学生男子の部（小学3・4・5・6年生）
　　　　　　④　3㎞　中学生女子の部　　　⑤3㎞　中学生男子の部
　　　　　　⑥　5㎞　一般女子の部　　　　⑦5㎞　39才以下男子の部　　⑧5㎞　40才代男子の部
　　　　　　⑨　5㎞　50才代男子の部　　　⑩5㎞　60才代男子の部
●対　　象　町内外どなたでも参加可能　＊中学生以下は保護者の同意を必要とする
●参 加 費　【ジョギング・競技】一般 800円・中学生以下 300円
●主　　催　大泉町・大泉町体育協会・（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込方法　10月17日(水)～11月17日（土）期限厳守／大会当日は申込できません
●問 合 せ　体育協会・（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団 ☎0276-63-5250（小林）9：00～18：00

12月7日（金）午後6時30分開演（6時開場）
一　 般 2,000円
高校生以下 1,000円
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

●主　催
●問合せ

★本公演の収益から経費を除いた全額が、大泉町社会福祉協議会を通じ日本赤十字社の７月豪雨災害義援金に寄付されます。
文化むら・大ホール

平成30年7月豪雨災害チャリティーコンサート

大泉町出身のピアニスト・志村和音がステージで実験を繰り出す、和音ラボ。今もなお愛される作曲家
の人柄や作品を、現代のフィルターを通してお届けします。今年、没後100年となるフランスの大作曲
家・ドビュッシーの美しい作品の数々を紹介、その魅力に迫ります。クラシック音楽はちょっと、という方
から、クラシック・オタクの方まで楽しめる新感覚コンサート！

全席
自由

志村和音の和音ラボ
かず　ね

「ドビュッシーの魅力に迫る」「ドビュッシーの魅力に迫る」

【演奏曲目】月の光、夢、版画より、喜びの島、弦楽四重奏曲 ほか ※曲目は変更になる場合がございます。

～ドビュッシー没後100年～

ただ今チケット発売中
チケットの電話予約ができます

公益財団法人大泉町 ポ 文化振興事業団は 今年12月 設立35周年を迎えます

★★町事業団設立３５周年を記念してスペシャルプレゼント町事業団設立３５周年を記念してスペシャルプレゼント★町事業団設立３５周年を記念してスペシャルプレゼント
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TEL0276-62-5776･FAX0276-62-8271

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/●主催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団　　●申込み／問合せ　文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

文化むら・大ホール 各回とも
午後6時開演（5時開場）

古澤 巌古澤 巌  ヴァイオリンの夜 in 文化むら　 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　
～第27期第27期シリーズのお知らせ～シリーズのお知らせ～

 ヴァイオリンの夜 in 文化むら　
～第27期シリーズのお知らせ～

ヴァイオリニスト・古澤巌プロデュースによる人気コンサートシリーズ。
楽しいお喋りにのせてお贈りする、豪華ゲストとの華やかなステージ。
美味しいワインやオードブルとともに、堪能するロマンティックなひととき…

12月22日（土）「神髄！古澤巌ヴァイオリンの夜」
ウインターパーティーVol.1

パーカッション・はたけやま裕、ベース・箭島裕治、ピアノ・Keiko といった一流
プレーヤーとともに、古澤巌の真骨頂「ヴァイオリンの夜」を心ゆくまでお楽しみ
ください。想い出に残るクリスマスの一夜を…

スプリングパーティーVol.2

元「オルケスタ・デ・ラルス」のメンバーとしてグラミー賞ノミネート、ジャンルも
国境も超えて活躍するピアニスト・塩谷哲に加え、スペシャル・ゲストとして、
藤井フミヤが文化むらステージに初登場 ！ 今宵、ヴァイオリンの夜に新たな
１ページが刻まれます。

※公演内容等は出演者の都合により変更になる場合があります ビジター券
発売日

●Vol.1 ウインターパーティー
　ただ今販売中
●Vol.2 スプリングパーティー
  12月20日（木） 午前8時30分～

発売日からチケットの電話予約ができます

〈ビジター券〉　　　　　　（全席指定）5,500円
各公演ごとの１回券です。

午後4時30分から小ホールで 無料のミニ・コンサートを行います 先着200名●定員 （　　　　　）満席の場合ご入場
いただけません

シリーズ券（2公演通し券）の
販売は終了しました。

3月2日（土）「古澤巌×塩谷哲　　 藤井フミヤ」スペシャル
ゲスト

藤井聡太、羽生善治らの活躍で話題の絶えない将棋の世界。
将棋って面白そうって思ったあなた、親子で将棋の楽しさを
体験してみませんか？将棋の初歩から指導します。

●日　　　時　１月５･12･26日　　２月９･16･23日
　　　　　　　３月９･16日　全て土曜日
　　　　　　　各回とも午前10～12時
●場　　　所　大泉町文化むら・第３研修室ほか
●対　　　象　毎回参加が可能な小学生とその保護者
●受　講　料　1,000円（1組2名／全8回分）
●募 集 人 数　15組（30人）　※最少催行人数８組（16人）
●講　　　師　福田悦正（日本将棋連盟群馬県支部連合会副会長）
●募     集　ただいま申込受付中（先着順／定員になり次第締切り）
●主 　 催　（公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●申込み・問合せ　大泉町文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

親子で体験！
初心者将棋教室

大泉町内の保育園、中学、高校、専門学校、そして一般の合唱団の大泉町内の保育園、中学、高校、専門学校、そして一般の合唱団の
皆さんによる合同演奏会です。今回はおうら少年少女合唱隊SIN皆さんによる合同演奏会です。今回はおうら少年少女合唱隊SING!
の皆さんをゲストに迎えます。の皆さんをゲストに迎えます。

　３中学校それぞれの演奏のほか、
１年生だけの合同バンド、２年生だけの合同バンド、全参加者による
合同演奏など色々な演奏にチャレンジします。生徒達の練習の成果を、
どうぞお楽しみください！

午後午後1時30分開演時30分開演
（1時開場開場）11月2323日（金・祝）日（金・祝）

●主　催  （公財）大泉町スポーツ文化振興事業団
●後　援  大泉町教育委員会
●問合せ  文化むら☎0276-63-7733（月曜休館）

入場
無料

午後2時開演
（1時30分開場）

大泉町内３中学校にて吹奏楽に取組む生徒たちの合同演奏会

12月16日（日）
文化むら・大ホール

【出演】●大泉町立南中学校
　　　　　　　　　ブラスバンド部
　　　　●大泉町立北中学校 吹奏楽部
　　　　●大泉町立西中学校 音楽部

文化むら クリスマス
ウインド・コンサート2018



0276-76-2929

JAアシストホール館林

JAサポート板倉
JAアシスト西邑楽「絆」

葬　祭　課

0276-76-2929
0120-76-8989
0276-82-5888
0276-80-9311TEL 0276-62-2629

スバルリビングサービス㈱指定店
0276-63-2622

●聖クララ幼稚園　クリスマス会（降誕祭）　　　　　　　　　　　　
　12月9日（日）午後1時開演（0時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：聖クララ幼稚園 ☎0276-62-3036
●認定こども園 松原幼稚園 発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　12月24日（月・祝）午前9時15分開演（9時開場）
　入場料：無料（関係者のみ入場できます）
　問合せ：認定こども園 松原幼稚園 ☎0276-62-2532

●ピアノ発表会
　12月2日（日）午後6時開演（5時30分開場）　　　　　　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：カプス＆カンパニーjr. ☎090-8005-5324（小林）
●経済講演会『日本経済の行方 ―輝く組織・輝く人は―』　　　　　　　　　
　12月4日（火）午後6時30分開演（6時開場） 
　講　師：渋谷和宏氏（経済ジャーナリスト）
　入場料：無料（定員150名・全席自由）
　申込み・問合せ：大泉町役場経済振興課 ☎0276-63-3111（内線552）
　　　　　　大泉町商工会 ☎0276-62-4334
　　　　　　群馬銀行大泉支店 ☎0276-62-3331
●ゴスペルライブ Hallelujah!2018　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　12月8日（土）午後3時開演（2時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：Gospel Community東毛 ☎090-1037-1090（沼田）
●第5回ハッピーリズム クリスマスダンスフェスティバル　　　　　　　
　12月24日（月・祝）午後5時開演（4時30分開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：☎090-2179-6774（篠）　　　　

●第92回エスポアール展　                                           
　12月21日（金）～23日（日）午前10時～午後5時（最終日は午後3時まで）
　入場料：無料
　問合せ：エスポアール ☎0276-86-2578（入谷）
　後　援：大泉町文化協会
   

●ワクワクする工作教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　『バルーンを飛ばそう』『羊毛フェルトの工作』『イノシシの絵を描こう』　　　
　12月15日（土）午前10時～正午
　対　象：小学生（保護者同伴の方）
　参加料：無料
　申込み・問合せ：子ども教室「創」☎090-2756-8757（岡田）

●月  茶会
　12月1日（土）午後1時～3時
　お茶券：500円（先着30名様まで 椅子席あり）
　問合せ：広翠会☎ 0276-62-4360（川島）～年末年始休館のお知らせ～

年末年始は、次のとおり休館いたします
○文化むら　　　　　　　　　12月28日（金）～1月4日（金）
◯町民体育館及び町内体育施設　12月29日（土）～1月3日（木）

展示ホール

研修室

茶室棟

●医療生協子ども健康まつり
　群馬中央医療生活協同組合大泉千代田支部では、大人も子どもも
　楽しみながら健康について学ぶことができるイベントを開催します。
　12月1日（土）正午～午後3時
　内容：子どもロコモチェック・子どもの健康や子育て相談・お口の健康・
　　　　バルーンアート・紙ブーメラン・昔あそび・折り紙 などのコーナー
　対象：どなたでも参加できます
　申込方法：当日、直接会場へお越しください
　費用：無料
　※この事業は平成30年度元気な地域支援事業補助金制度の対象事業
　　として行うものです。元気な地域支援事業補助金について詳しくは、
　　大泉町役場多文化協働課 ☎0276-63-3111（内線262）へ
　　医療生協子ども健康まつりについて詳しくは、群馬中央医療生活
　　協同組合 ☎070-4194-1853（松尾）へ

●医療生協子ども健康まつり特別企画　　　　　　　　　　　　　
　「日韓親善青少年舞踊団」公演
　12月1日（土）午後3時開演（2時30分開場）
   出　演＝金正淑青少年舞踊団
　　　　高定淳・宋栄淑 他
　指定席＝3,500円
　自由席＝一般（前売）2,500円、（当日）3,000円
　　　　　高校生以下（前売）1,500円、（当日）2,000円
　　　　　（5歳未満は入場不可）
　チケットの申込み・問合せ：群馬中央医療生協大泉千代田支部
　　　　　　　　　　　　　　☎070-4194-1853（松尾）
　※文化むらで一部指定席と自由席券を販売しております。
●スバル地域交流会　第67回スバルふれあいコンサート
　～クリスマスゴスペルコンサート～　　　
　12月2日（日）午後2時開演（1時20分開場）
　出　演：VOJA（倉地恵子・中西由香・茂木和美）ピアノ＝古川初穂
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：スバル地域交流会事務局（SUBARU総務課内）
　　　　　☎0276-26-2011
●第20回子ども音楽フェスティバル  　　　　　　　　　　    　　　
　大泉町の小中学校の代表による音楽発表会です。合唱や吹奏楽
　等の演奏を通して７校が交流を深めます。日頃の音楽活動の成
　果をぜひお楽しみください。
　12月6日（木）午後1時30分開演（1時開場）
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：大泉町立西中学校 ☎0276-63-8505（小川）
●TANI音楽教室ピアノ発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　12月8日（土）午後1時開演（0時30分開場）　　
　入場料：無料（全席自由）
　問合せ：TANI音楽教室 ☎0276-62-1244（板谷）

大ホール棟

大ホール

小ホール

のの文化むら 文化むら イベントスケジュールイベントスケジュール の文化むら イベントスケジュール 12月

12月の休館日
3日（月）・10日（月）・17日（月）・25日（火）

貸出会議のご案内
12月の貸出会議（31年7月分）は

○26日（水）午後6時　○第3研修室

バンド機材説明会のご案内
12月のバンド機材説明会は

○26日（水）午後6時30分　○第3研修室
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ただ今チケット発売中
チケットの電話予約ができます

シ　エ　ル

C i e l

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
大泉町地域活動連絡協議会
文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

●主　催

●問合せ

文化むら・大ホール文化むら・大ホール
1月14日（月・祝）午前11時開演（10時30分開場）

※チケット完売の場合、当日券はありません。
※公演内容等は出演者の都合等により変更に
　なる場合があります。

2019

文化むら・大ホール
一般 1,200円　中学生以下 800円
親子ペア 1,800円

全席
自由 （3歳未満は膝抱きであれば入場無料）

ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花の２人が、クラシックやアニメソング、童謡ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花の２人が、クラシックやアニメソング、童謡
など名曲の数々を、タップダンス、パントマイム、腹話術、ボイスパーカッションとなど名曲の数々を、タップダンス、パントマイム、腹話術、ボイスパーカッションと
いった様々なパフォーマンスとともに演奏する、バツグンに楽しいコンサート。いった様々なパフォーマンスとともに演奏する、バツグンに楽しいコンサート。

ピアノ石川陽亮、ヴァイオリン浅沼杏花の２人が、クラシックやアニメソング、童謡
など名曲の数々を、タップダンス、パントマイム、腹話術、ボイスパーカッションと
いった様々なパフォーマンスとともに演奏する、バツグンに楽しいコンサート。

ピアノ：志村和音
（チャイルド2パパ）

パーカッション
吉原史雄

うた
田村麻理子

※公演時間約60分

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
文化むら ☎0276-63-7733（月曜休館）

●主　催
●問合せ

1月27日（日）午後5時開演（8時10分終演予定）2019

文化むら・小ホール

前売 1,300円／当日 1,500円
ワン・ドリンク付き（オールドリンク対象）

全席
自由

ニューイヤー・
　ファミリー
　　コンサート

チケット発売：11月17日（土）
チケットの電話予約ができます

《出演予定バンド》
久保田恵子とBad Apple ／ All OK’s ／ りりぃばんど
MORIKO☆micky／ 座 Koi-Band

第9回 文化むら
カラオケ選手権大会

アマチュアバンド

2月10日（日）午後1時30分開演（1時開場）

2019

文化むら・大ホール

審査委員長 徳久広司

●主　催　(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団　
●問合せ　文化むら☎0276-63-7733(月曜休館)

【予選参加要領】
・予選参加募集期間：10月10日（水）～11月30日（金）
・応募用紙に記入の上、予選用デモテープ（応募者本人が歌っ
　た曲を録音したカセットテープ、CD）と歌詞カードに予選参加
　費1,000円を添えて文化むら窓口にご提出ください。
※録音した物には応募者名と曲名を必ず明記してください。
※応募用紙は文化むら窓口でお受け取りいただくか、文化むらホー
　ムページからダウンロードしてください。
※ご提出いただいたテープ類は、返却できませんのでご了承ください。
・応募状況に応じて、大泉在住者枠を設けます。
・応募資格：住所や年齢など関係なくご応募いただけますが、歌
　手や歌唱指導を職業とされている方はご応募いただけません。
・審査結果は12月26日（水）頃に発送する予定です。
【予選に合格した場合】
・本選参加料は10,000円です。（本選の入場券10枚をお渡しします）
・カラオケは主催者が用意する通信カラオケを使用します。　
　参加者は本選前日のリハーサルにご参加いただき、キーコン
　トロールの調整等を行っていただきます。
その他、ご応募についての詳細は、文化むら窓口備え付けの応
募用紙をご覧いただくか、文化むらホームページにてご確認く
ださい。

代表作 新沼謙治「ヘッドライト」、
門倉有希「ノラ」を作曲した徳久広
司氏［歌手･作曲家］を審査員に迎
えます。
あなたも文化むら大ホールで、自慢
ののどを披露してみませんか？
予選（テープ審査）
合格者25名が競う
選手権大会です。

クリック

検 索文化むら

http://www.bunkamura.or.jp/1,000円全席自由 （高校生以下無料）

飲みながら、食べながら、文化むら小ホールで楽しむ飲みながら、食べながら、文化むら小ホールで楽しむ
旬なバンドのホットなパフォーマンス！旬なバンドのホットなパフォーマンス！

飲みながら、食べながら、文化むら小ホールで楽しむ
旬なバンドのホットなパフォーマンス！

4Sports &Culture Monthly Magazine



第39回大泉町
バドミントンフェスティバル大会

12月16日（日）午前8時50分開会式
町民体育館
大泉町バドミントン協会登録者。大会当日の
登録可能。
混合ダブルス
上級・中級・初級・ファミリークラス（親子、
姉妹、兄弟ペア。尚、ペアの1人は小学生とする）
シニア級（試合当日に55歳以上の方）
一般・学生・高校生1,000円　シニア700円
小・中学生500円
（以下別途大泉町協会登録料）
一般・学生・シニア500円　小・中学生300円
※高校生以上は一般・学生とします。
大泉町バドミントン協会
11月28日（水）までに「大泉町バドミントン
協会事務局　権田怜司」宛まで郵送必着。
締切日を過ぎた申し込みは受理不可。
〒370-0533　大泉町仙石1－16－6
※FAXは不可。体育館窓口も不可。参加費はすべて
　当日払いのため現金は郵送しないでください。
大泉町バドミントン協会事務局
☎62-9230（権田）19～22時

●日　　時
●会　　場
●対　　象

●種　　目

●参 加 費

●主　　催
●申込方法

●問 合 せ

救急救命講習会

町内在住・在勤者（中学生以上）
20名
無料

●対　　象
●募集人数
●参 加 費

　「普通救命講習Ⅰ」として3時間の講習を行ないます。AEDの使用方法や応急手当などを受講後、
修了書を発行します。
　スポーツ指導者や関係者の方はもちろん、日常生活でも、いざという時に役立つ知識を学べます。
是非この機会に受講してください。

大泉消防署救急係
(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団
11月19日(月)までに直接町民体育館へ
動きやすい服装でご参加ください。

●講　　師
●主　　催
●申込方法
●そ の 他

12月2日（日）午前9時～12時
大泉消防署（寄木戸）

小学生の部：1月13日（日）午前8時50分開会
町民体育館
３ダブルスの団体戦（１チーム4～6人、同一
ペアで無ければ重複してもよい）
小学生の部：小学生男子、小学生女子
※重複のやり方は当日開会式で詳しく説明いたします。
※特例で男子クラスに女子の参加は可。女子クラス
　に男子の参加は不可。
オープン（制限無）
小学生の部1チーム　3,000円
大泉町バドミントン協会
大泉町バドミントン協会事務局  権田怜司宛
〒370-0533 大泉町仙石1-16-6まで郵送
※FAXは不可。体育館窓口も不可。参加費はすべて 
　当日払いのため郵送しないでください。
小学生の部：12月26日（水）まで
大泉町バドミントン協会事務局
☎62-9230（権田）19～22時

●日 時
●会　　場
●種　　目

●参加資格
●参 加 費
●主　　催
●参加申込

●締　　切
●問 合 せ

第13回間々田健二杯バドミントン大会
小学生の部（ダブルス団体戦）

〒370-0532 大泉町坂田4-20-22
坂田郵便局向い

http://www.morikaikei.jp
Tel.0276-63-6011 Fax.0276-63-6056

公 認 会 計 士
税 理 士
社会保険労務士
司 法 書 士

森　弘毅
森　富夫
白澤貴夫
米澤智子

森･白澤･米澤合同事務所森･白澤･米澤合同事務所

監査 ･ 税務 ･ 相 続
社会保険･労務･登記

事業団総務課（月曜休館） ☎0276-63-7733

しています
大サイズ又は、小サイズ
1年間（継続は年単位で可能）
大サイズ  月額6,000円
《年一括払い 66,000円》
小サイズ  月額3,000円
《年一括払い 33,000円》

□募 集 枠
□掲載期間
□掲載料金

お問い合わせ先

広 告 募 集
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■団体戦（290歳以上）上位トーナメント
準優勝：桑野征夫・田中健治・稲垣照子・
　　　　植村良子（大泉グリーンクラブ）

■女子シングル65歳以上　上位トーナメント
第３位：大川文子（尾島クラブ）
■混合ダブルス130歳以上　下位トーナメント
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

■19ブロック
優　勝：大川文子（尾島クラブ）

シングルス　リーグ戦
■14組　
第３位：服部栄二（大泉ラージ）
■17組
準優勝：須永勇（大泉ラージ）　
■19組
準優勝：山嵜静男（大泉ラージ）
■20組
第３位：髙溝久明（大泉ラージ）
■23組
第３位：大川文子（尾島クラブ）
■24組　
第３位：宮嵜とし（大泉卓遊会）
■35組　
第３位：矢嶋敏子（大泉卓遊会）
　

ミックスダブルス
（大泉ラージ卓球クラブ）
■１位グループ
優　勝：須藤新哉・櫻井美麗子
準優勝：須永勇・植村良子

第３位：髙溝久明・桝井絹代
■２位グループ
優　勝：山嵜静男・櫻井美代
■３位グループ
優　勝：岩瀬善孝・須永和子
■４位グループ
優　勝：新井朝之丈・設楽千代子
■５位グル―プ
優　勝：福山将人・川島照子

■個人戦 知的障害の部（女子）
優　勝：長瀬みさと（大泉卓球クラブ）

■ペアマッチ３位トーナメント
準優勝：小島照子（大泉卓球クラブ）
　　　　亀井めぐみ（大泉卓球クラブ）

■小学生６年男子組手
第３位：須藤太陽
■小学生６年男子形
準優勝：須藤太陽

ラージ卓球
■６組
第３位：田村直司（太田ラージ）
■９組
第3位：植村良子（大泉ラージ）
■15組
第３位：川崎佳克（大泉ラージ）
■23組
優　勝：石原勝也（大泉卓遊会）
■25組
第３位：須藤新哉（大泉ラージ）
■26組
優　勝：宮嵜とし（大泉卓遊会）

■女子団体
準優勝：大泉卓球クラブ
■一般女子シングルス
第３位：長瀬ひとみ
■シニア女子シングルス
準優勝：中村直子

■個人戦６m競技の部
優　勝：飯塚誠一（東吹クラブ） 95点
準優勝：赤石恒史（東部吹矢愛好会） 91点
第３位：眞下規与枝（ふれあいセンター吉田）85点
■個人戦８m競技の部（男子の部）
優　勝：松澤照二（東吹クラブ）99点
準優勝：新井健世（東吹クラブ）97点
第３位：田島将司（東吹クラブ）91点
■個人戦８m競技の部（女子の部）
優　勝：根本静子（東吹クラブ）93点
準優勝：高溝政江（東吹クラブ）87点
第３位：土肥文江（東吹クラブ）85点
第３位Ｔ：角田晴代（東部吹矢愛好会）85点
■団体戦の部（７メートル）
優　勝：東吹クラブB　　　147点
　　　　松澤照二・新井健世・金子三夫・
　　　　八山美明・新井章信
準優勝：東部吹矢愛好会　　145点
　　　　太田直史・庄山昭一・大崎博・
　　　　角田晴代・久保田行雄
第３位：東吹D・レディス　141点
　　　　土肥文江・根本静子・高溝政江・
　　　　宮嵜とし・沖山祥子

■小学生６年男子組手
準優勝：須藤太陽
■小学生６年男子形
準優勝：須藤太陽

平成30年度群馬県第7回ラージボール親善大会
8月22日（水）高崎市榛名体育館

群馬県ラージボール卓球選手権大会
9月15日（土）みどり市民体育館

第24回上毛ラージリーグ戦オープン卓球大会
9月18日（火）高崎市アリーナ体育館

第48回シニアラージ卓球館林Sリーグ
9月27日（木）館林市城沼総合体育館

第72回交歓ダブルス大会
9月29日（土）町民体育館

第39回関東障害者卓球選手権　茨城大会
9月30日（日）ひたちなか市総合体育館

平成30年度群馬県レディースペアマッチ卓球大会
10月2日（火）ヤマト市民体育館

大　会　結　果

第24回東毛ラージリーグ大会
10月17日（水）太田市運動公園市民体育館

第39回邑楽町長杯争奪近県卓球大会
10月21日（日）邑楽町民体育館

第30回群馬県市町村対抗ゴルフ選手権  結果
白水ゴルフ倶楽部　9月26日　

■Aクラス
７位：川島 正夫 　舘野智行　松本 博史　235

第31回東毛ブロック空手道大会
10月28日（日）邑楽町民体育館

第３回　日典ラサ杯大泉健康吹矢大会
10月26日（金）ライフシステム（金山）

第14回太田市空手道大会
10月8日（月）新田エアリスアリーナ

■個人
第３位タイ：松本 博史　73

（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　）
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