
令和 3年度事業報告・収支決算

令和 4 年度品川区スポーツ協会の役員

第72回品川区民スポーツ大会（春季）の結果

第75回都民体育大会結果（結団式）

品川区剣道連盟少年少女剣道錬成会

第72回品川区民スポーツ大会（秋季・冬季）の予定

レッツ・トライ

令和 3・4 年度の顕彰

寄付者一覧

　　2P

　　2P

3・4P

　　4P

　　5P

　　5P

5・6P

　　6P

　　6P

公益財団法人品川区スポーツ協会加盟29団体（五十音順）

空手道連盟
クレー射撃連盟
サッカー協会
スキー連盟
ダンススポーツ連盟
バスケットボール連盟
武術太極拳連盟
陸上競技協会

キャンプ協会
ゲートボール協会
柔 道 会
ソフトテニス連盟
テニス連盟
バドミントン協会
ボールルームダンス協会

弓 道 連 盟
剣 道 連 盟
少林寺拳法連盟
ソフトボール連盟
なぎなた連盟
バレーボール連盟
民 踊 連 盟

グラウンド・ゴルフ協会
ゴルフ連盟
水 泳 連 盟
卓 球 連 盟
軟式野球連盟
フォークダンス協会
ライフル射撃協会

第72回品川区民スポーツ大会 開会式 第72回品川区民スポーツ大会 開会式

区民スポーツ大会陸上競技大会 区民スポーツ大会グラウンド・ゴルフ大会

SportifulVOL 87

　公益財団法人品川区スポーツ協会は、品川区におけるスポーツ及びレクリエーションの普及、振興を図り、誰もが気
軽にスポーツを楽しめる機会を提供し、区民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の形成に寄与することを目的
としています。

〒 141-0022
品川区東五反田 2‒11‒2（品川区立総合体育館内）
TEL 03‒3449‒4400・FAX 03‒3449‒4401

http://www.ssa-or.biz/
令和4年（2022）7月1日発行

（年4回発行）

発行者：公益財団法人  品川区スポーツ協会



2

◎各種スポーツ大会への選手派遣
　都民体育大会（75回夏）のゴルフ（女子）および都民生涯スポ
ーツ大会の柔道、バドミントンに計15人の選手を派遣しました。
 
令和3年度収支決算の状況

　令和3年度の正味財産増減計算書（抄）の内容は表の
とおりです。
　経常収益は346,446,659円【対前年度比44,578,443円（約
15％）増】、経 常 費 用 341,500,163 円【対 前 年 度 比
45,457,807 円（約 15 ％）増】、正 味 財 産 期 末 残 高
368,517,677円【対前年度比4,858,199円（約1％）増】と
なりました。経常収益と経常費用ともに増加した主な理由
は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた令和
2年度に比べ、実施事業が増加したことによるものです。
　なお、現在も、新型コロナウイルス感染症が終息して
いないことから、感染対策を継続した上で、誰もが気軽
にスポーツに親しめる機会を提供するとともに、効率的・
効果的な財団運営に努めてまいります。

正味財産増減計算書（抄）　　　　　　　　　　　　　単位:円

令和3年度事業報告・収支決算　理事会・評議員会で承認

　令和4年度第1回公益財団法人品川区スポーツ協会理
事会が5月13日（金）、総合体育館内で開催され、当協
会の令和3年度事業報告と同収支決算が承認されました。
また、6月3日（金）開催の定時評議員会において同議
案が審議され、すべて承認されました。
　令和3年度は、前年度に続き、新型コロナウイルス感
染症に関して、都からの休業要請に伴う体育館の利用休
止の他、各競技団体の方々などと十分に協議をした上で、
一部の事業を感染拡大防止のため中止したなど影響が続
きました。そのような事業環境の中でも、区民のスポー
ツ・レクリエーション活動のために、感染防止対策を講
じた上で、各種スポーツ教室や大会を可能な限り開催し、
スポーツの振興に努めました。また、区立体育館の指定
管理者として効率的な運営に努めるとともに、スポーツ
指導者講習会等を開催し、指導者の育成を図りました。
　事業の実績のうち、主なものを紹介します。
◎各種教室・大会の開催
　当協会の自主事業として、子どもから高齢者までのラ
イフステージに対応した各種スポーツ教室を8教室開催
しました（各種マスターズ大会は中止）。
　品川区と共催の区民スポーツ大会は、春季・夏季・秋季・
冬季の年4回を予定し、中止となった夏季を除き、実施
した種目では、多くの区民の方々に参加いただきました。
◎品川区から受託した事業
　当協会は区立体育館の指定管理者として、総合・戸越
両体育館の維持管理や体育館での各種事業の実施ならび
に野外活動資器材の貸出し等を行っております。体育館
における種目別フリー利用の参加者は延べ27,442人で、
令和2年度の約2倍となり、コロナ禍にも関わらず、多
くの方にご利用いただきました。
　指定管理者としての受託事業以外に、日野学園温水
プール管理運営、ホッケー教室、ビーチスポーツ体験会
などを実施し、温水プールでは延39,273人に利用いただ
き、ホッケー教室では3回実施し延べ250人が参加しま
した。
　その他に、東京2020大会開催周知事業では、東京
2020大会が無観客となった関係で、残念ながら同大会の
観戦ツアーは中止としましたが、ブラインドサッカー国
際大会などの観戦を実施いたしました。
　さらに、ジュニア指導者講習会・講演会を開催し、指
導者の資質向上とジュニア育成を図りました。
　また、東京都体育協会からの支援を受けてジュニア育
成のための各種教室を開催しました。
＜観戦ツアー実施状況＞
① ブラインドサッカー　　　　　　　令和3年 6月5日
Santen IBSAブラインドサッカーワールドグランプリ
2021in品川

② ブラインドサッカー　　　　　　  令和3年 11月6日
第4回「アクサブレイブカップブラインドサッカー日
本選手権」予選リーグ　品川会場

経常収益計 346,446,659
基本財産運用益 5,043,443
特定資産運用益 75
受取会費 1,646,050
事業収益 4,759,616
受託収益 36,639,441
体育館事業収益 217,850,471
ジュニア・シニア育成事業収益 852,002
受取補助金等 65,762,805
受取負担金 13,257,988
受取寄付金 119,862
雑収益 514,906

経常費用計 341,500,163
公益目的事業 312,645,172
事業費 312,645,172
収益事業等 3,761,743
付帯サービス 843,141
団体支援事業 2,869,102
指導者育成事業 0
その他 49,500
法人会計 25,093,248
管理費 25,093,248
当期経常増減額 4,946,496

法人税、住民税及び事業税 89,000
一般正味財産期末残高 354,616,974
指定正味財産期末残高 13,900,703
正味財産期末残高 368,517,677

　6月3日（金）開催の令和４年度定時評議員会において、
次期理事・監事が選任され、その後の臨時理事会にお
いて、理事長・副理事長・常務理事が決まりました。
任期は、令和6年の定時評議員会終結時までとなります。
　　　

令和４年度品川区スポーツ協会の役員

役　職 氏　名 所属等
理 事 長 品川区軟式野球連盟副理事長梅沢　　豊
副理事長 品川区バレーボール連盟副会長吉野　治子
副理事長 品川区副区長桑村　正敏
副理事長 品川区テニス連盟会長※ 森本　則子
常務理事 品川区スポーツ協会事務局長安藤　正純
理  　 事 品川区文化スポーツ振興部長山崎　修二
理  　 事 品川区クレー射撃連盟顧問伊澤　公一
理  　 事 品川区弓道連盟会長田中　喜代
理  　 事 品川区ボールルームダンス協会会長森田　洋一
理  　 事 品川区柔道会会長山田　保行
監  　 事 八潮自治会連合会元会長篠﨑　一郎
監  　 事 品川区ラジオ体操連盟会長照井 英里子

※新副理事長
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　4月 3日（日）に開会式が行われた第72回品川区民
スポーツ大会（春季）は、6月5日で、ほぼすべての種
目が終了しました。各種目の開催日程、参加者数、優
勝者などは次のとおりです。（敬称略）
●クレー射撃大会
　3月13日（日）　成田射撃場　
　一般男子13人、女子1人
優勝　トラップの部　佐枝史一

スキートの部　佐枝史一
●ソフトテニス大会
　4月17日（日）　しながわ区民公園、一般男子28人・
女子16人、壮年男子18人・女子16人
優勝　一般男子＝内部和久・岡崎弘典組

一般女子＝膳棚ほのか・千葉未散組
壮年男子＝天野正徳・遠藤直行組
壮年女子＝富登志恵・金井祐三子組

●バスケットボール大会　　
　4月3日（日）、9日（土）、10日（日）、16日（土）、17日（日）、
23日（土）、24日（日）、30日（土）総合体育館、戸越体育館
　男子の部40チーム、女子の部4チーム、シニア男子
の部10チーム、小学生男子の部8チーム、小学生女子
の部6チーム
優勝　男子の部＝AMICO、女子の部＝Ablaze

シニアの部＝LEGENDs
小学生の部男子＝伊藤ヴィガース
小学生の部女子＝品川スパイダー

２位　男子の部＝HOOP NOOB TOKYO
女子の部＝DEES
シニア男子の部＝喜楽会
小学生の部男子＝平塚MBC
小学生の部女子＝伊藤ヴィガース

３位　男子の部＝93、匠
女子の部＝NO-PLAN、Gride Bombers
シニア男子の部＝FACTORY、M-fan

●空手道大会　　
　4月10日（日）　総合体育館
　小学男子59人・女子16人、中学男子11人・女子6人、
高校男子13人・女子3人、一般男子17人・女子5人
優勝　型競技一般部＝倉田公紀、１部＝猪狩和奏、

2部＝加川遼、3部＝中山蔵力、４部＝鈴木要、
5部＝市川ひいら、6部＝下窄直隆、
組手競技1部＝古森理斗、2部＝香山武睦

●フォークダンスのつどい
　4月9日（土）　戸越体育館
　一般男子2人・女子36人
●卓球大会
　5月1日（日）　総合体育館
　中学男子32人・女子15人、高校男子6人、一般男子
20人・女子8人、45歳以上男子17人・女子4人、60歳
以上男子17人・女子10人、70歳以上男子18人・女子18人、
初級男女20人

優勝　中学男子＝山本彰之丞・女子＝上嶋花梨
高校男子＝豊島康斗
一般男子＝川口翔史・女子＝福井あずさ
45歳以上男子＝竹内伸一・女子＝谷口純子
60歳以上男子＝増田健一・女子＝首藤順子
70歳以上男子＝若松茂・女子＝川田美保子
初級男女＝志牟田淳司

●バドミントン大会
　4月10日（日）　総合体育館
　中学男子28人・女子60人、高校男子6人・女子16人、
一般男子20人・女子8人、壮年男子24人・女子22人
優勝　中学男子＝小林和・谷口佑機組

  〃 女子＝大木美奈・坂田光美組
高校男子＝横内春喜・林田幸斗組
  〃 女子＝堀遥香・上村花央組
一般男子＝三浦豪典・嶋田智貴組
  〃 女子＝齋藤奈津子・木村美緒組
壮年Ⅰ部男子＝山口智史・富川悠太組
  〃 女子＝伊豆香織・本瀬美紀組
壮年Ⅱ部男子＝児玉章夫・桐生義宏組
  〃 女子＝増田智恵・田中美恵子組
壮年Ⅲ部男子＝三輪徹・渡辺立美組
  〃 女子＝梅村美津江・福田かおり組

●少林寺拳法大会
　4月17日（日）　戸越体育館
　小学男子35人・女子17人、中学男子23人・女子5人、高校
男子1人・女子1人、一般男子5人、壮年男子8人・女子1人
優勝　単独演武（一般有段の部）＝海沼元寅

　 〃　　（3級以上の部）＝川名孝太朗
　 〃　　（4級以下の部）＝中村友南
組演武（一般有段の部）＝海沼元寅・安井隼輔組
　 〃　（3級以上の部）＝吉川獅音・田部井陽樹組
　 〃　（4級以下の部）＝中村友南・谷津凜々花組

●弓道大会
　4月24日（日）　東品川公園弓道場
　高校女子1人、一般男子19人・女子29人
優勝　学生の部＝山田乃愛、一般の部＝粟野茂
●グラウンド・ゴルフ大会
　5月5日（祝）　天王洲公園野球場
　壮年男子54人・女子72人
優勝　男子＝丸山豊・女子＝纐纈二三子
●バレーボール大会
　5月8日、15日、22日（日）　総合体育館、戸越体育館
　一般男子5チーム（93人）、家庭婦人20チーム（292人）
優勝　一般男子の部＝ZERO、家庭婦人の部＝豊葉UNITE
２位　一般男子の部＝寿限夢、家庭婦人の部＝なぎさ
３位　一般男子の部＝荒木工務店品川

家庭婦人の部＝京葉クラブ、Lien
●陸上競技大会
　5月 22日（日）　大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
　小学男子3人・女子7人、中学男子12人・女子11人、

第72回品川区民スポーツ大会（春季）の結果
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高校男子11人・女子2人、一般男子1人・女子1人、
壮年男子12人
大会新記録なし
●柔道大会
5月 22日（日）　戸越体育館
優勝　小学低29㎏級＝田﨑桧都

小学低29㎏超級＝加藤司
小学高37㎏級＝持溝小晴
小学高37㎏超級＝田﨑桜太
中学1年＝松村龍生
中学2年55㎏級＝持溝晄太郎
中学2年55㎏超級＝櫻井飛鳥
中学3年61㎏級＝植松悠太
中学3年61㎏超級＝藤井隼人
男子無段者＝伊藤卓志
男子有段者73㎏級＝深澤新
男子有段者73㎏超級＝久保麗央
女子無段者＝花井桃子
女子有段者＝八幡叶心

●ゴルフ大会
　5月24日（火）　平川カントリークラブ（千葉県）
　一般男子29人・女子8人
優勝　津止克明
●剣道大会
　5月 29日（日）　総合体育館
　小学男子46人・女子15人、中学男子62人・女子12人、
高校男子38人・女子18人、一般男子69人・女子12人
優勝　小学1－2年の部＝武信蔵十

小学3－4年の部＝野村健
小学5－6年の部＝武信かいら
中学男子の部＝深津莉玖
中学女子の部＝澤井春日
高校・一般男子3段以下の部＝下条瑠英
高校・一般女子3段以下の部＝奥野優名
高段者（4段以上）50歳未満の部＝服部至文
高段者シニアの部＝山内勉

　第75回都民体育大会・第23回東京都障害者スポーツ
大会の合同開会式が5月8日（日）、東京体育館で行われ
ました。コロナ禍ということもあり、各地区10名以内と
制限がありました。
　開会式は、第一部として10時に開式通告があり、選
手団入場、開会宣言、主催者挨拶、優勝杯返還、選手
宣誓と式典が行われました。
　続く第二部は、交歓プログラムとして、東京2020パラ
リンピック陸上日本代表髙田千明さんとガイドランナー
の大森盛一さんによるデモンストレーションや東京2020
オリンピック卓球日本代表金メダリストの水谷隼さんの
卓球交流企画が行われました。
 

第75回都民体育大会

品川区選手団の結果　柔道　３位

 ・春季大会　柔道＜5月15日（日）講道館7階大道場＞
1回戦シード
2回戦3－0北区
3回戦1－0新宿区
準決勝1－2世田谷区
コメント 
１回戦シードから2回
戦でした。北区とは5
年前に負けましたが、
今回は3-0と全勝で進みました。続く3回戦新宿区は、
大将戦が何とか引き分けで踏ん張ることができました。
準決勝では強豪世田谷区に一矢を報いることができま
せんでした。しかし、3年ぶりの大会ということで品川
区柔道会が団結したことが何よりの成果だと思います。
スポーツにより更に地域の活性化が出来るよう、今後
ともよろしくお願いいたします。

入賞

〇ソフトテニス　男子　ベスト８
　5月8日（日）八王子市上柚木公園テニスコート
2回戦：日野市3－2
3回戦：港区3－2
4回戦：大田区1－3　　　
〇剣道　　５位入賞
　5月15日（日）東京武道館（大武道場）
2回戦：多摩市3－1
3回戦：清瀬市4－0
4回戦：千代田区0－2　　　
〇弓道　　女子　８位入賞
　5月28日（土）東京武道館（弓道場）
45チーム中、上位8チームが決勝トーナメントへ進出。
決勝トーナメントで、板橋区と対戦し敗退。

品川区代表選手結団式

　5月12日（木）、スクエア荏原イベントホールで第75
回都民体育大会に出場する品川区選手団の結団式が行
われました。コロナ禍ということもあり、密を避ける
ために、1団体5名以内等の制限をしました。また、飲
食をともなう激励会も開催しませんでした。
　結団式には、桑村正敏品川区副区長と区理事者、当
協会役員、協会加盟の各団体代表者、各種目の監督、
選手など約60名が出席しました。
　式では、桑村副区長から団旗がライフル射撃協会の
小野沢良輔選手に授与されました。続いて副区長から、
「各種目とも大会での活躍を期待しています」との激励
を受けました。これに
対し、選手団を代表して、
テニス連盟の山下雄太
選手が「正々堂々と全
力で健闘することを誓
います」と力強く決意
表明を行いました。
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　3月20日、総合体育館にて品川区剣道連盟主催「令
和3年度少年少女剣道錬成会」が行われました。品川区
内の小学生～中学生までの少年少女剣士が一堂に会し、
基礎錬成から練習試合を通じて各自の技術向上を図る
ためのイベントです。今年度は小学生57名・中学生36名、
合計93名の申し込みをうけ、開催されました。
　はじめに指導者の掛け声のもと、全体錬成として準備体
操、素振り、基本技（面・小手・胴・二段打ち）の指導稽
古を実施。その後、基本組と防具組に分けて個別錬成を実
施しました。基本組は大人の元立ちを相手に元気よく打ち
込む姿が見られました。防具組は一本勝負・勝ち抜きの練
習試合を実施しました。久しぶりの試合機会を得て子供た
ちも楽しそうに、また真剣に取り組んでくれました。
　この錬成会で得た刺激を各自持ち帰り、所属先で更
に稽古を積んでより成長した姿を今後の区内大会で見
せてくれることを期待します。　　

　（品川区剣道連盟）

品川区剣道連盟少年少女剣道錬成会

中学バスケット
ボール 総合体育館令和５年2月11日（祝）

中学
バレーボール 未定令和5年1月下旬～2月中旬

マラソン 大井中央海浜
公園競技場令和5年3月19日（日）

卓球 総合体育館10月9日（日）

少林寺拳法 戸越体育館
競技場10月9日（日）

陸上競技 大井中央
海浜公園競技場11月13日（日）

弓道 東品川公園
弓道場10月23日（日）

柔道 戸越体育館10月23日（日）

剣道 総合体育館10月23日（日）

10月23日（日）民踊 スクエア荏原　
ひらつかホール

デイキャンプ みなとが丘
ふ頭公園10 月30日（日） 

バドミントン 総合体育館10 月30日（日）

ライフル射撃 神奈川県
伊勢原射撃場未定　　　

グラウンド･
ゴルフ 天王洲野球場11月 6日（日）・

予備日11月20日（日）・中央公園

ゴルフ 中山カントリー11月 15日（火）

ダンス
スポーツ 中止

武術太極拳 総合体育館12月4日（日）

（秋季大会）

令和4年度　第72回　
品川区民スポーツ大会日程（秋季・冬季）

競技名 開催日 会場

軟式野球 天王洲野球場
ほか

8月28日（日）～11月27日（日）
の日曜・祝日

硬式テニス
区民公園・
八潮北公園
コート

9月4日（日）・18日（日）・19日（祝）・
10月2日（日）
予備日9月23日（祝）

レッツ・トライ

●ホッケー教室
日時／ 8月6日（土）　10時 00分～ 12時
場所／大井ホッケー競技場
対象／小学生以上　120人程度（抽選）
費用／無料
申込／ 7月19日（火）（必着）までに、往復はがきで、

教室名、参加者の氏名、年齢、ホッケー経験の有無、
代表者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記載
しスポーツ協会へ

●親子ボウリング教室
日時／ 8月6日（土）　午前11時 30分～午後1時
場所／品川プリンスホテルボーリング場
講師／上原正雄（プロボーラー）
対象・定員／小学3年生～中学生と親　1組3名まで

20組（抽選）
費用／ 1人1,000円（ゲーム代・靴代含む）
申込／7月15日（金）（必着）までに、往復はがきで教室名、

保護者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、お子
さんの氏名（ふりがな）、学校名、学年を記載し
スポーツ協会へ

バレーボール 総合体育館・
戸越体育館

9月11日（日）・18日（日）・
25日（日）

ソフトテニス 区民公園
コート

9月11日（日）：高校生・一般・壮年
11月27日（日）：中学生  
予備日9月25日（日）

バスケット
ボール

総合体育館・
戸越体育館

9月17日（土）・19日（祝）・23日（祝）・
25日（日）・10月1日（土）・2日（日）・
8日（土）・15日（土）

総合体育館ミニバス　11月23日（祝）

　

クレー射撃 千葉県成田
射撃場10月23日（日）

ゲートボール 西大井広場9月25日（日）

サッカー 天王洲野球場
ほか

10月10日（祝）～12月18日（日）
の日曜・祝日

ボールルーム
ダンス

総合体育館卓球
･レク室10月9日（日）

（冬季大会）

スキー 長野県志賀高原
サンバレースキー場令和5年1月8日（日）

競技名 開催日 会場

競技名 開催日 会場

なぎなた 南大井文化
センター10月2日（日）
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●ジュニアスポーツ教室（後期）
●ジュニアソフトテニス教室
日時／ 9月12日～ 2月27日の第2・4月曜日

午後6時～ 8時（全10回）※10/10・1/9を除く
対象／小・中学生30名程度（抽選）
●ジュニアバドミントン教室
日時／ 9月14日～ 2月22日の第2・4水曜日

午後4時～ 6時（全11回）※11/23を除く
対象／小・中学生30名程度（抽選）
●ジュニア卓球教室
日時／ 9月10日～ 2月25日の第2・4土曜日

午後3時～ 5時（全11回）※10/22・2/11を除く
対象／小・中学生15名程度（抽選）

…上記3つの教室は以下共通です…
場所／総合体育館
費用／無料
申込／8月19日（金）（必着）までに、往復はがきで教室名、

住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、学校名、学年、
電話番号を記載しスポーツ協会へ

レッツ・トライ

●フラダンス講習会
日時／8月6日・13日の土曜日　午前10時～11時30分（全2回）
定員／30人（抽選）
場所／戸越体育館
講師／林啓子・中澤智子（芥川美佳ハワイアンフラス

タジオ指導員）
費用／860円（保険料込）
申込／7月14日（木）（必着）までに、往復はがきで講習名、住所、

氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を記載し戸越体育館へ
●小学生８種目スポーツ・武道体験教室
日時／8月6日・20日・27日、9月3日・17日

10月 1日・8日・15日の土曜日
午後3時～ 4時30分（全8回）

種目／ソフトテニス、バドミントン、卓球、ホッケー
　　空手道、剣道、柔道、少林寺拳法
定員／30人（抽選）
場所／総合体育館アリーナ・剣道場・柔道場
費用／4,000円（保険料込）
申込／ 7月19㈰（火）（必着）までに、往復はがきで「8種目スポー

ツ体験」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、学校名、
学年、保護者氏名、電話番号を記載しスポーツ協会へ

●親子ｄｅヨガ教室
日時／ 8月13日（土）　午後1時30分～
定員／ 20組 40人（抽選）

※3歳児～小学1年生と保護者ペア
費用／ 300円（保険料込）
場所／総合体育館
申込／7月25日（月）（必着）までに、往復はがきで教室名、

保護者の住所、氏名（ふりがな）、電話番号、お子
さんの氏名（ふりがな）、幼稚園・保育園・学校名、
学年を記載しスポーツ協会へ

ご寄付をありがとうございました。（敬称略・五十音順）
〔令和4年6月現在〕

＜令和３年度品川区スポーツ協会功労賞＞
個人　広田貞彦（スキー連盟）
　　　大池好徳（ライフル射撃協会）
　　　須田貞子（武術太極拳連盟）
＜令和４年度東京都体育協会表彰＞
・生涯スポーツ功労者
個人　地域団体推薦　藤本治豪
　　　（品川区空手道連盟会長）
・生涯スポーツ優良団体
団体　地域団体推薦　品川区クレー射撃連盟
　　　（会長　下脇源次郎）

【個人】　伊澤　公一
【団体】　品川区弓道連盟、品川区クレー射撃連盟
　　　　品川区テニス連盟、品川区ボウリング連盟

顕彰〈おめでとうございます〉（敬称略）
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