
東京都老人クラブ連合会は、地域の高齢者が生きがいと健康・仲間を基礎に社会貢献するクラブづくりに励んでいます。 

 

 

 

」平成２８年度 東老連軽スポーツ・輪投げ大会 結果について 

平成２８年度 東老連軽スポーツ・輪投げ大会 結果について 

◎日時     平成２８年６月１７日（金） 

◎場所     渋谷区スポーツセンター大体育室 

◎参加チーム数 ８０チーム（約４８０名） 

◎平均年齢   ７５～８０歳 

◎最高齢参加者 ９８歳（男性） 

  ６月１７日、渋谷区スポーツセンターにて東老連輪投げ大会が行われました。 

 当会主催の軽スポーツ大会は、高齢者の健康増進活動や介護予防の一環として実施し、高

齢者向けスポーツをより多くの方に親しんでいただくとともに、老人クラブの会員相互の交流と

親睦を図り、健康で明るく豊かな老後を築くことを目的としております。 

 輪投げ大会は１９８８年（昭和６３年）より毎年開催し、今年で２９回目となります。 

 輪投げは、決められた距離に設置した得点台上の「ピン」と呼ばれる支柱をめがけて輪を投

げ、輪が通過したピンに表示されている数字を得点とし、合計点を競うゲームです。「いつで

も」「どこでも」「だれでも」できる生涯スポーツとして、多くの人々に愛好され全国的なスポーツ

として広く普及しています。 

 さて、今年の大会は、各地域より過去最多の８０のチームの方々にお集まりいただきました。

当日のうだるような暑さにも負けずに、入賞目指して全チーム全力を出して競技に取り組みま

 

 



した。また、競技を通じて参加者同士による情報交換や交流を図ることもできました。 

 優勝は大田区 大寿会第二クラブＡでした。おめでとうございました！  

大会結果は以下の通りです。 

 

（入賞） 

順位/ 地区名/ チーム名/ 合計 

1 大田区 大寿会第二クラブＡ 710 点 

2 青梅市 今井三ツ原会 674 点 

3 青梅市 梨の木むつみ会 654 点 

4 板橋区 赤塚百寿会 621 点 

5 大田区 南六郷二丁目福寿会(梅) 620 点 

6 府中市 年輪会 614 点 

7 町田市 茶の寿会 609 点 

（敢闘賞） 

8 立川市 九重会 607 点 

9 足立区 北宮城友ノ会 606 点 

10 町田市 図師寿会 595 点 

（１１位～７８位） 

順位/ 地区名/ チーム名/ 合計 

11 八王子市 八シニア連１ 牛倉台むつみ会 592 点 

12 立川市 六番組長寿会 590 点 

12 調布市 ＬＭ調布シニアクラブ 590 点 

14 練馬区 中村地区おもとの会 586 点 

15 八王子市 八シニ連２  しらさぎ会 582 点 

16 立川市 末広会 577 点 

17 武蔵村山市 春秋クラブ 560 点 

17 荒川区 東友会 560 点 

19 練馬区 旭町二丁目久生会 553 点 

19 武蔵村山市 緑ヶ丘寿会 553 点 

21 世田谷区 互楽会 550 点 

21 北区 福進クラブ 550 点 



23 世田谷区 玉堤みどり会 549 点 

24 多摩市 豊ヶ丘星寿会 544 点 

25 品川区 東一・三寿会 542 点 

26 足立区 伊興東喜楽会 533 点 

27 日野市 日老連選抜チーム 532 点 

28 昭島市 栗の実会 526 点 

29 小金井市 小悠連 525 点 

30 杉並区 西田クラブ 523 点 

31 町田市 忠生四丁目忠桜クラブ 522 点 

32 中野区 ときわぎ会 519 点 

33 三鷹市 さくら会 514 点 

34 中野区 小滝泉会 513 点 

34 西東京市 如水会Ｂ 513 点 

36 北区 上中里貝塚長寿会 511 点 

37 文京区 丸山延寿会 506 点 

38 足立区 名地クラブ 501 点 

39 府中市 芙蓉東会 493 点 

40 世田谷区 寿楽会 490 点 

41 板橋区 蓮根南やすらぎ会 489 点 

41 葛飾区 金町駅前団地わかやぎ会 489 点 

43 狛江市 狛江団地健康クラブ 488 点 

44 東村山市 第二寿会 481 点 

45 小平市 第二八千代会 473 点 

45 新宿区 戸山ハイツ緑陽会 473 点 

47 北区 志茂五永寿会 467 点 

48 墨田区 東駒一敬親会 465 点 

49 文京区 原町クラブ 456 点 

50 八王子市 八シニ連３ あやめ会 452 点 

51 あきる野市 小川長寿会 450 点 

52 日野市 新町青葉クラブ 448 点 

53 杉並区 下井草クラブＡ 445 点 



54 江東区 木場３丁目鶴寿会 442 点 

54 羽村市 緑ヶ丘長寿会 442 点 

56 三鷹市 むらさき草の会 440 点 

56 昭島市 小荷田寿会 440 点 

58 武蔵野市 みどり会 439 点 

58 西東京市 春秋クラブＡチーム 439 点 

60 練馬区 田柄健康クラブ 436 点 

61 多摩市 唐木田すもも会 429 点 

62 文京区 後楽クラブ 419 点 

63 調布市 上佐須青葉会 417 点 

64 武蔵野市 武蔵野長寿会 404 点 

65 昭島市 朝日町住宅あゆみ会 397 点 

66 東久留米市 西美里会 395 点 

67 大田区 南六郷二丁目福寿会(桃) 394 点 

68 渋谷区 南友和会 392 点 

69 江東区 白二長寿クラブ 390 点 

69 葛飾区 水元楽友会 390 点 

69 東大和市 けやき会 390 点 

72 渋谷区 本町高砂クラブ 384 点 

73 羽村市 神明台住宅ひまわり 382 点 

74 墨田区 石一長寿会 366 点 

75 新宿区 中落合みどり会 325 点 

76 渋谷区 代々木さつき会 303 点 

77 江東区 ときわクラブ 289 点 

78 杉並区 春日会Ａチーム 245 点 

 

対象外 荒川区 東尾久明生睦会 486 点 

対象外 台東区 台東区体育部 308 点 

※男性のみのチーム編成で出場したチームは順位対象外となります。 

 

運営にご協力いただいた、日本赤十字社看護師の方々、東老連健康委員会、軽スポーツ競



技実行委員会の方々、また会場のご手配にご協力いただいた渋谷区シニア連合会様、その

ほか多くの関係者の方々にご協力いただき、無事とり行うことができました。ありがとうござい

ました。 

 大会ご参加いただいた皆様、また地域の予選を勝ち抜いて、来年度の東老連大会にぜひご

参加ください。今後とも軽スポーツの普及を通じて老人クラブの活性化に努めていただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

 

 


