
5/17更新 4/29更新 4/17更新 4/17更新 5/2更新 4/17更新 4/17更新

日にち 時間 場所 日にち 時間 場所 日にち 時間 場所 日にち 時間 日にち 時間 場所 日にち 時間 場所 日にち 時間 場所

1 4/23（日）
集合 9：00

9：30～11：30
城東特別支援学校 5/6（土）

15：00～15：10　説明会
15：10～17：45　練習

くにたち市民総合体育館 5/7（日）
青少年センター

第1体育室
5/11（木） 5/7（日） 13：15～15：45 中瀬中学校 5/27(土) 9：30～11：30 目黒区立駒場体育館 5/7（日）

2 5/7（日）
集合　13：00

13：30～16：00
昌平童夢館 5/13（土）

集合　14：50
15：10～17：45

くにたち市民総合体育館 5/21（日）
青少年センター

第1体育室
5/18（木） 5/28（日） 13：30～16：00

東京海上日動
石神井スポーツセンター

6/24（土） 9：30～11：30 目黒区立駒場体育館 5/21（日）

3 5/14（日）
集合　9：00

9：30～11：30
新宿NPO協働推進センター 6/10（土）

集合　14：50
15：10～17：45

くにたち市民総合体育館 6/18（日）
①組　13：00～15：00
②組　15：00～17：00

聖心女子学院 5/25（木） 6/4（日） 13：30～15：30
石神井特別支援学校
C・Dグループのみ

7/22(土) 9：30～11：30 目黒区立駒場体育館 6/4（日）

4 6/17（土）
集合　9：00

9：30～11：30
城東特別支援学校 6/17（土）

集合　11：50
12：10～14：50

トヨタ府中スポーツセンター 6/25（日）
②組のみ

12:00～15:00
大塚ろう学校 6/22（木） 6/11（日） 14：00～16：00 中部スポーツ・コミュニティプラザ 8/26(土) 9：30～11：30 目黒区立駒場体育館 6/18（日）

5 6/24（土）
集合　9：00

9：30～11：30
臨海青海特別支援学校 6/24（土）

集合　14：50
15：10～17：45

くにたち市民総合体育館 7/2（日）
②組のみ

12:00～15:00
大塚ろう学校 6/29（木） 6/18（日） 13：30～15:45 石神井特別支援学校 7/2（日）

6 7/1（土）
集合　14：50

15：10～17：45
くにたち市民総合体育館 7/16（日） 聖心女子学院 6/25（日） 13：15～15：45 中瀬中学校

7 7/8（土）
集合　14：50

15：10～17：45
くにたち市民総合体育館 7/30（日） 聖心女子学院 7/2（日） 13：30～15：45 石神井特別支援学校

8 7/15（土）
集合　11：50

12：10～14：50
トヨタ府中スポーツセンター 8/6（日）

①組　13：00～15：00
②組　15：00～17：00

新宿NPO協働推進センター 7/9（日） 13：15～15：45 中瀬中学校

9 7/29（土）
集合　14：50

15：10～17：45
くにたち市民総合体育館 7/16（日） 13：15～15：45 中瀬中学校

10 7/23（日） 13：30～15:45 石神井特別支援学校

11

会場

主任
コーチ

マネージャー

募集
定員

参加費

交通

出欠
連絡

服装 他

備考

国立オリンピック記念
青少年総合センター

季節を考慮したバスケットボールのできる服装（ジーンズは不可）　体育館用運動靴 季節を考慮したバスケットボールのできる服装（ジーンズは不可）　体育館用運動靴

月～金(10：00～17：00) ：
SON・東京事務局03-6380-3135

office@son-tokyo.or.jp

月～金(10：00～17：00) ：
SON・東京事務局03-6380-3135

当日は根岸携帯へ。

月～金(10：00～17：00) ：
SON・東京事務局03-6380-3135

office@son-tokyo.or.jp

月～金(10：00～17：00) ：
SON・東京事務局03-6380-3135

office@son-tokyo.or.jp

月～金(10：00～17：00) ：
SON・東京事務局03-6380-3135

office@son-tokyo.or.jp

・国立オリンピック記念青少年総合センター
　（渋谷区代々木神園町3-1）
　小田急線　｢参宮橋｣下車徒歩7分
　東京メトロ千代田線　｢代々木公園｣下車徒歩10分
　京王帝都バス　新宿西口(16番)　渋谷南口(14番)
　　　　　　　　　　　｢代々木5丁目｣下車

・都立品川特別支援学校（品川区南品川6-15-20）
　　ＪＲ大井町駅東口、東急大井町線大井町駅より徒歩5分

無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料

＊アスリートとパートナーがチームメイトとして練習するユニファイドプ
ログラムを実施する会場です。

＊パートナー大募集!!
　ご興味のある方は、ぜひ事務局までご連絡ください

・めぐろ学校サポートセンター（目黒区中目黒3－6－26）
　　東横線、地下鉄日比谷線「中目黒駅」より徒歩10分

・港区立南山小学校（港区元麻布3-8-15）
　　南北線、大江戸線「麻布十番駅」より徒歩5分
　　日比谷線「六本木駅」より徒歩7分

・東京都立青鳥特別支援学校（世田谷区池尻1－1－4）
　　渋谷駅南口バスターミナル21番より31系統「下馬一丁目循環」
　　バスで三宿病院前下車徒歩3分

.・目黒区駒場体育館(目黒区駒場2-19-38)
　　京王井の頭線「駒場東大前駅」西口から徒歩5分

・東京都立品川特別支援学校（品川区南品川6-15-20）
　　ＪＲ大井町駅東口、東急大井町線大井町駅より徒歩5分
　　セキュリティの関係で12時45分ＪＲ大井町駅東口集合して入校

＊新規アスリート受入可。登録人数により継続アスリートの参加を優先
することがあります。見学は特段の事情がない限り可能です。
＊新規ボランティア受入可。
皆さんの参加を待っています！

＊原則土曜日の午後に開催いたします。

＊諸連絡事項がありますので、ﾌｧﾐﾘｰ・関係者の方々は必ず初回の説明会に参加
お願いします。
＊運営上大変申し訳ありませんが、説明会に参加されない場合、参加をお断り
する場合があります。

＊原則として、前半①組「小中学生と女子」
　　　　　　　　　後半②組「シニア」とします。

＊初回の説明会は当分の間おこなわず、メールなどで連絡します。
＊参加者は2週間分の健康チェック表を忘れないこと。
＊FAXで参加申込をする時には、必ず①組②組を表記してください。

・神田さくら館(千代田区神田司町2-16-2)
　JR｢神田｣北口または西口徒歩5分
　東京メトロ銀座線｢神田｣4番出口徒歩5分
　丸の内線｢淡路町｣A2番出口徒歩5分
　都営新宿線｢小川町｣A2番出口徒歩5分

・昌平童夢館(千代田区外神田3-4-7）
　JR秋葉原駅電気街西口より徒歩7分
　東京メトロ末広町駅より徒歩5分

・城東特別支援学校　（江東区大島6-7-3）
　都営地下鉄新宿線 大島 駅より徒歩5分
　
・新宿NPO協働推進センター(新宿区高田馬場4-36-12)
　高田馬場駅下車徒歩15分
（ＪＲ山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線）
新宿駅より小滝橋バス停下車徒歩4分
（都営バス：飯64・上69、関東バス：宿02・宿08）

・品川特別支援学校（品川区南品川6丁目15-20）
　JR京浜東北線、東急大井町線、りんかい線「大井町駅」下車
　徒歩5分
　京浜急行線「青物横丁駅」下車徒歩10分

・臨海青海特別支援学校（江東区青海2-5-1）
　ゆりかもめ「テレコムセンター」駅　下車徒歩約2分
　りんかい線「東京テレポート」駅　下車徒歩約15分

・くにたち市民総合体育館（国立市富士見台2-48-1 ）
　JR谷保駅・矢川駅より徒歩10分
　バス　JR国立駅南口より立川バス矢川駅行、
　国立操作場行、都営泉2丁目行
　    ｢市民芸術小ホール総合体育館前｣下車

・東京都立武蔵台学園（府中市武蔵台2-8-28）
　ＪＲ西国分寺駅より徒歩10分　または　バス8分
　「総合医療センター」経由「府中駅行き」バスで
　「武蔵台学園」下車１分

・トヨタ府中スポーツセンター（府中市北山町3-5-1）
　ＪＲ西国分寺駅南口から徒歩約20分
　ＪＲ谷保駅北口から徒歩約20分

・国立オリンピック記念青少年総合センター
　（渋谷区代々木神園町3-1）
　小田急線　｢参宮橋｣下車徒歩7分
　東京メトロ千代田線　｢代々木公園｣下車徒歩10分
　京王帝都バス　新宿西口(16番)　渋谷南口(14番)
　　　　　　　　　　　｢代々木5丁目｣下車

・新宿NPO協働推進センター(新宿区高田馬場4-36-12)
　高田馬場駅下車徒歩15分
（ＪＲ山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線）
新宿駅より小滝橋バス停下車徒歩4分
（都営バス：飯64・上69、関東バス：宿02・宿08）

・大塚ろう学校（豊島区巣鴨4-20-8）
JR山手線、都営地下鉄三田線「巣鴨」駅下車徒歩約10分

・聖心女子学院（港区白金4-11-1）
東京メトロ南北線、都営三田線「白金台」駅徒歩10分

・大蔵第二運動場（世田谷区大蔵4-7-1）
バス ○「大蔵第二運動場前」下車
（都立01）都立大学駅北口←（桜新町駅）→
成城学園前駅南口
（玉31）二子玉川駅←→成育医療センター
（玉32）二子玉川駅←→美術館
○「NHK技術研究所」下車（徒歩5分）
成城学園前駅←→渋谷駅（渋24）・等々力操
車所（等12）・用賀駅（用06）

・中部スポーツ・コミュニティプラザ　（中野区中央3-19-1）
 ＪＲ「中野駅」より徒歩20分　　丸の内線「新中野駅」より徒歩9分

・杉並区立中瀬中学校　(杉並区下井草4-3-29)
　西武新宿線　｢下井草駅｣より徒歩10分
　荻窪駅北口より「下井草駅」行バス「中瀬中学校前」下車

・東京都立石神井特別支援学校　(練馬区石神井台8-20-35)
　　西武新宿線　武蔵関より・ＪＲ吉祥寺駅より西武バス
　　「都民農園（セコニック)」行き、「新座栄」行き、
　　「西武車庫」行き
　　西武池袋線　大泉学園より西武バス　「吉祥寺｣行き
　　いずれも「西村」下車すぐ
　　バスで武蔵関より5分、吉祥寺より30分、大泉学園より7分

・東京海上日動石神井スポーツセンター（練馬区石神井台1-31-29）
　　西部池袋線「石神井公園駅」徒歩12分
　　荻窪駅北口より長久保行バス「石神井町6丁目」徒歩1分
　　吉祥寺駅北口より成増行バス「石神井中前」徒歩3分
　　バスはいずれも20分に1本　駐車場あり

喜多、園田、間中

定員なし
定員なし

※ただし申込み締め切り日以降、新規参加は、受け付けません
①組②組とも40名 定員なし

定員なし
※ただし申込み締め切り日以降、新規参加は、受け付けません

応相談
アスリート：主会場で一定期間在籍後、申込可能

パートナー：新規募集中！
必ず、申込締切日までに参加申込みをしてください

藤田 三上 庄司、谷口 （主）根岸　　（副）嶋田、小野田 丸山 （主）増田　（副）阿部、米川

石神井特別支援学校、高円寺みんなの体育館、
杉並区立中瀬中学校、大宮前体育館、妙正寺体育館、

中部スポーツ・コミュニティプラザ　他

主任：寺倉
副主任：小林

主任：石川
副主任：内田 、吉田

①組主任：金子　副主任：長澤、福岡
②組主任：腰高　副主任：坪野、谷口、川原

主任：田中
副主任：岩田

主  任：長谷川
副主任：手塚、新庄

バスケットボール

(千代田
チ ヨ ダ

会場
カイジョウ

)

バスケットボール

(多摩
タ マ

会場
カイジョウ

)

バスケットボール

(代々木
ヨ ヨ ギ

会場
カイジョウ

)

新宿NPO協働推進センター

主　任：真壁
副主任：大藏

主　任：志岐
副主任：古野

めぐろ学校サポートセンター、目黒区駒場体育館
青鳥特別支援学校、品川特別支援学校

バスケットボール

（ユニファイド会場
カイジョウ

）

バスケットボール

（目黒
メ グ ロ

会場
カイジョウ

）

9：00～12：00

9：00～12：00 品川特別支援学校

神田さくら館、昌平童夢館　他 くにたち市民総合体育館　他
国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟　体育室

八幡山＝中部総合精神保健福祉センター内体育館
大蔵第二体育館

①組　13：00～15：00

②組　15：00～17：00

①組　13：00～15：00

②組　15：00～17：00

17：00～19：00

バスケットボール

（世田谷
セ タ ガ ヤ

会場
カイジョウ

）

バスケットボール

（杉並
ス ギ ナ ミ

会場
カイジョウ

）

17：00～19：00

その他の詳細は、未定です。

決定次第、申し込みされた方へご連絡いたします。
その他の詳細は、未定です。

決定次第、申し込みされた方へご連

その他の詳細は、未定です。

決定次第、申し込みされた方へご連絡いたします。
その他の詳細は、未定です。

決定次第、申し込みされた方へご連絡いたします。


