
ミレグラ杯第14回全日本シニアインディアカ大会結果
ミレグラ杯第14回全日本シニアインディアカ大会は2019.11.24（日）千葉県船橋市の船橋市運動公園体育館にて開
催されました。当日は、寒く⾬が降り続く中での開催となり、参加された選⼿の皆様、お疲れ様でした。
試合結果は、下記の表のとおりですが、特にクラスＢ男⼥混合38歳以上の部は、再来年の世界大会予選会を兼ねており、

世界を目標にハイレベルな戦いが繰り広げられました。試合結果は、埼玉県のプラスワンが熱戦を制し⾒事に大会３連覇を
達成しました。その他のクラスでは各コート毎に、クラスＣ⼥⼦45、クラスＤ男⼥混合45、クラスＦ⼥⼦50、クラスG男⼥混
合50、クラスH⼥⼦60、クラスI男⼥混合60のコート毎に分かれ、交流とふれあいの輪を広げながらもそれぞれのコートで優勝
を目指した熱き戦いを展開していました。表彰は、先に終了したコート毎の表彰を実施しましたが、参加された57チーム（約
350名）の皆様、本当にお疲れ様でした。
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クラス 第1位 第2位

プラスワン フレッシュクラブ
埼玉県 千葉県

ＡＢＹＳＳ（雅） オリーブ
千葉県 千葉県

ひまわり体育クラブ 景⻁
埼玉県 新潟県

ジャトラン＆ナイン ベアーズ
埼玉県 福島県

すずらんRED ウィークエンド
千葉県 静岡県
プッＴ 日越クラブ
千葉県 新潟県
⿊鷲 ナイン＆シャトル

埼玉県 埼玉県
松の木 チームＺＥＲＯ
東京都 千葉県
北道原 ブルーエンジェル
静岡県 埼玉県
スマイル しんちゃんず
東京都 埼玉県
とんぼ コスモス・ミックス
埼玉県 千葉県

クラスＩ男⼥混合60

クラスB男⼥混合38

クラスC⼥⼦45

クラスD男⼥混合45

クラスＦ⼥⼦50

クラスＧ男⼥混合50

クラスＨ⼥⼦60

開会式模様

選手宣誓＜ブルーエンジェルス＞

クラスＢ男⼥混合38の部 優勝
「プラスワン」 埼玉県

ミレグラ杯への参加は、今年で
７回目となります。
今回は７チーム総当たり戦の中、拾っ
て繋いで、プラスワンらしい粘りのインディ
アカをする事が出来ました。皆で勝ち
取った全勝優勝での３連覇達成です。
再来年開催される世界大会に参加出
来る様、また頑張ります。

クラスＢ男⼥混合38だけじゃあない︕
それぞれのクラスで譲れない戦いがあった︕



頑張って２連覇
出来ました。
来年も頑張ります。
ありがとうございました

チームワークで６⼈、⼒を合わせ⾜がつった中で最後ま
で全員頑張りました。また、来年もこの場所に来て優勝
したいです。

第15回全日本インディアカトーナメント大会結果
＜2019.6.8（土） in サイデン化学アリーナ＞

チーム名 所属 チーム名 所属 チーム名 所属
ホトニクス 静岡県

日の出メンズ 福島県
Ｓ.Ｋ.Ｃラバーズ 岐阜県
Ｈ（アッシュ） 愛知県
Ｈ（アッシュ） 愛知県

ひまわりＮ 埼玉県
スーパーRAINBOWS 広島県

びたみんG 埼玉県
ゴロピカリ 群馬県
今伊勢 愛知県

ｼﾆｱ男⼥混合 フレッシュクラブ 千葉県 羽根気打（紅組） 愛知県

男⼥混合 壱王 新潟県 ＴＡＫＥ　ＯＵＴ 静岡県

ｼﾆｱ⼥⼦ COLOR 愛知県 柏フレンズ 千葉県

第3位

⼥⼦ 鯖江楽山 福井県 飛翔クラブ 愛知県

種目
優勝 準優勝

男⼦ HAYATE 埼玉県 藤ハピネス 愛知県

シニア⼥⼦の部優勝 COLOR（愛知県）

男⼦の部 HAYATE（埼玉県） ⼥⼦の部 鯖江楽山（福井県）

本大会は、昨年と同じく東京
体育館を離れて２回目となり
、埼玉県サイデン化学アリー
ナで熱戦が繰り広げられました。
試合結果は、右表の通りです
が、予選ラウンドからヒート
アップした戦いを⾏った選⼿
の皆さんお疲れ様でした。

来年は、愛知県⼩牧市のパーク
アリーナ⼩牧でお会いしましょう︕

５連覇という記録をつくれた事をうれしく
思います。６連覇に向けて一生懸命
頑張ります。

シニア男⼥混合の部
優勝

フレッシュクラブ
（千葉県）

去年、一昨年が準優勝だった。３度目の正直で今回優勝出
来て良かったです。みんなへの感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

男⼥混合の部優勝 壱王（新潟県）

出来⽴てのチームでギリギリの所でいつも練習し
てたので、本当にこのコートに来るために、みんな
精一杯頑張ってきました。大満⾜です︕︕



第７３回全国レクリエーション大会in宮城２０１９・第４２回全国インディアカ大会

☆日 時︓２０１9年９⽉15日（日曜日） ９︓００〜１6︓３０
☆会 場︓カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）
☆参加者︓６４チーム ３７２名

チーム名 地域 クラス チーム名 地域 クラス

SPIRITS 兵庫県 女子フリー RAKUDO 山形県 女子フリー

NUAS 愛知県 混合フリー フォーストリーム炎 茨城県 混合フリー
ひまわり 埼玉県 混合フリー Rubber's 愛知県 混合フリー
ブルーエンジェルス 千葉県 女子45 長岡つっちーず 新潟県 女子45
おでん！ 埼玉県 女子45 スイートテン 東京都 女子45
とんぼ 埼玉県 混合45 四条畷 大阪府 混合45
ブルーエンジェル 埼玉県 女子55 レモンズ 埼玉県 女子45
スマイル 東京都 女子55 チェリーズ 千葉県 女子55
天地人 新潟県 混合55 ダッシュの会 千葉県 混合55

第1位 第２位

ライムグループ アーミーグリーン

チーム名 地域 クラス

groovy 栃木県 混合フリー

ライク 埼玉県 混合55

＜＜敢闘賞（全勝チーム）＞＞

第25回オールジャパンフレンドシップリーグマッチ結果
＜2019.6.9（日） in サイデン化学アリーナ＞

チーム数

Aブロック

Bブロック

Cブロック

Dブロック

Eブロック

Fブロック

Gブロック

Hブロック

Iブロック

Jブロック

Kブロック

Lブロック

Mブロック

Nブロック

種目別 優勝チーム 準優勝チーム

一般男女混合

シニア男女混合

すずらんFC（千葉県）

ヒゲぴよ（宮城県）

ダンディライオン（宮城県）

釜石リプリーズ（岩手県）

スーパーシニア
男女混合

スーパーシニア
女子

21

15

12

8

8

シニア女子

とんぼ（埼玉県）

柏木クラブ６０（青森県）

ミックスクイーン（千葉県）

津幡ファミリーズ（石川県）

南部サークルさすかえないズ（山形
県）

プチフレンズ（栃木県）

H．C．G（栃木県）

のぞみ（愛知県）

柏木クラブ５０（青森県）

スマイル（愛知県）

PORTER（福島県）

木曜会A（福島県）

南沼ちゃん（山形県）

にしもん（福島県）

ベアーズ（福島県）

ブルーエンジェル（埼玉県）

スカリン（神奈川県）

特別賞

早川　萌里  さん
（福島県）

岩越　勝志　さん
（高知県）

斎藤　冨美枝　さん
（愛知県）

金澤　智幸　さん
（埼玉県）

澤村　教子　さん
（千葉県）

Wi－Saku（大阪・奈良）

神戸レディースMＩＸ（兵庫県）

柏インディーズ（千葉県）

らずべりー（大阪府）

チームNiigata（新潟県）

函館カクタス（北海道）

どんだんず（青森県）

新たにスーパーシニア⼥⼦の部を加え、各部門インディアカを楽しんで交流を図れる様に、午前の部は
ランダムな組合せをし、午後の部は午前の成績を加味しある程度同じレベルのチーム同⼠の対戦を図り
コート毎に優勝を競い合い、終日交流と親睦を図る事ができました。また、体験コーナーでは参加者の
家族や観戦に訪れた市⺠の⽅など、⼩学生から社会⼈までインディアカボールの感触を肌で感じて頂き
普及や次世代へのインディアカの楽しさをつなげる良いコーナーになりました。＜宮城県インディアカ協会＞

復興進む伊達の町、仙台でのｽｰﾊﾟｰｼﾆｱ⼥⼦の部に参加しました。
秋田県、静岡県等から8チームが集い、交流を重ねながら、和気藹々
の和やかながらも、60年以上の年輪を重ねた技を存分に発揮した
楽しい試合となりました。試合を重ねる毎にチームワークが充実し、
“なんと優勝︕”驚くやら、嬉しいやら、本当に素晴らしい思い出と
なりました。又、前日の松島、瑞巌寺等の観光、仙台の大会運営に
携われた⽅々のご配慮と共にその“おもてなし”の素晴らしさに感謝
を申し上げるばかりです。本当に有難うございました。

＜参加チームコメント︓千葉県松⼾市 ミックスクイーン成田 喜代⼦＞

前日とは打って変わって、全国の仲間が８色のユニフォームに別れて前日のトーナメント大会のピリピリ
感は全く感じさせない、和気藹々とした中にもコート内では全勝を目指して戦う姿勢も垣間⾒え、
インディアカの熱戦を盛り上げていました。本大会の参加チーム数︓71チーム、参加⼈数︓450名の
選⼿が集い爽やかな汗を流しました。また、恒例の川柳の部の表彰もあり、⼊選された⽅々は
おめでとうございました。成績は下記の通りです。



～今回は、兵庫県＆静岡県の状況報告です！～

ＪＩＡ事務局からのお知らせ

都道府県ＴＯＰＩＣ（トピック）コーナー

私たちのチーム「ホトニクス」は静岡県浜松市に本社を置く「浜松ホトニクス株式会社」のクラブチームとして
活動しています。会社は「ノーベル賞学者御⽤達︕光技術のパイオニア」として様々な光関連分野で活躍
しています。私たちは会社の福利厚生の一つのクラブチームとして、会社より
バックアップを頂いて日々練習に取り組んでいます。会社内では、インディアカ
社内大会が浜松アリーナで毎年開催されるほどインディアカ活動が活発に⾏
われています。クラブの練習場は浜松市内にあるホトニクス私設体育館（イ
ンディアカ４⾯）を利⽤しています。
最近の大会成績としては、2018年６⽉に開催された全国大会で“男⼥混合の
部で３位”、今年6⽉開催の大会では“男⼦の部で3位”の成績を収めることが
出来ました。これも日々の練習の成果であったり、会社からのサポートであっ
たりと、様々な協⼒があり、このような功績を残すことが出来ました。
近年インディアカ⼈⼝が減少している話を⽿にしますが、これからも社内活動
などを通じて、少しでも競技⼈⼝が増えるお⼿伝いが出来ればと思います。
執筆者名︓石津 健太さん（浜松ホトニクス株式会社、インディアカクラブ部⻑）

静岡県チーム紹介

兵庫県トピック紹介

歴史好きの⼈は、「 ⼩牧 」と聞けば 羽柴 秀吉と徳川 家康・織田 信雄の連合軍が435年前に
戦った「⼩牧・⻑久⼿の戦い」を思い浮かばれるのではないでしょうか。
折しも来年のNHK大河ドラマ「 麒麟が⾏く 」に出演する⼥優のスキャンダルで、世の中はただ今大騒ぎ。
⼩牧・⻑久⼿の戦いの2年前に本能寺で信⻑を討った明智 光秀はこのドラマの主⼈公です。
美濃の⼟岐が出生とされる光秀が、信⻑に⾒いだされて大津坂本の城主になるまでのドラマは、毎週
日曜日の楽しみとしていただきましょう。パークアリーナの直ぐ南にある⼩牧⼭に登ると、北に岐⾩城
そして右⼿に⽝⼭城、南に濃尾平野が広がり、天気が良ければ⻄の⽅に⾚い清州城が⾒えるかも知れ
ません。 戦国時代の覇者を目指した武将の旗指物があちこちに⾒られ、ほら⾙や鬨の声も聞こえてくる
かも、です。
インディアカ愛好家の皆さん、戦国物語にあふれたこの⼩牧の地で、戦略・戦術に⻑けたインディアカを、

存分に楽しんでください。

＜愛知県インディアカ協会
事務局 横谷 哲男＞

~パークアリーナへようこそ~

2019.11.3 京都府、奈良県、大阪府からご参加いただき、全22チームでプレ大会を開催しました。
真剣勝負で盛り上がり、お話し交流を楽しんだ一日になりました。⼩さなお⼦さんのかわいい声援も嬉しかったです。
優勝は、⼥⼦の部「強奇」、混合の部「播州魂」（どちらも兵庫県）、シニア混合の部は「パーフェクトカップル」
大阪府でした。

「第74回全国レクリエーション大会プレ事業 兵庫県インディアカ大会」

宮城県の皆さん、全国レク大会
2019 第42回全国インディアカ
大会の開催ありがとうございました。
兵庫県から3チーム参加させて頂き
、プレーも交流も、観光も思いきり
楽しませていただきました。
「第43回全国インディアカ大会」は、
来年、兵庫県で開催します。
2020.11.15(日)、姫路市総合
スポーツ会館でお待ちしています。

≪第43回全国インディアカ大会案内≫


