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　第１２回ジュビロ磐田メモリアルマラソンが曇り空の下、磐田スポーツ交流
の里ゆめりあをスタート、ゴールに 開催されました。
　大会は、３ＫＭ（ファミリー含む）５ＫＭ、１０ＫＭ、ハーフマラソンの４コー
ス、２１部門に北海道や九州宮崎県など全国から参加の過去最多４、７６８名がエントリーして行われ、ジュビロ
磐田（Ｊ１）の各選手がスターター、ランナー、プレゼンターなどに参加して大会を盛り上げてくれました。
　開会式では、参加選手を代表して富士宮市の山本　稜（やまもと　りょう）君が力強く選手宣誓を行いました。 ス
タートに先立ち、先導バイクの運転を務める、チームＹＧ（ヤマハレーシングモトクロス）の監督　鈴木智之ライ
ダー、ヘッドコーチ　渡部　学ライダーに、岡本健太郎君（焼津市）、大庭凪乃さん（磐田市）からそれぞれ花束が手
渡されました。 

　午前９時３０分に、スターターの岡田隆選手の号砲でハーフマラソン
がスタートしました。沿道ではお茶畑の中を通過するランナーに多くの
市民が声援を送る様子が見られました。３ＫＭでは、犬塚友輔選手、茶
野隆行選手、萬代宏樹選手が参加して ランナーと楽しく触れ合いなが
ら走る姿が見られました。５ＫＭでは、今期限りでジュビロ磐田を去る、
中山雅史選手、鈴木秀人選手が参加。ランナーからねぎらいの言葉を
掛けられるシーンも見られ、第１回大会から参加の中山選手にとっては、
思い出の１シーンとなったようです。中山選手は５ＫＭスターターも勤
め、スターター台から降りて参加ランナーに向け「皆さん、死ぬまで走り
続けましょう」と掛け声を掛けスタート合図後多くのランナーに混じって
走って行きました。

　スタート地点では「浅羽ふるさと太鼓」の皆さんによる太鼓演奏が行わ
れ力強い太鼓の響きが選手を後押ししました。
　各部門ゴール後にはそれぞれに表彰式が行われ、ジュビロ磐田の選手
がプレゼンターを勤め、入賞者に記念品を手渡しました。特設ステージ
では、フラダンス（レイピカケ、さわやかリズム体操クラブ）や、磐田キッ
ズチアーリーディング「クローバーズ」、ジュビロキッズチアーリーディ
ングなどのパフオーマンスなども披露され会場から大きな拍手が送られ
ていました。
　また、表彰式の合間には、前田遼一選手、成岡　翔選手、船谷圭佑選
手のサイン会（抽選にて小学生、中学生）も行われ多くの小中学生がサプ
ライズのプレゼントに喜びの表情を見せていました。　
　今期限りでジュビロ磐田を去る中山雅史選手、鈴木秀人選手、茶野隆行選手、村井慎二選手には、花束を贈呈し
てジュビロ磐田での活躍の労をねぎらい会場から大きな拍手も沸き起こりました。
　入賞者の副賞には地元特産の「アローマメロン」なども送られ入賞者の顔がほころぶ表情も見受けられました。入
賞者の中では、ハーフマラソン５０歳以上男子で、佐野武男選手（富士市）が昨年に続き連覇を達成されました。 
　第１２回大会開催にあたり多くの地元中学生、市民の皆様のボランティアが大会運営に協力して大会を盛り上げ
ました。 感謝するとともに御礼申し上げます。 次回の第１３回大会も全国から多くのランナーの皆様を迎えて開催
できることを願っております。



磐田市体育協会創立６０周年記念式典開催される

天皇陛下御在位20年記念　日本スポーツマスターズ2009　富士山静岡大会
　日本スポーツマスターズ２００９富士山静岡大会、女子ソフトボール
競技が９月１９日（土）～２２日（火）の４日間、磐田城山球場をメイン会
場に市内５野球場で開催されました。
　全国から２８チームが出場し各試合会場で熱戦が繰り広げられました。
　静岡県からは、ＩＷＡＴＡ女子（酒井正信監督）、Ｄｒｅａｍｓふじっ
ぴぃ（杉山和子監督）、の２チームが参加、両チーム監督は１８日（金）に
行われた監督会議に出席して大会の成功と健闘を誓い合いました。
　また大会期間中には、アテネ五輪女子チーム監督の宇津木妙子氏を招
いてのソフトボール教室も行われ、市内外の中学生チームなどが参加し
てキャッチボール、バッテイング、守備、走塁など、熱心に指導を受け
ていました。

　創立６０周年を迎えた磐田市体育協会の記念式典が２月７日（日）磐田グラ
ンドホテルで開催されました。多くの参加者に加え、ご来賓の方々をお招き
して、盛大に行われました。６０周年を記念して特別表彰も行われ、４個人、
３法人に記念品を贈呈いたしました。スポーツ大賞受賞の水谷隼選手は、次
のロンドンオリンピックには、金メダルを獲得して、磐田に戻ってきたいと
力強く宣言しました。また新野正仁選手は、北京パラリンピックの教訓を生
かし次に進んで行きたいと抱負を述べました。また記念講演では、元駒沢
大学硬式野球部監督で東都大学野球リーグ戦では前人未到の５０１勝を達成した、浜松市出身の太田　誠氏をお迎
えして、「球際を磨く」と題して厚く語っていただきました。特に監督就任当時　明治大学（東京６大学）の島岡吉郎
監督に学んだエピソードを交え、経験談を披露、スポーツ指導者にとっては、指導の中に、助け合い、励まし合い、
引き締め合いが重要と訴え、夢を常に語ること、更には、「姿すなわち心」（姿即心、心即姿）だとして、人を観る目
を養ってほしいと最後を締めくくりました。祝賀会では、参加者全員に記念品が当選する抽選会が行われ、会場の
あちらこちらから、歓声とどよめきが聞こえてきました。最後は万歳三唱をして会を閉じました。多くの企業様か
らの御厚意により盛大に会を開催することが出来ましたことに厚く御礼申し上げます。また多くの皆様に支えられ
て６０周年を迎えることが出来ましたことに感謝申し上げます。今後も、７０周年に向け協会会員（社員）一丸となっ
て、更なる飛躍ができるよう努力すると共に、次世代を担う子供たちを育み、スポーツの良さを広く市民の皆様に
伝えて行きたいと考えております。

【年表】
昭和２４年　発足
平成１３年　ＮＰＯ法人格取得　（体育協会としては全国４番目）
平成１６年　磐田市社会体育施設指定管理者認定（１５施設）
平成１７年　磐南５市町村合併　体育協会合併
平成１９年　ＩＳＯ９００１　ＩＳＯ１４００１認証取得
平成２０年　磐田市社会体育施設指定管理者認定
　　　　　　磐田市総合体育館　外１１施設
　　　　　　福田屋内スポーツセンター　外１３施設
　　　　　　東大久保運動公園　外３施設

特別
功労賞

大場 基好 様
尾高 利男 様

スポーツ
大賞

水谷 　隼 選手
新野 正仁 選手

感謝状
磐田信用金庫 様
ヤマハ発動機株式会社 様
株式会社ヤマハフットボールクラブ 様
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９月１３日日  ふくてくウォーク 《第2弾》
　福田地区内の名所、旧跡を巡り、秋を感じる田園風景の中のコースは昨年と大き
く変わり、スタート、ゴールが福田漁港となりました。
　スタート、ゴール地点の福田漁港の歴史は、宝永年間にさかのぼります。宝永火
山の噴火により、横須賀藩の藩港として 栄えていた横須賀港は機能を失い急遽太田
川河口の藩港を築港しました。それが福田港です。現在では、整備、改修が行われ 
港の機能が向上し、周辺の土地利用を踏まえた地域住民のいこいの広場となってい
ます。 
　各コースには、どぶろく祭りで有名な「白山神社」福田地区スポーツ拠点の「屋内スポーツセンター」、「はまぼう
公園」など見どころがいっぱいのコースで参加者たちもウォーキングを楽しむことができたようです。ゴール後は

「磐田市食生活推進協議会」の皆様が調理した、しらす入り米分パウンドケーキが用意され参加者に配られました。
　今回は市内外から約２００人のウォーキング愛好者が参加していただきました。また、市内中学生のボランティ
アが運営に協力して 大会を盛り上げました。

10月25日日  とんぼの里ウォーク 《第3弾》
　スタート地点の遠江国分寺跡に多くの参加者が集まり、９時の受付後に秋色の深
まったコースに出発していきました。歴史の一端に触れることのできるコースには、
多くの神社、仏閣、史跡が多く楽しみながらウォーキングができたようです 。
　湧水で知られるひょうたん池では地元自治会が甘酒を用意して参加者に振る舞い
ました。旧見付学校や、鶴ヶ池などでは、秋晴れの下で昼食をする姿も見られました。
ゴールでは「磐田市健康づくり食生活推進協議会磐田支部の皆様によるスポンジケー
キ用意され、ゴールした参加者の皆様に大変喜ばれました。また市内中学生のボラ

ンティアが運営に協力して大会を盛り上げました。

１1月8日日  とよおか里山ウォーク 《第4弾》
　早朝から多くの参加者が、会場の豊岡総合センターに来場して受付後スタートし
ていきました。
　豊岡地区は、年間を通じて季節を感じることの出来る名所が多く、人気のスポッ
トも数多く点在しています。
　今回は獅子ヶ鼻公園周辺に広がる柿園が見事に色づき、ウォーカーたちの心を和
ませる場面が見られ、お弁当を広げる様子も見ることができました。ゴールでは、
採れたての柿がプレゼントされ、良いお土産になったようです。また地場産品販売
で人気の「豊岡採れたて元気村」では豚汁がサービスされのんびりとくつろぐ風景を見ることができました。観光ガ
イドコースでは、社山城跡、諏訪神社、慈眼寺なども訪れ歴史の一端に触れることもできたようです。また、市内
中学生がボランティアとして参加、大会を盛り上げました。

いかまいコース ……………… 20㎞ ほどほどコース …………………7㎞

がんばるぞコース …………… 12㎞ ほどほど観光ガイドコース ……7㎞



試合結果
【1回戦】
岐阜エキスプレス（岐阜） 28ー33 京都サンクローズ（京都）
ウオリアーズ（東京） 7ー55 KINGS（愛知）
横浜レッドブリックス（神奈川）38ー32 大阪グッパーズ（大阪）
静岡バリアーズ（静岡） 39ー24 愛媛エンジェルス（愛媛）

【準決勝】
京都サンクローズ（京都） 24ー43 KINGS（愛知）
横浜レッドブリックス（神奈川）33ー20 静岡バリアーズ（静岡）

【決勝戦】
KINGS（愛知） 49ー41 横浜レッドブリックス（神奈川）

【オープン戦】
岐阜エキスプレス　（岐阜） 24ー33 ウオリアーズ（東京）
大阪グッパーズ　（大阪） 59ー29 愛媛エンジェルス（愛媛

　第１０回記念静岡県市町村対抗駅伝競走大会（気温１３，２度、曇り、湿度
５０％、北東の風４，０ｍ/s) が１２月５日（土）静岡市内で開催されました。
　大会は県内３７市町から４１チームが参加（市２７チーム、町１４チーム）
午前１０時静岡県庁前をスタート、清水区清見潟公園折り返し県営草薙陸上
競技場にゴールする４２，１９５ＫＭ、１１区間で争われました。 磐田市チー
ムは、第１区から、力強い走りで８位内順位をキープ、１１人が確実にたす
きをつなぎ市の部第８位（２時間２０分２８秒）でゴール当初の目標順位を達
成するとともにチーム一丸となっての３年連続の入賞に喜びの表情を見せま
した。 また、第３区小学生女子区間（１，４６９ＫＭ）では成岡ゆい（竜洋西小
６年）選手が練習通りの快走を見せ、区間新記録を樹立して区間賞を受賞しま
した。（４分４５秒）
　駅伝終了後に行われた、小学生１，５００ｍ走では、徳田悠記（豊田北部小
６年）選手が第６位入賞、太田明里（竜洋北小５年）選手が第３位入賞と昨年に
続きアベック入賞を達成しました。
　前日に行われた開会式では、エントリー１０年連続表彰で伊藤富士男

（ショーワ）選手が受賞しました。 早朝出発の選手バス内では、全員がマスク
着用で万全な体制を取り佐川正治監督から選手紹介のあと、たすきが第１区
の大庭亜紗実（常葉菊川高校３年）選手に渡されました。
　磐田市チーム応援団は、バス４台（選手バス含む）に分乗して市役所を出発各中継点、走路でのぼり旗を振り、声
をからしての大声援を送りました。草薙陸上競技場では「いわた」ののぼり旗が他市町を本数で圧倒、渡部　修市長
も「選手には力強い後押しになったことでしょう。」と解団式で語りました。また、磐田市議会議員も多数応援に来
ていただきました。
　表彰式終了後、磐田市役所に戻り、解団式が行われました。佐川正治監督から、「一人一人が自分の仕事をきっ
ちりやりとげた」と満足の表情を浮かべました。 
　第１０回記念大会を終え、市陸上競技協会関係者、選手、保護者の皆様のご理解、ご協力で大会を無事終えるこ
とができました。これまでの練習の成果が十分発揮され納得の結果となりました。 ありがとうございました

第１０回記念　静岡県市町村対抗駅伝競走大会

　５回目を迎えた「磐田市長杯争奪　車椅子ツインバスケットボール大会」が8月
２３日（日）、アミューズ豊田メインアリーナで開催され、全国のブロックから選抜
された８チームがコート上で熱戦を繰り広げました。
　ツインバスケットボールは、障害のレベルによりゴールのバスケットの位置が決
められていることや、チームの平均を図るために障害の運動能力による持ち点制を
採用してチーム５名の持ち点の上限を設定しています。障害の種類や程度に関わら
ず競技への参加ができるように工夫され、重度の障害を持った人でも、最小限のハ
ンデキャップでバスケットボールを行うことができるのが大きな特徴です。コート
上では、激しくボールを奪い合うシーンや、車椅子がぶつかる鈍い音がしたりとスピードとパワーに加え車椅子の
操作技術の見事なプレーを見ることができました。大会はトーナメントで行われ、１回戦から実力を発揮したＫＩ
ＮGS（愛知県）が初優勝を成し遂げました。また市内の中学
生、高校生、専門学校生のボランティアが大会運営に参加
して大会を盛り上げました。

磐田市長杯争奪　車椅子ツインバスケットボール大会

市の部　第８位入賞　　２時間２０分２８秒
第１区　　大庭亜紗実　　　区間　８位
第２区　　三浦　明仁　　　区間　６位
第３区　　成岡　ゆい　　　区間　１位
第４区　　山田　　力　　　区間１２位
第５区　　石橋　輝久　　　区間１７位
第６区　　鈴木　佳映　　　区間　７位
第７区　　高橋　　翔　　　区間１５位
第８区　　鈴木　菜央　　　区間　４位
第９区　　安間　光里　　　区間　６位
第１０区　鈴木　翔平　　　区間２１位
第１１区　三谷　裕淑　　　区間１４位

小学生１５００ｍ
男子　　徳田　悠記　　第６位入賞
女子　　太田　明里　　第３位入賞　



テーマ 講師

第１回 ７月２３日 熱中症予防について 株式会社大塚製薬
小久江　康人氏

第２回 ８月２５日 動きの効率
速く動くための力の抜き方

静岡産業大学　経営学部　専任講師
館　俊樹氏　

第３回 ９月１５日 遊びを通したトレーニング 静岡産業大学　非常勤講師
山本　新吾郎氏

第４回 １０月１７日 心肺蘇生法とＡＥＤの実際と実践 静岡産業大学　経営学部准教授
小栗　和雄氏

第５回 １１月１７日 伸縮テーピングと栄養補給の
パフォーマンスアップ講座

株式会社アクタ
芥田　晃司氏　

協会所属団体の指導者（スポーツ少年団指導者含む）を対象に競技力向上及びスポーツ振興のため、優秀な指導者の
育成事業を行っています。また広く一般市民の方へも参加を呼びかけ、スポーツ推進の一躍を担う事業と考えてい
ます。全５回出席者には、終了証を授与しそれぞれの活動に活かし、また外部講師として派遣できる人材として指
導者登録をしています。

岩崎恭子さんの小学生水泳教室とトークショー開催される

スポーツ指導者養成講座

　バルセロナオリンピック２００ｍ平泳ぎ金メダリストの岩崎恭子さんを迎えての水泳教室とトークショーが２月
２８日（日）福田農村環境改善センター、福田屋内スポーツセンタープールで開催されました。
　１９９２年に開催されたバルセロナオリンピックについては、大会期間中の予選で自己記録を５秒以上も短縮し
て自信を持って決勝レースに臨んでいたこと、普段から目標を設定して練習してきたからレースに集中できたこと
など、エピソードを交えて話していただきました。「オリンピックは、４年に１度開催されるため、その大会にピー
クを持っていくのは、とても大変なことです。」「注目度も普通の国際大会とは比べ物にならないほどの状況に追い
詰められます。大きな周囲からのプレッシャーに勝たないと勝負には勝てません。」更に「自信を持ち、真剣に向かっ
ていけば何かが見えてきます。」などと約１５０名の市民を前に語りかけました。
　小学生水泳教室（低学年４０名、高学年４０名）では、デモンストレーションを披露したあと水泳の基本動作や、
速く泳ぐための意識点などを丁寧に指導しました。また水泳の楽しさも泳ぎを通じて子どもたちに伝わったようで
す。



H22年度第1期
募集要項

N P O 法人磐田市体育協会
各種スポーツ教室ご案内
N P O 法人磐田市体育協会
各種スポーツ教室ご案内
どなたでもご参加いただけます

【ダンベル体操】
第1期： 4月上旬～7月下旬
             ※毎週水曜日≪全15回≫
時　間 ： 午前10:00～11:30
場　所 ： 総合体育館大体育場
定　員： 100名
対　象： 健康な方ならどなたでも参加OK

【エアロビクス教室】
第1期： 4月上旬～7月下旬
　　　　※毎週木曜日≪全15回≫
時　間： 午前10:00～11:30
場　所 ： 総合体育館大体育場　
定　員： 100名
対　象： 健康な方ならどなたでも参加OK

【ヨーガ教室】
第1期： 4月上旬～7月下旬≪全16回≫
定　員： 各50名
場　所 ： 総合体育館武道場
対　象： 健康な方ならどなたでも参加OK
コース： ●月曜日コース
　　　　　（午前10： 00～11： 30）
　　　　●木曜日コース
　　　　　（午後2： 00～3： 30）
　　　　●金曜日コース
　　　　　（午前10： 00～11： 30）

各教室、ただ今受付中です！ご希望の方はお早め
にお問い合わせください。
また、各教室で1日体験教室（￥500）を随時受付
しております。

60歳以上の方の健康維持・増進に
【さわやかリズム体操クラブ】
第1期： 4月上旬～7月下旬
　　　　※毎月隔週火曜日≪全8回≫
時　間： 午前10:00～11:30
場　所 ： 総合体育館大体育場
定　員： 30名
対　象： 60歳以上の健康な男女 
内　容： 様々な道具を使い、リズムに合わせて体を動かします。

成長期のお子様に
【ジュニアスポーツ教室】
第1期： 4月上旬～7月下旬
場　所 ： 市陸上競技場・総合体育館
定　員： 各20名
内　容：  基礎運動能力を向上させるための

さまざまなスポーツを行います。
コース： ●小学校1～3年生（午後4： 00～5： 30）
　　　　※ 第1・3木曜クラスと第2・4木曜クラスがあります。

≪各クラス全8回≫
　　　　●小学校4～6年生（午後5： 00～6： 30）
　　　　　※毎月隔週火曜日≪全8回≫

【親子フィットネス教室】
第1期： 4月上旬～7月下旬
　　　　※毎月隔週土曜日≪全8回≫
時　間： 午前10:00～11:30
場　所 ： 総合体育館武道場他
定　員： 20組
対　象： 4歳～6歳のお子様とその保護者
　　　　  (お子様一人に対し保護者一人)
内　容： 様々な用具を使って親子で運動したり、親子体操を行

います。

【やらまいか健康塾】
利用時間： 磐田市総合体育館トレーニング室営業時間に準ずる
　　　　　※バドミントン・卓球利用時間（平日）
　　　　　　午前9： 00～12： 00　　午後1： 00～5： 00
対　象： 40歳以上の方
内　容： トレーニング室・もりもり体操（健康体操）ニュースポーツ・バドミントン・卓球　など複数利用可
参加費： 1回300円（12枚つづり回数券　3,000円）
参加方法： 初回はビギナー講習（毎月第1・3水曜日の10時と14時）を受講してください。

『やらまいか健康塾』のお知らせ
　総合体育館トレーニング室、もりもり体操（健康体操）、バドミントン、卓球、ニュースポーツなど、様々

なスポーツを自由に楽しめる『やらまいか健康塾』が始まりました！！ご希望の方はお問い合わせください。

総合体育館トレーニング室は、一般使用もできます。
初回はビギナー講習（10：50～・14：50～・18：50～）いずれの時間にご参加ください。

＜問い合わせ＞　磐田市総合体育館　☎（0538）－32－4236
　



ＮＰＯ法人磐田市体育協会ホームページアドレス　http://www.iwata-taikyo.com
　NPO法人磐田市体育協会のホームページに多くのアクセスをいただき大変ありがとうございます。
すでに７５，０００件を突破しています。
磐田市内のスポーツイベントや事業報告など様々な視点で情報を提供しています。
市民の皆様に親しまれるようわかりやすい内容で取り組んでいきます。

第13回第13回第13回
開催決定

2010年11月7日（日） 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ開催日 会　場

大会HP　http://www.jubilo-marathon.com

平成２２年度　磐田市体育協会事業予定
４月４日（日） 第11回春の福井駅前マラソン視察研修（福井県福井市）

４月２９日（木、祝） 第２９回長藤マラソン大会
アミューズ豊田周辺コース（申し込みは締め切りました）

５月１５日（土） 日本女子ソフトボールリーグ２部第2節「ドリーム☆ワールド」応援視
察研修（三重県亀山市 対戦相手 YKK）

８月２２日（日） 磐田市長杯争奪第６回車椅子ツインバスケットボール大会
アミューズ豊田

１１月７日（日） 第１３回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

１１月２８日（日） 第5回いかまい磐田ふれあいウォーク　

１２月４日（土） 第１１回静岡県市町村対抗駅伝競走大会
静岡市内

３月２７日（日） 第6回いかまい磐田ふれあいウォーク


