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記事
１　ＮＰＯ法人磐田市体育協会総会
２　ドリーム☆ワールド　日本女子ソフトボールリーグ２部参戦
３　静岡産業大学女子サッカー部　日本女子サッカーリーグチャレンジリーグ参戦

informationインフォメーション １　平成２２年度　各種大会　行事　教室
２　スポーツ指導者養成講座
３　第１３回　ジュビロ磐田メモリアルマラソン



日本女子ソフトボールリーグ２部　第２節　第２日
ドリーム☆ワールド　開幕５連勝（アドバンスセクション）
磐田市民の大声援に後押しされ、１２対４で快勝

静岡産業大学　女子サッカー部　磐田ボニータ
なでしこ　チャレンジリーグ　第５戦

　なでしこチャレンジリーグに参戦の「静岡産業大学　女子サッカー部」磐田ボニータは、５月２日（日）　磐田ス
ポーツ交流の里ゆめりあサッカー場で、ルネサンス熊本フットボールクラブと第５戦を戦い、５対０で快勝しまし
た。前半から押し気味に試合を進めた磐田ボニータは、前半２点、後半３点のゴールを決め快勝しました。磐田ボ
ニータは、第１１戦を終え（６月２６日現在）、5勝5敗1分として、チャレンジリーグＷＥＳＴ（全６チーム）第3位（勝
ち点16）につけています。
　次のスポーツ交流の里ゆめりあサッカー場での試合は、９月５日（日）、アギラス神戸（１３：００キックオフ）で
行われます。多くの市民の皆様のご声援をよろしくお願いいたします。

なでしこチャレンジリーグ勝敗表 http://match.nadeshikoleague.jp/2010/west/match/standings.html
静岡産業大学　サッカー部 http://www.iwata.ssu.ac.jp/football/

 　日本女子ソフトボールリーグ２部第２節２日目が三重県亀山市
東野公園ソフトボール場で行われ、ドリーム☆ワールド（磐田市）は
１２対４でＹＫＫ（富山県）に快勝して開幕５連勝としました。
　試合は、序盤ＹＫＫに先取点を取られましたが、３回裏に主砲伊
藤選手のセンターオーバーの３点本塁打を含め４点を取って逆転４
回以降も毎回得点を重ね１２対４で快勝しました。この試合は、磐
田市民約４０名の応援団が早朝磐田市を出発して球場に駆けつけ大
声援を繰り広げました。渡部　修磐田市長も駆けつけ市民と共に声
をからしての応援を送りました。
　ドリーム☆ワールドは、リーグ戦残り６試合を残していますが、
現在（７月３０日現在）アドバンスセクション首位としています。主
砲の伊藤綾香選手は首位打者（７月３０日現在）、ピッチャーの松村
綾菜選手は防御率成績第２位（７月３０日現在）でチーム成績も好調
です。
　１０月２３日（土）２４日（日）に行われる順位決定プレイオフ（伊
豆市天城ドーム）出場に向けて期待が高まります。また１部２部入
れ替え戦（１１月３日～４日）伊豆市天城ドームに臨み来シーズンの
１部昇格を願っています。

日本女子ソフトボールリーグ http://www.softball.or.jp/info_league/w02/siai/w2_si2007.html
ドリーム☆ワールド　試合速報 http://dreamworldsokuhou.hamazo.tv/
ドリーム☆ワールド http://dreamworldsoftballclub.hamazo.tv/e2425271.html

平成22年度定期総会
　今年度の定期総会が５月２３日（日）福田農村環
境改善センターで開催されました。昨年度の自主
事業報告では、第１２回ジュビロ磐田メモリアル
マラソン、第２８回長藤マラソン大会、第５回車
椅子ツインバスケットボール大会、いかまい磐田
１００キロウォーク、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）、
磐田市体育協会６０周年記念式典、第１０回静岡
県市町村対抗駅伝競走大会、体協プレゼンツ第一
弾「岩崎恭子トークショー＆水泳教室」などが報告
されました。また指定管理者制度の２年目として
経過と施設管理の報告が行われました。 昨年度も多
くの磐田市代表選手が様々な競技で活躍しました。
功労者賞、優秀指導者賞と共に表彰をいたしまし
た。（功労者賞７個人　優秀指導者賞３個人　優秀
選手賞８個人、奨励賞５個人、２団体 特別賞１個人、
１団体）平成２１年度の事業報告、決算報告、平成
２２年度予算案、平成２２年度事業計画が議案と
して提出され承認されました。 
　今年度は、第１３回ジュビロ磐田メモリアルマラ
ソン、いかまい磐田ふれあいウォーク、第１１回静
岡県市町対抗駅伝競走大会、第６回車椅子ツインバ
スケットボール大会、第２９回長藤マラソン大会（４
月２９日実施済）などが予定されています。

平成２２年度　NPO法人磐田市体育協会　体育章表彰者
（功労者賞）

推薦団体 氏名（団体名） 所属団体
1

磐田市陸上競技協会
寺田明夫 磐田市陸上競技協会

2 柳下泰子 磐田市陸上競技協会
3 県野球連盟福田支部 鈴木秀治 県野球連盟福田支部
4 豊岡地区 古川栄一 豊岡地区

5 磐田スモールキング野球
スポーツ少年団 鈴木俊夫 磐田スモールキング野球

スポーツ少年団

6 中泉クラブ少年野球
スポーツ少年団 寺田成吉 中泉クラブ少年野球

スポーツ少年団

7 豊田町卓球
スポーツ少年団 植松賢治 豊田町卓球

スポーツ少年団

（優秀指導者賞）
推薦団体 氏名（団体名） 所属団体

1
磐田市バレーボール協会

市川良一 市バレーボール協会
小学生部･豊田VSC

2 佐藤広海 市バレーボール協会
県ソフトバレーボール連盟

3 向笠地区自治会連合会 磯部義弘 向笠地区自治会連合会
体育委員会

（優秀選手賞）
推薦団体 氏名（団体名） 受賞年度所属団体

1 磐田市陸上競技協会 鈴木綾乃 磐田東高校
2

磐田市テニス協会
古橋弘章 湘南工科大付属高校

3 夏目脩平 浜松工業高校
4

磐田市水泳協会

乗松夏希 磐田農業高校
5 金田有加 磐田農業高校
6 熊谷　遥 磐田農業高校
7 清水良祐 磐田農業高校
8 磐田市アーチェリー協会 小笠原琢磨 浜松学芸高校

（奨励賞）
推薦団体 氏名（団体名） 受賞年度所属団体

1
磐田市陸上競技協会

鈴木海景 磐田市立磐田第一中学校

2 磐田市立竜洋中学校
女子4×100ｍRチーム 磐田市立竜洋中学校

3 磐田市テニス協会 三浦明仁 磐田市立青城小学校

4 磐田市ラグビー
フットボール協会

磐田市立東部小学校
タグラグビー部 磐田市立東部小学校

5 磐田市アマチュア
ボクシング協会 川井勇利 磐田市立磐田南小学校

6 磐田剣道連盟 豊岡中学校
剣道部女子 磐田市立豊岡中学校

7 豊田町卓球
スポーツ少年団

伊藤美誠 豊田町卓球スポーツ少年団
8 桑原穂実 豊田町卓球スポーツ少年団

（特別賞）
推薦団体 氏名（団体名） 所属団体

1 磐田市水泳協会 小池和也 ヤマハ発動機(株)

2 豊田合気道クラブ 豊田合気道クラブ
ファミリーチーム 豊田合気道クラブ

第２９回　長藤マラソン大会　開催される。
　２９回目を迎えた長藤マラソン大会が４月２９日アミューズ豊田をスタート、ゴールの会場に６００名を超える
ランナーが参加して開催されました。早朝の雨により開会式はアミューズ豊田、アリーナで行われました。大会は
３Ｋｍ、５Ｋｍ、１０Ｋｍの３コース、１０部門で競われ小学生から７０歳を超
えるランナーが初夏を思わせる汗ばむ陽気の中、田園風景の豊田地区を駆け抜け
ました。沿道には多くの市民が駆けつけ大きな声援を送っていました。参加者の
中には、一昨年の北京パラリンピック、陸上競技フルマラソンに日本代表で参加
した新野正仁選手が夫婦で仲良く参加して実力を大いに発揮しました。更に市内
で収穫生産された、いちごや、メロン、和菓子の当たる抽選会も行われ、当選者
が発表されるたびに場内から大きな歓声が沸き起こりました。また、見ごろを迎
えた行興寺境内で開催中の国指定天然記念物「熊野の長藤祭り」も多くの観光客で
にぎわっていました。



スポーツ指導者養成講座　（参加申し込みは必要ありません。当日受付）

夏だ！　みんなで　プールに行こう。

第１３回ジュビロ磐田メモリアルマラソン大会 磐田スポーツ交流の
里ゆめりあ 11/7 小学生以上

第５回いかまい磐田ふれあいウォーク とよおか路秋色めぐり 11/28 幼稚園以上
第６回いかまい磐田ふれあいウォーク 春の磐田さくらめぐり 3/27 幼稚園以上
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 8/22 障害者
第１１回静岡県市町対抗駅伝競走大会 静岡市内 12/4 小～一般

陸
上

長距離記録会（市町対抗駅伝選考） 磐田市陸上競技場 8/7･21,
9/11･25 小～一般

磐周中学新人陸上競技大会 磐田市陸上競技場 10/31 中学生
第３回磐田市駅伝競走大会 スズキ（株）竜洋コース 12/19 小～一般
元旦みんなで走ろう 磐田市陸上競技場 1/1 小～一般

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

第26回磐田市ソフトバレーボール
フェスティバル 第一中学・中部小 7/25 ソフトバレー登録・

オープン
第21回とんぼ杯争奪バレーボール大会 青城小・豊田南小 7/4 婦人部（ロー

テ）登録・招待
第21回とんぼ杯争奪バレーボール大会 アミューズ豊田・

総合体育館 7/4 小学部登録・
招待

今日はバレーボール（7人制大会） 総合体育館 8/29 協会市内
第40回磐田市民シニアフレンズ大会 未定 9/19 市内在住、在勤・男

40歳.女45歳以上
第44回磐田市民バレーボール大会 未定 10/24 家庭婦人部（固

定）登録・市内
第44回磐田市民小学生バレーボール
大会 未定 11/14 小学部登録

第44回磐田市民バレーボール大会 未定 11/14 婦人部（ロー
テ）登録・市内

第44回磐田市民男女混合バレーボー
ル大会 南島体育館 11/21 クラブ部市内
第27回磐田市ソフトバレーボール
フェスティバル 豊岡総合体育館 12/14 ソフトバレー登

録・オープン
第32回磐田市6人制バレーボール男
子大会 アミューズ豊田 2/6 高校部登録
第32回磐田市6人制バレーボール男
子大会 アミューズ豊田 2/6 クラブ部登録・

招待
第41回シニアフレンズ大会 未定 2/13 市内在住、在勤・男

40歳女45歳以上
第32回磐田市6人制バレーボール女子大会 未定 2/13 高校部登録

第32回磐田市6人制バレーボール女子大会 未定 2/13 クラブ部登録・
招待

第7回ジュビロカップ小学生バレー
ボール大会 アミューズ豊田外 2/13 小学部登録・

招待
第22回市町役員親睦バレーボール大会 沼津市民体育館 2/20 役員
第24回磐信理事長杯争奪バレーボール大会 アミューズ豊田体育館 2/27 家庭婦人部（固

定）登録・招待
第24回磐信理事長杯争奪バレーボール大会 アミューズ豊田体育館 3/6 婦人部（ロー

テ）登録・招待
第4回磐田小学生バレーボール大会 アミューズ豊田体育

館外 3/20 小学部登録・
招待

卓
球

全日本選手権（カデットの部）西部地
区予選 磐田市総合体育館 8/14 日卓協登録者

（中学生以下）
全日本選手権（ダブルスの部）県予選会 磐田市総合体育館 9/5 日卓協登録者
第53回磐田市民卓球大会 アミューズ豊田 10/17 磐田市在学・

在勤・在住者
しずおかスポーツフェスティバル(中
学の部） 磐田市総合体育館 10/23 日卓協登録者
第13回ジュビロ杯争奪小笠・磐周中
学生大会 磐田市総合体育館 11/6 日卓協登録者

（中学生）
第32回ニッタク杯争奪卓球大会 磐田市総合体育館 11/28 日卓協登録者
第20回いわしん理事長杯（中学の部）磐田市総合体育館 1/8 日卓協登録者
第20回いわしん理事長杯（一般の部）アミューズ豊田 1/9 日卓協登録者
第１9回セントラル杯 磐田市総合体育館 2/27 日卓協登録者

野
球
連
盟
磐
田
支
部

第17回連盟会長旗中遠ブロック大会 兎山グラウンド外 8/29,9/5 一般
第32回東日本軟式野球磐田支部大会(1部) 城山球場外 9/5～9/26 一般
第32回東日本軟式野球磐田支部大会(2部) 城山球場外 9/12～10/10 一般
第60回東海五県軟式野球磐田支部大会 城山球場外 10/10・17 一般
第54回高松宮賜杯軟式野球磐田支部大会(2部）城山球場外 10/17～

11/21 一般

第54回高松宮賜杯軟式野球磐田支部大会(1部）城山球場外 10/17～
11/14 一般

第51回県西部中学新人野球大会 城山球場外 11/3～14 中学生
第65回国体軟式野球磐田支部大会一般Ｂ 城山球場外 11/14～

11/21 一般

野
球
連
盟

福
田
支
部

支部長杯野球大会 福田公園野球場 9月 社会人
磐周地区中学新人大会 福田公園野球場 10月 中学生
暁杯野球大会 福田公園野球場 11月 社会人
東海５県軟式野球大会 福田公園野球場 １２月 社会人
東日本軟式野球大会１．２部 福田公園野球場 ３月 社会人
全日本少年軟式野球大会 城山球場及び中学校Ｇ ３月 中学生

山
の
会

8月度定例山行 未定 未定 会員
9月度定例山行 未定 未定 会員
10月度定例山行 未定 未定 会員
11月度定例山行 未定 未定 会員
12月度定例山行 未定 未定 会員
1月度定例山行 未定 未定 会員
2月度定例山行 未定 未定 会員
3月度定例山行 未定 未定 会員

サ
ッ
カ
ー

磐田2年生サッカー大会 稗原ほか 9/11･12 小学生
磐田4年生サッカー大会 稗原ほか 10/9･10 小学生
磐田1年生サッカー大会 稗原ほか 11/6･13 小学生
磐田市長・市議長杯サッカー大会 磐田東高校外 12/25･26 高校生
磐周社会人サッカー大会 安久路ほか 3/20 社会人
磐田・袋井サッカーフェスティバル エコパ外 3/29･30･31 高校生

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

磐田ミニバスケットボール選手権大会 磐田市体育館 9/12 小学生
中学生新人バスケットボール大会 磐田第一中学校外 9/25･10/2 中学生
WJBL磐田大会（シャンソン対JAL） アミューズ豊田 10/23
かぶと塚フレンドリー杯
ミニバスケットボール大会 磐田市総合体育館 11/20･21 小学生
３ on ３磐田市民大会 磐田市総合体育館 12/5 小･中･高･一般
ドラゴン杯（竜洋招待） 磐田市総合体育館 12/11･12 小学生
磐田ジュニア大会 東遠さんりーな 12/19 小学生
磐田南ライオンズカップ兼理事長杯大会 アミューズ豊田 2/19･20 小学生
中学1年生大会 竜洋中 3/5 中学生

平成２２年度 　スポーツ大会 (大会の詳細は各競技団体へお問い合わせください）
（競技団体) 教室名 会場 日時 対象

磐田市陸上競技協会 陸上教室（前期・後期）各6回 磐田市陸上競技場 4/24～3/26 小・中
磐田市バレーボール協会 今日はバレー 小学生ソフトバレーボール教室 総合体育館,サブ 9/19 協会役員市内
静岡県野球連盟磐田支部 硬式野球教室 磐田城山球場外 9/12～11/14 中学生
磐田バスケットボール協会 市民バスケットボール教室 磐田市総合体育館 ４月～３月 小･中･高･一般

磐田市テニス協会

トーナメントクラステニス教室 東大久保テニスコート 3/5～　7日間 一般
初心者硬式テニス教室 リバーサイドテニスコート 5/21～　8日間 一般
前期初心者テニス教室 東大久保テニスコート 5/7～　7日間 一般ジュニア
前期テニススクール ラブリバー公園テニスコート 5/20～　7日間 一般
ジュニア硬式テニス体験教室 リバーサイドテニスコート 7/28～　6日間 小学生
後期初心者テニス教室 東大久保テニスコート 9/3～　8日間 一般ジュニア
後期テニススクール ラブリバー公園テニスコート 9/28～　6日間 一般

磐田市ソフトテニス協会 初心者ソフトテニス教室 東大久保テニスコート 8/4･11･18･27 小学生高学年～一般
磐田市バウンドテニス協会 初心者教室 磐田市総合体育館外 未定 一般
磐田市ソフトボール協会 小中学生ソフトボール教室 磐田城山球場 2/13,2/20（予備日） 小・中学生
磐田バドミントン協会 初心者バドミントン教室 磐田市総合体育館 3/5～26 市内在勤･在住中学生以上男女

磐田市水泳協会
夏季水球教室 磐田南校プール 6月～8月 小・中学生
小学生水泳教室（磐田） 磐田市民プール 8/12～15 小学生
冬季水球教室 磐田南校プール外 1月～3月 小・中学生

磐田市相撲連盟 平成22年度相撲教室 磐田市営相撲場 通年 小・中学生・一般
磐田トライアスロンクラブ とんぼの里トライアスロン練習会及び初心者教室 磐田カルチャースイミングセンター 6/27 中学生以上

磐田アーチェリークラブ
市民体験会、春季初心者教室 磐田市アーチェリー場 5/29・30,6/6･13 小学校高学年以上
市民体験会、秋季初心者教室 磐田市アーチェリー場 10/23・24･31,11/7 小学校高学年以上

磐田市ラグビーフットボール協会 タグラグビー指導者講習会 ヤマハ発動機大久保グラウンド 5月～1月 県西部

磐田アマチュアボクシング協会
通年ボクシング教室 磐田市内体育館 通年 全般
優秀指導者招き講習 磐田市内体育館 2月 全般

磐田剣道連盟 親子剣道教室 磐田剣道連盟道場 9月～全8回（女子）11月～全8回
（居合道）2月～全8回（親子） 一般・親子

豊田合気道クラブ
親子合気道体験教室 福田屋内スポーツセンター 3/12･13･19･20 幼稚園＆親
護身術講座 アミューズ豊田 3/26･27 一般

少林寺拳法 初心者教室及び護身術教室 竜洋海洋センター体育館 1/25～2/24
磐田市柔道協会 平成22年度第9回柔道教室 福田屋内スポーツセンター武道場 5/17 小・中・高・大学生

平成22年度第10回柔道教室 福田屋内スポーツセンター武道場 10/24 小・中・高・大学生

平成22年度　スポーツ教室実施案内

テ
ニ
ス

第5回磐田市テニス協会交流大会 ラブリバー公園テニスコート 8/1 一般男子混合
2010年磐田市民テニス大会 ラブリバー公園テニスコート 9/19 一般男女シニア
第33回双葉杯シングルス大会 ラブリバー公園テニスコート 10/10 男子・女子・シニア
第13回磐田市テニス団体戦 ラブリバー公園テニスコート 11/14 団体戦D*2組
第12回クラブチャンピオン大会 加茂テニスコート 11/23 小学生
第5回高校女子シングルス大会 ラブリバー公園テニスコート外 12/19 高校生女子
第13回高校男子ダブルス大会 ラブリバー公園テニスコート外 2/13 高校生男子
第21回竜洋リバーサイド硬式テニス
大会（男子の部） リバーサイドテニスコート 2/13 一般男子
第21回竜洋リバーサイド硬式テニス
大会（女子の部） リバーサイドテニスコート 3/6 一般女子
第14回高校女子ダブルステニス大会 ラブリバー公園テニスコート 3/6 高校女子

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

第25回豊田中学生女子秋季ソフトテニス大会 ラブリバー公園テニスコート 9/4 中学女子
平成22年度磐田市民ソフトテニス大会（中学生の部） 東大久保テニスコート 9/12 中学男女
豊田ソフトテニス大会 ラブリバー公園テニスコート 10/24 一般男女
第9回中学校対抗ソフトテニス竜洋大会（団体戦）リバーサイドテニスコート 11/13 中学女子
豊田インドアミックスソフトテニス
大会（一般・80歳の部） アミューズ豊田 12/26 一般男女
第23回竜洋リバーサイドソフトテニス大会 リバーサイドテニスコート 1/8 中学女子
第23回竜洋リバーサイドソフトテニス大会 リバーサイドテニスコート 1/15 中学男子
豊田中学生女子選抜インドアソフトテニス大会 アミューズ豊田 1/15 中学女子
豊田インドアミックスソフトテニス
大会（100歳・120歳の部） アミューズ豊田 1/16 一般男女
第9回磐南地区中学生ソフトテニス大会（1年女子） リバーサイドテニスコート 2/5 中学1年女子
第6回磐周地区中学生ソフトテニス大会（1年男子） リバーサイドテニスコート 3/5 中学1年男子

バウンド
テニス

第14回磐田市バウンドテニス協会交流大会 磐田市総合体育館 9/26 一般
第19回豊田バウンドテニス交流大会 アミューズ豊田 11/14 一般

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

父親大会 天竜川グラウンド 8/22～8/29 35歳以上
理事長杯大会Cクラス 天竜川グラウンド 8/19～11/7 Cクラス
磐田市民ソフト大会（Fピッチ・Sピッチ） 天竜川グラウンド 9/26～11/7 磐田市
県リーグ男子Ⅰ･Ⅱ部大会 天竜川グラウンド 3/21 県リーグ
国体県選考会男女 天竜川グラウンド 4/18・25・

5/2 県登録
県リーグ女子 天竜川グラウンド 9/2 県リーグ
第4回西部地区スポーツフェスティバル 天竜川グラウンド 9/26～10/3 西部地区

弓
道

静岡県支部対抗大会 藤枝市武道場 8/8 磐田支部
8月月例会 磐田市営弓道場 8/22 磐田支部
9月月例会 磐田市営弓道場 9/19 磐田支部
10月月例会 磐田市営弓道場 10/24 磐田支部
11月月例会兼袋井支部交流会 磐田市営弓道場 11/14 磐田支部
納射会 磐田市営弓道場 12/12 磐田支部
新年射初会 磐田市営弓道場 1/1 磐田支部
2月月例会 磐田市営弓道場 2/13 磐田支部
3月月例会 磐田市営弓道場 3/13 磐田支部

ゴルフ 第43回市民ゴルフ大会 豊岡国際CC 9/20 会員又は一般
第6回磐田地区スナッグゴルフ秋季大会 リバーサイドゴルフ 未定 磐周小学生

バドミ
ントン

磐田市豊田バドミントン大会 アミューズ豊田 12/19 高校生以上男女
磐田市民バドミントン大会 磐田市総合体育館 3/20 市内在勤･在住の

高校生以上の男女
水泳 中遠地区広域兼磐田市水泳競技大会 磐田市民プール 9/6 小学生～一般
トライ
アスロン

第19回サンライズイワタ IN 竜洋大会 竜洋海洋センター周辺 9/19 高校生以上
新年マラソン　１８K カルチャースイミン

グ～小国神社 1/4 高校生以上

ア
ー

チ
ェ
リ
ー

9月競技会（30m＊2回　72射） 磐田市アーチェリー場 9/19 中学生以上
10月競技会（30m＊2回　72射） 磐田市アーチェリー場 10/24 中学生以上
11月競技会（18m＊2回　60射） 磐田市アーチェリー場 11/28 中学生以上
12月競技会（18m＊2回　60射） 磐田市アーチェリー場 12/12 中学生以上
3月競技会（30m＊2回　72射） 磐田市アーチェリー場 3/27 中学生以上

ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル

磐田市レディス大会 豊岡ＧＢ場 9/4 ＧＢ愛好者
駒ヶ根市・磐田市親善GB大会 竜洋駒場 10/26 友好都市
磐田袋井親善ＧＢ大会 袋井バイパス高架下 10/30 ＧＢ愛好者
磐田市ふれあいGB大会 中央公園 11/6 ＧＢ愛好者

ラ
グ
ビ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル

タグラグビー交流会 ヤマハスタジアム 9月 県西部
サントリーカップ第7回全国小学生タ
グラグビー選手権大会県西部予選会 ゆめりあ 11/20 県西部
タグラグビー交流会 ヤマハスタジアム 12月 県西部
ジュビロカップ第5回タグラグビー
大会小学生の部 ゆめりあ 1/23 県西部

グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ

第8回磐田市GG竜洋大会 竜洋海洋公園多目的広場 9/12
（予）9/19 地区一般成人男女

第4回磐田市民GG豊田大会 天竜川豊田地内河川敷 11/6
（予）11/13 市内一般成人男女

第8回磐田市風竜グランドゴルフ大会 竜洋海洋公園野球場・多
目的

11/14
（予）11/28 地区一般成人男女

磐南地区交流グラウンドゴルフ親善会 竜洋海洋公園多目的広場 10/20 磐南地区成人男女
磐南地区新春親睦グラウンドゴルフ大会 竜洋海洋公園多目的広場 1/22 磐南地区成人男女
協会月例大会22･4～23・3全12回 竜洋海洋公園野球場・多目的 4/4～3/13 市内会員

アマチュア
ボクシング 第5回磐田市長杯少年C-BOX大会 磐田市内体育館 8月 小・中学生

剣道

第47回磐田剣道大会 総合体育館 8/22 小学生～一般

小学生剣道錬成会 磐田剣道連盟道場
4/25,6/2,8/
29,10/24,1
2/26,2/27

小学生～一般

新年合同稽古会 総合体育館 1/30 小･中学生
ライオンズクラブ杯連盟小中学生剣道選手権 磐田剣道連盟道場 2/6 小･中学生

合気道 第5回静岡県西部地区養神館少年少女大会 福田屋内スポーツセンター 3/5 幼稚園～小学生
少林寺
拳法 演武会 竜洋海洋センター体

育館 12/24 全員

柔道
第22回磐田市民柔道大会 福田屋内スポーツセ

ンター武道場 11/14 小･中･高
第6回ジュビロカップ争奪第33回磐
田市福田柔道練成会

福田屋内スポーツセ
ンター武道場 3/20 幼児・小・中

学生
インディ
アカ

平成22年度インディアカ中日杯大会 アミューズ豊田 9/12 一般男女
平成22年度磐田市民インディアカ大会 磐田市総合体育館 11/7 一般男女
平成22年度インディアカ新春大会 アミューズ豊田 1/23 一般男女

（財）日本少
年野球連盟 杉山旗争奪磐田大会 城山球場 7/31～8/1 中学生

フ
ァ
ミ
リ
ー

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

中期磐周リーグファミリーバドミントン大会 アミューズ豊田 10/24 協会登録者
第4回東日本ファミリーバドミント
ン交流大会 アミューズ豊田 1/30 日本FB協会登

録者
第2回きさらぎ杯ファミリーバドミ
ントン大会 磐田市総合体育館 2/13 協会登録者,市

内在勤在学者
後期磐周リーグファミリーバドミントン大会 磐田市総合体育館 3/13 協会登録者

8月26日（木） •演題：動きの効力　～速く動くための力の抜き方～
•講師：静岡産業大学経営学部　専任講師　館　俊樹氏

9月25日（土） •演題：心肺蘇生とADEの実際と実践　～家族が倒れた時、すぐ実践できますか～
•講師：静岡産業大学経営学部　准教授　小栗和雄氏

11月18日（木） •演題：スポーツとストレスマネジメント
•講師：静岡産業大学経営学部　専任講師　窪田辰政氏

※予告なく変更される場合があります。
　お問い合わせは、磐田市体育協会（☎33-3443）。

水中での運動は体に負担をかけず、効果的にトレーニングできます。
日々の健康づくりにチャレンジしてみませんか？

磐田温水プール
住　　所　磐田市刑部島274－3
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0538－33－8855
利用時間　9：30～22：00　7月～8月は休館日はありません。
利用料金　一般 500円　回数券10回 3,000円
　　　　　高校生以下 300円　回数券10回 2,000円

福田屋内スポーツセンター （温水プール）
住　　所　磐田市南島393－1
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0538－58－3131
利用時間　8：45～21：45　7月～8月は休館日はありません。
利用料金　一般 500円　回数券10回 3．000円
　　　　　高校生以下 300円　回数券10回 2，000円

磐田市民プール
住　　所　磐田市上大之郷51
Ｔ　Ｅ　Ｌ　0538－33－8855
利用時間　9：30～18：30　7月～8月は休館日はありません。
利用料金　一般（半日）270円　中学生以下 130円

大会名（競技団体) 会場 日時 対象 大会名（競技団体) 会場 日時 対象



【利用方法】
初回はビギナー講習を受講してください。（※ご利用は高校生以上に限ります。）
●講習時間●　午前の部：10：50～　　午後の部：14：50～　　夜間の部：18：50～
●持　ち　物●　トレーニングウエア・室内シューズ・水分・タオル　等
●利　用　料●　300円

【2回目以降】
●利用時間●　午前8：45～午後9：45
●利　用　料●　一般：210円　　高校生：100円

理想の体を手に入れたい方！心のリフレッシュをしたい方！
身近な総合体育館トレーニングルームで、快適なスポーツライフを送りましょう。

『磐田市総合体育館内 トレーニングルーム』の紹介
ただ今、
受付中！

NPO法人磐田市体育協会主催
各種スポーツ教室 受講生募集中！

【ダンベル教室】
中　期 ：8月上旬～11月下旬
後　期：12月上旬～H23年3月下旬
　　　　※毎週水曜日≪1期：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】
中　期：7月下旬～11月下旬
後　期：12月上旬～H23年3月下旬
　　　　※1カ月コース：4回
　　　　　4ヶ月コース：16回
場　所 ：総合体育館武道場
定　員：各30名
内　容： ゆったりとしたヨーガで心身リラックス歪みを整え体

の中心部から健康にリラクゼーション健康な方ならど
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）

【エアロビクス教室】
中　期：8月上旬～11月下旬
後　期：12月上旬～H23年3月下旬
　　　　※毎週木曜日≪1期：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

【さわやかリズム体操クラブ】
中　期：8月上旬～11月下旬
後　期：12月上旬～H23年3月下旬
　　　　※毎月隔週火曜日≪1期：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
内　容： 様々な道具を使い、体のバ

ランスを整えリズムに合わ
せて体を動かします。

『やらまいか健康塾』 トレーニングルームも利用する教室です！
40歳以上の方の健康をサポートします。

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』
で健康づくりをしませんか！？ご希望の方はお問い合わせください。

●利用時間●　トレーニングルーム：トレーニングルーム開館時間に準ずる
　　　　　　　バドミントン・卓球：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）・
　　　　　　　バドミントン・卓球　など複数利用可
　　　　　　　（道具は貸し出しています）
●参　加　費●　1回300円（12枚つづり回数券3,000円）
●参加方法●　初回はやらまいかビギナー講習（毎月第1・3水曜日の10時と14時）を受講してください。

第4回『新体力テスト』実施のお知らせ テスト結果に応じて、トレーニングルームを
利用したトレーニングメニューを作成します！

文部科学省策定の『新体力テスト』を行います。スポーツの秋に、ご自身の体力を把握してみてはいかがですか？
テスト結果から個人にあったトレーニングメニュを作成しますので、運動を始めるきっかけにぜひどうぞ！

●日　　時●　平成22年9月8日（水）
　　　　　　　午前9:00～12:00
●対　　象●　健康な方ならどなたでも（年齢によって測定項目が変わります）
●場　　所●　磐田市総合体育館　小体育場
●参　加　費●　500円
●持　ち　物●　運動のできる服装・室内シューズ・タオル・水分
●申　込　み●　8月23日（月）より総合体育館にて受付開始
●測定項目●　握力・上体起こし・長座体前屈・立ち幅跳び・反復横とび・20Mシャトルラン　等

＜問い合わせ＞　磐田市総合体育館　tel （0538）－32－4236

大人向け　≪スポーツで快適リフレッシュ！充実した生活を。≫

参加費・詳細等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。ぜひご参加ください。

詳細・参加費等はお気軽にお問合せください。
＜問い合わせ＞　磐田市総合体育館　tel （0538）－32－4236

【ジュニアスポーツ教室】
中　期：7月下旬～11月下旬
後　期：12月上旬～H23年3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。≪1期：8回≫
　　　　●小学校4～6年生（午後5：00～6：30）
　　　　※毎月隔週火曜日≪1期：8回≫

【とびうお水泳教室】
日　程： 7月29日(木)・8月4日(水)・

10日(火)・11日(水)・17
日(火)・18日(水)

時　間：10:00～11:30
場　所 ：磐田市民プール
対　象：幼稚園年長～小学生
定   員：1日20名
内   容： 水慣れから基礎泳法の習得・泳力向上まで、個人のレ

ベルに合わせて練習します。

【親子フィットネス教室】
中　期：7月下旬～11月下旬
後　期：12月上旬～H23年3月下旬
　　　　※毎月隔週土曜日
　　　　　≪1期：8回≫
時　間：午前10:00～11:30
場　所 ：総合体育館
定   員：10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：全身の運動刺激で、様々な運動神経を鍛えます。

【ちびっこトランポリン体験会】
日　程：9月25日（土）
時　間：第1部 9:00～10:00
　　　　第2部 10:30～11:30
場　所：磐田市総合体育館　小体育場
対　象：第1部 小学生までのお子様
　　　　第2部  障害を持った小学生までのお子様
定　員：各部15名（先着）
内   容： 運動の得意、苦手が関係のないトランポリンの楽しさ

を体験します。

子供向け　≪運動神経を伸ばす最適な時期に、様々なスポーツをしましょう！≫

トレッドミル（5台） エアロバイク（12台） ウエイトマシン（11種） フリーウエイトエリア



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85，０００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。


