
　平成30年４月29日（日・祝）、第37回長藤マラソン大会がアミューズ豊
田を会場として開催されました。
　3㎞に小学生、5㎞は中学生以上、10㎞は高校生以上、3種目計12部門へ
928名が出走。今回は、初夏を思わせる陽気となり、スタート時刻にはすで
に気温が上昇。顔をゆがめて走る選手も見られ、給水所は大忙しでした。そ
れでも走り終わって安堵の表情を見せる選手や、フィニッシュ後にお配りし
たスポーツドリンクを美味しそうに飲む姿など、満足そうな笑顔が多く見ら
れました。
　大会を盛り上げていただきました選手の
皆さんをはじめ、ボランティアとして早朝
から準備や運営にご協力いただいた市内競
技団体の皆さん、地元豊田中学校の皆さん、
本当にありがとうございました。
　また、来年の大会も多くの皆さまの参加
をお待ちしております。
　第37回大会の入賞者は以下のとおりです。
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第37回長藤マラソン大会開催第37回長藤マラソン大会開催

磐田市体育協会 主催
教室参加者募集中 !!
磐田市体育協会 主催
教室参加者募集中 !! 「磐田市体育協会ホーム

ペ ー ジ」、「Facebook」
はこちらのQRコードより
ご覧ください。
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3km小学生女子の部
順位 記録 氏　　名
1 11:38 酒井　美緒 （浜松市）
2 11:52 中村　環菜 （磐田市）
3 12:12 内山　陽葉 （浜松市）
4 12:21 佐々木天花 （磐田市）
5 12:28 名倉　千尋 （磐田市）
6 12:33 鈴木　日菜 （浜松市）

3km小学生男子の部
順位 記録 氏　　名
1 10:48 渡邉　　充 （愛知県）
2 10:59 柘植　哲太 （浜松市）
3 11:03 柘植　源太 （浜松市）
4 11:10 鈴木　海登 （磐田市）
5 11:24 佐野　　嶺 （掛川市）
6 11:37 渡辺　　瞬 （磐田市）

5km女子中学生以上39歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 18:36 磯部　元美 （浜松市）
2 18:59 三崎　由唯 （浜松市）
3 19:21 蜂須賀來奈 （磐田市）
4 19:41 田中　夏綸 （浜松市）
5 19:54 蜂須賀夕來 （磐田市）
6 20:10 坂口　美里 （浜松市）

5km女子40歳以上59歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 20:45 川島　悦代 （浜松市）
2 21:51 寺田　喜美 （磐田市）
3 22:30 山中　悦代 （浜松市）
4 22:32 三浦　都子 （掛川市）
5 22:39 永田　千恵 （磐田市）
6 23:09 仲田　洋子 （浜松市）

5km男子中学生以上39歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 16:14 宍井　一滋 （静岡市）
2 16:44 本間　悠希 （浜松市）
3 16:58 柘植　貫太 （浜松市）
4 17:02 今田　稜真 （磐田市）
5 17:06 永田　稜翔 （磐田市）
6 17:13 丸野　裕介 （袋井市）

5km男子40歳以上59歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 16:28 赤堀　正隆 （浜松市）
2 17:07 高橋　俊明 （袋井市）
3 17:11 花園　　進 （浜松市）
4 17:22 生駒　裕一 （磐田市）
5 17:29 大石　佳孝 （浜松市）
6 17:32 岡野　陽平 （浜松市）

5km男女60歳以上の部 
順位 記録 氏　　名
1 18:30 青野　一也 （静岡市）
2 19:50 北澤　正孝 （磐田市）
3 20:11 植草　輝和 （焼津市）
4 21:02 花平　　諭 （浜松市）
5 21:16 上村　髙久 （浜松市）
6 21:33 高橋　俊光 （静岡市）

10km女子高校生以上39歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 38:37 中川　恵美 （浜松市）
2 41:36 鈴木沙恵里 （浜松市）
3 45:28 伊藤　梨奈 （浜松市）
4 52:45 大村　　暉 （浜松市）
5 53:54 山本　桃子 （浜松市）
6 54:22 八木　裕子 （磐田市）

10km女子40歳以上59歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 42:10 山岡　恵美 （磐田市）
2 43:42 峯田　里美 （浜松市）
3 45:06 藤田　紀子 （浜松市）
4 47:25 鈴木　節子 （磐田市）
5 48:15 村田　真弓 （磐田市）
6 49:01 長岡　壽代 （磐田市）

10km男子高校生以上39歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 33:44 山口　拓海 （愛知県）
2 33:56 田中　一平 （愛知県）
3 35:09 長谷川　翼 （浜松市）
4 35:19 泉地　平良 （浜松市）
5 35:36 荒瀬　健太 （浜松市）
6 35:42 内藤　龍仁 （浜松市）

10km男子40歳以上59歳以下の部 
順位 記録 氏　　名
1 33:33 石上　真吾 （藤枝市）
2 36:20 磯田　武明 （磐田市）
3 37:00 加藤　金市 （浜松市）
4 37:21 鈴木　勝浩 （浜松市）
5 37:26 藤井　博之 （浜松市）
6 37:26 DIAZ MARTINEZ PABLO （磐田市）

10km男女60歳以上の部 
順位 記録 氏　　名
1 40:43 萩原　一彦 （静岡市）
2 41:03 渥美　　昇 （愛知県）
3 41:08 飯田　道夫 （東京都）
4 41:38 永井　　恒 （浜松市）
5 41:58 大庭　稔博 （磐田市）
6 43:50 原田　正司 （磐田市）



平成30年
７月26日（木）～
７月29日（日）

磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
サッカーグラウンド・多目的グラウンド

竜洋スポーツ公園サッカー場

加盟団体紹介加盟団体紹介加盟団体紹介磐田卓球場ラリーナ・アーチェリー場が完成

ジュビロマラソン
　　エントリー開始
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アミューズ豊田

第14回 磐田市長杯

車椅子ツイン
バスケットボール大会

第14回 磐田市長杯

車椅子ツイン
バスケットボール大会

静岡県野球連盟福田支部
問い合わせ先　鈴木　090-4

110-8264

アマチュアスポーツとして軟式野球の普及振興を目的と
して設立された静岡県野球連盟に加盟し、各種大会の支
部予選や支部主催大会などを開催している。
現在の加盟チームは一般（社会人）6、少年部中学4、
少年部学童6の16チームである。

年間のおもな大会
一般（社会人）の部
　●東海五県軟式野球支部予選
　●東日本軟式野球福田予選（１部/２部）
　●高松宮賜杯軟式野球支部予選（１部/2部）
　●国民体育大会軟式野球競技支部予選
　●天皇賜杯軟式野球支部予選
　●県下都市対抗軟式野球支部予選
　●県連会長旗軟式野球支部予選
　●暁杯・支部長杯軟式野球大会

少年（中学）の部
　●全日本少年軟式野球支部予選
　●磐周地区中学新人軟式野球大会
　●クラブ交流中学野球福田大会

少年（学童）の部
　●しずぎんカップ軟式野球支部予選
　●高円宮賜杯全日本学童軟式野球支部予選
　●ＪＡ共済トーナメント支部予選
　●しずちゅう旗県学童支部予選
　●東海大学黒潮旗学童軟式野球支部予選
　●選抜少年野球福田大会
　●遠州若潮杯スーパージュニア少年野球大会
　●静ガス杯スーパージュニア支部予選

磐田卓球協会
問い合わせ先　中嶋　090-9

925-3471

　卓球は寿命の長いスポーツです。老いも若きも、男
女を問わず楽しむことが出来ます。磐田で育ったオリ
ンピック選手　水谷隼選手・伊藤美誠選手もここ、か
ぶと塚体育館で高校生・大人達に交じって多くの試合
に参加し、素晴らしい成績を収められました。
　本年度　卓球協会主催・主管の大会は10試合を計
画しています。磐田卓球協会のホームページに申込方
法等を掲載しておりますので、ご利用ください。
　また、初心者を中心にかぶと塚体育館にて市民卓球
教室を開いております。将来は、磐田卓球場ラリーナ
で上級者の育成等ができないか、ここ数年を要して模
索したいと考えています。
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日　時

平成30年
７月26日（木）～
７月29日（日）

平成30年
７月26日（木）～
７月29日（日）

会　場 
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
サッカーグラウンド・多目的グラウンド

竜洋スポーツ公園サッカー場

磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
サッカーグラウンド・多目的グラウンド

竜洋スポーツ公園サッカー場

　平成30年４月、磐田卓球場ラリーナとアーチェリー場がかぶと塚公園内
にオープンしました。磐田卓球場には、卓球台12台が一列に常設され、エ
ントランスにはリオオリンピックメダリストの水谷隼選手と伊藤美誠選手

をたたえる展示コーナーを設置。両選手
のラケットやシューズ などが展示され
ています。アーチェリー場には8つの的
が並びナイター照明も整備され、夜間の
プレーも可能となっています。
※磐田市ホームページをご覧ください。

加盟団体紹介磐田卓球場ラリーナ・アーチェリー場が完成磐田卓球場ラリーナ・アーチェリー場が完成

ジュビロマラソン
　　エントリー開始
ジュビロマラソン
　　エントリー開始

　５月30日（水）、平成29年度磐田市体育協会表彰式と平成30年度磐田市体育協会定
期総会を、磐田市文化振興センターで開催いたしました。
　表彰式にて、優秀選手賞を、磐田市ボディービル･フィットネス連盟推薦の寺田万寿夫さ
ん、磐田市水泳協会推薦の植屋日志さんが受賞されました。また、奨励賞を、磐田市ラグ
ビーフットボール協会推薦の磐田タグラグビークラブEARTHが受賞されております。
　総会では、平成29年度の事業・決算報告と、平成30年度の事業計画・予算が審議され、可決されました。

定期総会開催定期総会開催定期総会開催

2018  磐田U-12
国際サッカー大会
2018  磐田U-12
国際サッカー大会
2018  磐田U-12
国際サッカー大会

日　時
平成30年

８月19日（日）
平成30年

８月19日（日）

会　場 
アミューズ豊田アミューズ豊田

第14回 磐田市長杯

車椅子ツイン
バスケットボール大会

第14回 磐田市長杯

車椅子ツイン
バスケットボール大会

第14回 磐田市長杯

車椅子ツイン
バスケットボール大会

磐田市　磐田アーチェリー場磐田市　磐田卓球場 または
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「第21回ジュビロ磐田メモリアルマラソン」の参加申込が始まりました。今大会は参加賞の種類が増え
ました。TシャツのサイズにXSが加わり、選択肢の中に磐田銘菓つめあわせが新たに追加されております。
また、本紙に新しくQRコードを掲載しました。読み込んでいただくと、当会のホームページや
Facebookがご覧いただけます。ぜひお試しください。

事務局
　　より

【TISスペースヨガ　会場：磐田市総合体育館 】
月3回火曜日（第2火曜日休み）　19：00～ 19：45　定員15名　1ヶ月3,000円（税込）
ヨガマット、運動が出来る服装、タオル、飲み物　　
【テニス教室　会場：東大久保テニスコート】
月3回火曜日（第2火曜日休み）　10：00～ 11：30　定員30名　1ヶ月2,400円（税込）
硬式ラケット（お持ちでない方はご相談ください）、運動靴、タオル、飲み物
【ジュニアスポーツ教室　会場：磐田市総合体育館】
第2・4木曜日　16：00～ 17：00　定員15名　1ヶ月1,000円（税込）
運動が出来る服装、室内シューズ、飲み物、タオル　対象 1年生
★問い合わせ→磐田市総合体育館　☎0538-32-4236
☆申し込み→磐田市総合体育館　窓口に受講料を添えてお申し込みください。

【リラックスヨガ教室①昼間②夜間　会場：スポーツ交流の里　ゆめりあ】
①金曜日　全10回　14：00～ 15：30　1期8,000円（税込）　定員15名
②水曜日　全10回　19：00～ 20：30　1期8,000円（税込）　定員15名
ヨガマット、運動が出来る服装、タオル、飲み物
【親子リトミック教室　会場：スポーツ交流の里　ゆめりあ】
第２・４水曜日　14：30～ 15：30　親子10組　1ヶ月2,000円（税込）
7月から14：45～15：45
動きやすい服装、室内シューズ、タオル、飲み物
★問い合わせ→スポーツ交流の里　ゆめりあ　☎0538-38-4150
☆申し込み→スポーツ交流の里　ゆめりあ窓口に受講料を添えてお申し込みください。

【豊岡ジュニアスポーツ①年中・年長②小1～ 4年生　会場：豊岡体育館】
①月3回火曜日（第2火曜日休み）15：30～ 16：20　1ヶ月3,000円（税込）定員20名
②月3回火曜日（第2火曜日休み）16：30～ 17：30　1ヶ月3,000円（税込）定員20名
運動が出来る服装、室内シューズ、タオル、飲み物
【アフター５スポーツ　会場：豊岡体育館】
月3回火曜日（第2火曜日休み）　18：45～ 19：30　1ヶ月3,600円（税込）
定員20名　動きやすい服装、室内シューズ、タオル、飲み物
★問い合わせ→豊岡体育館　☎0539-63-0036
☆申し込み→豊岡体育館　窓口に受講料を添えてお申し込みください。

第37回長藤マラソン大会開催

磐田市体育協会 主催
教室参加者募集中 !!
磐田市体育協会 主催
教室参加者募集中 !!
磐田市体育協会 主催
教室参加者募集中 !!
～新しいことに挑戦しよう～

体協HP
QRコード

いわたいいいいいいいいいいいいいいいわわわわわわわわわたわたわわたわたわたたたたたたたたたわた

★星空ヨガ　8月開催予定★★星空ヨガ　8月開催予定★★星空ヨガ　8月開催予定★★星空ヨガ　8月開催予定★
7月初めには詳細をHPに載せるので、参加される方は随時チェック！7月初めには詳細をHPに載せるので、参加される方は随時チェック！7月初めには詳細をHPに載せるので、参加される方は随時チェック！


