
S P O R TS  IW A TA 2008年2月1日発行
■編集・発行� NPO法人磐田市体育協会　広報委員会
� 磐田支部・福田支部・竜洋支部・豊田支部・豊岡支部

6 号

記事
1　第10回　ジュビロ磐田メモリアルマラソン
2　第 2 回　いかまい磐田100キロウォーク2007
3　第 8 回　静岡県市町村対抗駅伝競走大会

informationインフォメーション NPO法人 磐田市体育協会臨時総会



3Ｋm　女子　小学生
天野　圭望� 袋井市� 0:12:03

3Ｋm　男子　小学生
土屋　裕葵� 袋井市� 0:10:56

5Ｋm　女子　中学生
石田　凪帆� 浜松市� 0:18:07

5Ｋm　男子　中学生
高橋　　広� 袋井市� 0:16:06

5Ｋm　一般　女子
長谷川美咲� 愛知県� 0:18:46

5Ｋm　一般　男子
石上　真吾� 藤枝市� 0:15:51

10Ｋm　女子　16～39歳
河合さおり� 浜松市� 0:36:56

10Ｋm　女子　40歳以上
中田　弘美� 浜松市� 0:39:07

10Ｋm　男子　16～29歳
中川　　学� 浜松市� 0:31:18

10Ｋm　男子　30～39歳
岩本　晃典� 浜松市� 0:32:01

10Ｋm　男子　40～49歳
中倉　　伸� 浜松市� 0:35:06

10Ｋm　男子　50～59歳
宮野　誠吾� 浜松市� 0:35:32

10Ｋm　男子　60～69歳
坪根　健夫� 静岡市� 0:38:50

10Ｋm　男子　70歳以上
神林　昭雄� 神奈川県� 0:43:01

ハーフ　女子　16～29歳
石田　裕子� 岐阜県�  1:22:13

ハーフ　女子　40歳以上
大場　稔子� 焼津市�  1:33:50

ハーフ　男子　16～29歳
鈴木　健司� 袋井市�  1:11:55

ハーフ　男子　30～39歳
馬渕　直也� 岐阜県�  1:11:26

ハーフ　男子　40～49歳
山本　康夫� 島田市�  1:15:41

ハーフ　男子　50歳以上
佐野　武男� 富士市�  1:20:18

部門別優勝者部門別優勝者部門別優勝者

　第10回ジュビロ磐田メモリアルマラソンが11月12日（日）磐田スポーツ交流の里ゆめりあで開催されました。早朝の雨も上が

り絶好のマラソン日和に恵まれ、ハーフマラソン、10KM、5KM、3KMの各種目に合わせて4,300名を超えるランナーがエントリー

して磐田原台地を駆け抜けました。

　第10回記念大会として行われた今大会にはジュビロ磐田の全選手、ジャパンラグビートップリーグのヤマハ発動機ジュビロ

の選手も応援に駆けつけ様々な場面で参加者と触れ合い楽しい１日を過ごしました。スターターとして中山雅史選手、川口能活

選手らの合図で一斉にスタート、若手選手に混じり中山選手は5KMを市民ランナーと共に完走して大会を盛り上げました。ゴー

ル付近のステージでは、10周年記念にふさわしい多彩なイベントが繰り広げられ最後にもち投げが行われ大会を締めくくりま

第10回第10回第10回



　また、今年の第10回ジュビロ磐田メモリアルマラソンでは、マラソンと並行して10周年のイベントが会場のゆめりあにて行わ
れました。
　豊岡Jr.マーチングバンドや磐田市出身のロックデュオ「電気キャンディ」が元気にスタートを飾り、会場の「ゆめりあ」は、走り
終わったランナーたちとともに、一気にボルテージが高まりました。その後もジュビロ磐田中山雅史選手とラグビーヤマハ発動
機ジュビロ村田亙選手のトークショーセッション、県警音楽隊のすばらしい演奏と、会場は大盛り上がりでした。
　イベントの最後には、遠州名物ともいえる「餅投げ」をジュビロの選手たちが行い、10周年『ジュビロ磐田メモリアルマラソン』
は大盛況でフィナーレを迎えました。
　今大会も、大藤、向笠、岩田地区をはじめとした近隣住民の皆様方、ボランティアで参加してくださった皆様方等々、多くの方々
のご協力により無事終了することができました。
　地域密着のマラソン大会として、これからもジュビロ磐田メモリアルマラソンをよろしくおねがいいたします！！

もち投げ 静岡県警音楽隊

電気キャンディーのライブ 中山選手（ジュビロ磐田）と
村田選手（ヤマハ発動機ジュビロ）のトークショー

豊岡Jr.マーチングバンド  よさこい踊り



　9月23日（日）磐田市福田地区農村環境改善センターをスタート、ゴールとする「ふ
くてくウォーク」が開催されました。早朝から市内外のウォーキング愛好者約300名
が受付を済ませ、ほどほどコースの7ＫＭ、がんばるぞコースの11ＫＭ、いかまいコー
スの20ＫＭ、磐田観光ボランティアガイドの皆様の御協力による「観光ガイドコース」
に、それぞれ挑戦してスタートしました。福田地区を見て、知って、感じてもらうコー
ス設定がされ6箇所のチェックポイントが設けられました。コースマップには通過し
た時点でチェックポイントの絵柄スタンプが押され記念にもなります。
　また遠州灘豊浜海岸では磐田市長杯サーフイン大会が開催され、サーフィンボード
に乗っての見事な技を見ながら昼食を取る参加者もいて一時の休息をとることがで
きたようです。
　まだまだ厳しい残暑の中でしたが全員がゴールしました。ゴール地点では磐田食品
推進協議会の皆さんによる抹茶入りのわらび餅が調理され参加者に振舞われました。

受付・スタート　豊岡総合センター

　11月25日（日）磐田市豊田地区を巡る「第2回　いかまい磐田100キロウオーク　
熊野の里ウオーク」が開催されました。
　快晴に恵まれ、スタート地点のアミューズ豊田には早朝から多くの市内外のウオー
カーが訪れ受付後、ちょうど見ごろの紅葉風景を背景に出発しました。コースは、ほど
ほどコースの7ＫＭ、がんばるぞコースの13ＫＭ、いかまいコースの20ＫＭが設定さ
れ思い思いの距離にチャレンジして1日を満喫しました。コースにはスタンプチェッ
クポイントが設けられ、熊野の長フジで有名な行興寺、10月の秋祭りで賑わった郷社
　若宮八幡宮、香りのテーマパークで様々な体験もできる香りの博物館など6箇所で
中学生スタッフが元気にウオーカーを迎え、マップにスタンプを押して触れ合いに一
役買いました。
　コースの名所、旧跡には地元小中学生が地域を勉強し、ボランティアで観光ガイド
も行われ、立ち止まって聞き入る姿も多く見られ、磐田の新しい再発見も出来ました。
この100キロウォークは年間を通じて5回設定され今回で4回が終了しました。
　各大会20ＫＭコースが設定されているため5回を完歩すると100ＫＭになります。
年間で100ＫＭを目指して挑戦しているウオーカーや、楽しみながらゆっくり歩く参
加者など市民の健康増進にも役立っています。　
　この大会は地元中学生、小学生、市民ボランティの皆さんにより支えられています。
ご協力ありがとうございました。
　最終回の第5回ウォーキングは平成20年2月24日（日）磐田市豊岡地区を舞台に開
催されます。多くの参加者をお待ちしています。

ふくてくウォーク開催される

熊野の里ウォーク「紅葉の見ごろ」の豊田地区で開催される



　12月20日（木）豊田地区アミューズ豊田　ゆやホールに体協役員、

社員、加盟団体関係者などが出席して臨時総会が開催されました。

　会長挨拶のあと議事に移り、平成20年度・21年度の役員改選案、

定款の改定、組織規定の改定などが議案として提出され原案通り決

定されました。会長、副会長、理事長は再選され今後も体育協会の舵

取りを担うこととなり、体育協会の更なる発展が期待されます。ま

た5支部組織が廃止され地区としての体協の組織スリム化が進みま

した。

　磐田市指定管理者制度導入に関して報告があり、現状の施設管理

　12月1日（土）静岡市内で開催された「第8回静岡県市町村対抗駅伝競走大会」に合併後初めて統合1チームで参加した磐
田市は過去7回の記録を大幅に上回る2時間20分18秒で、見事市の部第9位入賞を果たしました。（参加46チーム、市の部
27チーム、町の部19チーム）大会は静岡県庁前を10：00スタート、清水区清見潟公園を折り返し、県営草薙陸上競技場を
ゴールとする42，195KM（11区間）で争われました。天候にも恵まれ各チームの強豪ランナーがひしめく中、スタートの
第1区では7位と好位置をキープ。今大会から新設された小学生女子区間でも安定した走りで、たすきがつながりその後も
粘り強い走りで、最終区まで練習の成果を十分発揮する快走をみせ、ゴール手前では入賞を確実にする第9位を確保してゴー
ルしました。
　チームのスタッフ、選手が一丸となって長期間にわたる練習の成果が結果として現れたものと確信します。また多くの
磐田市民が沿道、草薙陸上競技場のスタンドから声援を送りました。
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磐田市チーム大健闘！！磐田市チーム大健闘！！磐田市チーム大健闘！！

第8回　静岡県市町村対抗駅伝競争大会　磐田市チーム　選手団
磐田市チーム　　ゼッケンＮＯ.23 
監　督　　佐川　正治
コーチ　　雪島　省五
選　手　　粟倉　　健太　　田原小学校　　6年　　
　　　　　朝比奈　孝佳　　竜洋西小学校　6年　　
　　　　　伊藤　　沙也加　豊岡南小学校　6年　　
　　　　　太田　　百香　　竜洋北小学校　6年　　
　　　　　石橋　　輝久　　竜洋中学校　　2年　　
　　　　　高橋　　衛　　　竜洋中学校　　3年　　
　　　　　赤堀　　結衣　　城山中学校　　1年　　
　　　　　神谷　　琴美　　城山中学校　　3年　　
　　　　　安間　　光里　　城山中学校　　3年　　
　　　　　杉浦　　直　　　浜松日体高校　2年　　

　　　　　熊岡　　寛訓　　磐田西高校　　2年　　
　　　　　村田　　京介　　磐田農業高校　3年　　
　　　　　内山　　詩織　　磐田西高校　　2年　　
　　　　　中村　　真悠子　磐田北高校　　2年　　
　　　　　三谷　　裕淑　　東京農大　　　3年
　　　　　深谷　　浩史　　東京農大　　　4年　　
　　　　　中山　　あや　　福島大　　　　1年　　
　　　　　早津　　佳映　　スズキ�　　　　　　　
　　　　　西山　　忍　　　ホンダ浜松�　　　　　
　　　　　鈴木　　博　　　ＮＴＮ�
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第3回 磐田市長杯争奪 車椅子ツインバスケットボール大会 開催される
　3回目を迎えた車椅子ツインバスケットボール大会が、8月26日（日）豊田地区アミューズ豊
田メインアリーナで開催されました。大会には6チームが参加し、トーナメントで磐田市長杯
を目指しました。通常のバスケットボールとの大きな違いは、低いバスケットを使用してより
重度のプレイヤーの参加を可能にした点です。チーム間での平均化を図るため選手の運動能
力に応じて個人持ち点を設定して、試合に出場する5人の選手の合計持ち点に上限を設けてい
ます。試合は10分ピリオドを4回行い合計得点で競います。車椅子がぶつかり合う激しいプレー
も随所に見られ、見ごたえのある試合が展開されました。優勝は連覇を狙った千葉ピーナッツ

（千葉県）が準決勝で敗れる波乱もあり、結局キャロッツ（兵庫県）が京都サンクロウズ（京都府）
を破り優勝しました。多くの地元高校生、中学生、専門学校生が大会運営協力し大会を盛り上
げました。
参加チームは以下の通りです。
千葉ピーナッツ（千葉県）、三河ジャガーズ（愛知県）、キャロッツ（兵庫県）、ウォリアーズ（東京

第3回 スポーツ指導者養成講座開催される
　ヤマハ発動機�ラグビー部トレーナーの明石渡海男氏を招き、実技を交えたセルフコンディ
ショニングについて講義していただきました。
　運動中は思わぬ怪我、事故も多く、その予防や処置についての知識不足が大事に至ることが
多いので基礎知識を学び現場での実践に役立てばと思います。患部を冷やすことは非常に大
事なことですが、冷やしすぎると凍傷になるなど注意することも多く、アイシングなどに関し
ては質問もあり、参加者が真剣に聞き入っていました。明石氏は「ストレッチングも十分に体
を暖める役割があります。指導する場合はゆっくり、時間を掛けて指導してほしい」と訴えて
いました。実技も分かりやすく、指導者側に立っての説明で楽しく講義を受けることができま

体力の限界に挑戦 第16回 サンライズイワタＩＮ磐田大会2007 開催される
　9月30日（日）小雨の降り続く中　磐田市竜洋海洋公園内をコースとするトライアスロン「第
16回サンライズイワタＩＮ磐田大会」が開催されました。大会はＡタイプ（スイム2ＫＭ、バイ
ク70ＫＭ、ラン20ＫＭ）Ｂ、Ｒタイプ（スイム1ＫＭ、バイク37ＫＭ、ラン10ＫＭ）にそれぞれ
Ａタイプ109選手、Ｂタイプ97選手、Ｒタイプ10チーム30選手が参加、日頃の練習の成果を
発揮して体力の限界に挑戦しました。参加者の中には70歳を越える選手も見られ元気に完走
していました。また障害を持つ選手も参加して健常者に混じって大健闘する姿には感動しま
した。　気温も低く条件が悪いコンデションの中でフィニッシュする選手からは元気をもら
うことができました。　また多くの市内中学生がボランティアで大会運営に参加して大会を

磐田市柔道教室開催される
　今年度2回目の柔道教室が、10月27日（土）福田屋内スポーツセンターで行われました。市
内の幼稚園児から大学生まで140人が汗を流しました。今回は県内屈指の強豪校、静岡産業大
学の柔道部員が特別参加して指導を行いました。参加者は積極的に胸を借りて打ち込みや立
ち技、寝技の乱取りの練習に励みました。

第3回　いわたスポレクフェスティバル開催される
　快晴に恵まれた10月28日（日）「第3回いわたスポレクフェスティバル」が総合体育館、陸上
競技場で多くの市民を集めて開催されました。みんなの交流エリア（豆つまみ皿うつし、フリ
フリ30秒、洗面器お手玉投げ、キャッチング、ザステイック、ペタンク、グリーンボール）ニュー
スポーツ体験エリア（キンボール、フロート、カローリング、ペタボード、アキュラシー、デイス
ゲッター9、バルバレー、フアミリーバトミントン、）ジュビロホームタウンエリア（テイーボー
ル体験コーナー、ラグビーボールで遊ぼう）など3つのエリアに別れ、それぞれの楽しいゲーム、
体験を行いました。皆が遊びながら楽しく運動が出来るよう工夫され、会場内からは子供たち
の大きな歓声があちこちから聞こえてきました。家族連れも多く楽しい１日を過ごしました。

360人のスポーツ少年団　児童　運動適性テストに挑戦
　スポーツ少年団に所属の児童が総合体育館で行われた運動適性テストに挑戦しました。日
頃から鍛えている児童たちの運動能力を確認することが目的毎年恒例の行事です。今回は市
内14のスポーツ少年団が参加し保護者、指導者の協力で実施されました。種目は、立幅跳び、
上体起こし、時間往復走、腕立て伏せ、5分間走の5種目です。小学校１年生は初めての体験で
すが、2年生以上は昨年より少しでも記録を上回るよう頑張る様子が見受けられました。年齢、
男女により得点基準が設定され合計点により1級2級3級と決定されます。個人差はあるもの
の昨年より上回った児童が多く指導者も日頃の練習に役立つ資料として効果がある有意義な
ものとなりました。



第7回　全国障害者スポーツ大会
「秋田わか杉大会」参加選手 第62回　国民体育大会・わか杉国体参加選手

氏名� 所属� 競技 氏名� 所属� 競技 氏名� 所属� 競技

2007年度　スポーツ教室磐田市総合体育館 2007年度　スポーツ教室

中村　太一�ＮＴＮ�� 陸上

小杉麻有佳�袋井養護学校� 陸上

永井さやか�日清医療食品磐田営業所�水泳

長濱　一徳�袋井養護学校� 水泳

小澤　直記�丸八真綿磐田工場� ボウリング

本多　伸行�� サッカー

安達　梨恵�ヤマハ発動機�� バレー

赤堀　美里�ヤマハ発動機�� バレー

武内　晴香�ヤマハ発動機�� バレー

佐藤　美輪�� バレー

向達　幸枝�� バレー

大城　彩貴�浜松商業高� 陸上

尾上　裕香�磐田農業高� 陸上

清水　佑亮�磐田農業高� 水泳

福田　　隼�磐田農業高� 水泳

荻田　遼介�磐田農業高� 水泳

中内　美奈�磐田農業高� 水泳

大石佳世子�磐田農業高� 水泳

鈴木　貴也�磐田東高� サッカー

大杉　崇仁�磐田東高� サッカー

橋本　克明�二  俣  高� ボート

中本　絵理�ヤマハ発動機�� バレー

片桐由美子�ヤマハ発動機�� バレー

杉山　春菜�静岡産業大学� 体操

佐藤　実穂�静岡産業大学� 体操

土井　優奈�静岡市立商業高� 体操

市川　和典�ヤマハ発動機�� セーリング

溝上雄一郎�浜松ホトニクス�� ソフトテニス

永井　明慶�磐田南高講師� 相撲

川島　靖史�豊岡中講師� 柔道

鷲山　卓也�掛川工業高� 弓道

森田ビニシウス陽�東海大翔洋高� ラグビー

岩代　勇毅�ﾔﾏﾊ発動機�� 山岳

 ☆第3期☆　ダンベル教室�
日　時：11月21日（水）～H20年3月26（水）
※毎週水曜日≪全15回≫�
午前10:00～11:30�
定    員：100名�
場　 所：総合体育館　大体育場�
参加費：4,200円（消費税・保険料込み）

対    象：健康な方ならどなたでも参加OK
内　容：健康維持の為のエアロビクスを行

います。

 ☆第3期☆　エアロビクス教室�
日　時：11月22日（木）～H20年 3月27（木）

※毎週木曜日≪全15回≫�
午前10:00～11:30　�

定　員：100名�
場　 所：総合体育館　大体育場�
参加費：4,200円（消費税・保険料込み）

対　象：健康な方ならどなたでも参加OK�
内　容：健康維持の為のダンベル体操を

行います。�

 

☆第3期☆　ヨーガ教室�
【月曜午前コース】�
日　時：11月26日(月)～H20年3月24日（月）

※毎週月曜日≪全16回≫�
午前10:00～11:30�

【木曜午後コース】�
日　時：11月29日（木）～H20年3月27日（木）

※毎週木曜日≪全16回≫�
午後14:00～15:30��

【金曜午前コース】�
日　時：11月30日（金）～H20年3月28日（金）

※毎週金曜日≪全16回≫�
午前10:00～11:30�

定　員：各30名�
場　所：総合体育館　会議室　他�
参加費：11,000円（消費税・保険料込み）�
☆1ヶ月（4回 3,150円）申込みもあります。
対　象：健康な方ならどなたでも参加OK�
内　容：ゆったりとしたヨーガを行います�

 ☆第3期☆　さわやか リズム体操クラブ
日　時：12月4日（火）～H20年 3月18日（火）

※第1・3火曜日≪全8回≫
午前10:00～11:30�

定　員：20名�
場　所：総合体育館　武道場�
参加費：3,150円（消費税・保険料込み）�
対　象：60歳以上の健康な男女 �

内　容：いろいろな道具を使い、
音楽に合わせてリズミカルに身体
を動かします。

☆第3期☆　ジュニア スポーツ教室�
【小学校1・2年生コース】�
日　時：12月6日（木）～H20年3月20日（木）

※第1･3木曜日≪全8回≫�
午後16:00～17:30

【小学校3～5年生コース】�
日　時：12月4日（火）～H20年 3月18日（火）

※第1･3火曜日≪全8回≫�
午後17:00～18:30�

定　員：各10名�
場　所：総合体育館武道場・陸上競技場�
参加費：3,150円（消費税・保険料込み）

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。�

 ☆第3期☆　親子フィットネス教室
�日　時：12月8日（土）～H20年 3月22日（土）

※第2・4土曜日≪全8回≫�
午前10:00～11:30�

定　員：10組�
場　所：総合体育館　武道場�
参加費：3,150円(消費税・保険料込み)�
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：音や道具を使って親子で
楽しく身体を動かします。�

各教室1日体験（無料）を随時受け付けしています。
日程等のお問い合わせ予約は総合体育館までご連絡ください。

磐田市総合体育館　10538-32-4236



「いわたスポーツフォーラム～スポーツボランティアを考える～」
日　程� 平成20年2月23日（土）　13：30開場　14：00開会　16：00閉会予定

開　場� 竜洋なぎの木会館　いさだホール

主　催� 磐田市　協力　スポーツのまちづくり磐田ボランティアクラブ

内　容� 1.スポーツのまちづくりに向けた取り組みの紹介

� 2.基調講演� 「マラソンとスポーツボランティア」

� 　講　　師� 二宮　雅也（にのみや・まさや）

� � 上智大学講師、日本スポーツボランティアアソシエーション理事

� 3.事例紹介　全日本高校女子サッカー大会　ボランティア活動

� � ジュビロ磐田メモリアルマラソン　他

開催
予告
開催
予告

指定管理者制度へのとりくみ指定管理者制度へのとりくみ

　特定非営利活動法人磐田市体育協会は、磐田市が平成20年度から導入する「指定管理者制度」に備え、これ
まで準備を進めてきました。
　10月には、選定のための書類選考およびプレゼンテーションでの企画発表を行い、平成20年4月より、以下
の施設の指定管理者として改めて出発します。

　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4施設

　福田屋内スポーツセンター外13施設は、磐田カルチャースイミングセンター�とグループ契約し、共同で
管理します。
　これまで、磐田市総合体育館を中心に施設を管理し、また健康増進事業を展開してきたノウハウを活かし、
これまで以上の市民サービスを提供できるよう、職員一同気持ちを入れ替えて、4月からスタートしたいと考
えています。
　施設利用や健康増進事業に対し、ご意見やご要望がございましたら、それぞれの施設にどんどんお申し付け
ください。これからも、積極的に市民の皆様のご意見やご要望を取り入れ、よりよいサービスが提供できるよ
うに努めさせていだきます。
磐田市民の皆様、どうぞ宜しくお願いいたします。

磐田市体育協会 磐田市指定管理者として選出される

賛助金ありがとうございました賛助金ありがとうございました 詳しくはNPO法人磐田市体育協会
ホームページをご覧下さい

　第10回を記念して「ジュビロ磐田メモリアルマラソン」のホー
ムページを開設しました。
　参加選手の記録、イベント、スナップ写真、など大会を盛り上
げていただいた参加者の皆さんの思い出のページです。
　また過去の大会の懐かしい記録なども掲載しています。
是非ご覧ください。

ジュビロ磐田メモリアルマラソン
実行委員会事務局HP

http://www.jubilo-marathon.com

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が完成しました。
すでに30,000件以上のアクセスを頂きありがとうございます。
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分かりやすい内容で今後も取り
組んでいきます。
是非一度ご覧ください。
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