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御殿ソフトクラブ

磐田市体育協会最大のイベントである「ジュビロ磐田メモリアルマラソン」が終了しました。
ご参加いただいた皆様、ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。

事務局
　　より

第20回記念静岡県市町対抗駅伝競走大会開催

「いわたスポレク健康フェスティバル」開催される
　令和 元 年１０月１４日（月・祝）、いわたスポレク健康フェス
ティバルが開催されました。会場のかぶと塚公園には、親子連れ
を中心に2,200名余りの市民が集い、体力テストやボッチャ、ア
キュラシーなどのニュースポーツ、ふりふり３０秒や剣道・弓道
教室などで楽しみました。「スポレク」とは、スポーツ・レクリエー
ションを略したもので、遊びながら楽しい運動をしようと毎年体
育の日に開催されています。
　台風通過後で天候が心配されましたが、みなさんのスポーツに
対する関心は高く、５０ｍ走やストラックアウトなどには長い行
列ができるほどの盛況ぶりでした。
　大人数の「おにごっこ」では、逃げ足が速く捕まえられない鬼
が先にバテバテになるなど、これも体力の向上？を思わせる光景
が見られました。
　また、「逆上がりチャレンジ」では、スイスイ蹴り上がる子供
さんを横目に、「こんなはずでは」と嘆くお父さんの姿も見られ
ました。
　今回も「ボランティア講座」として参加してくれた中学生が大
活躍。競技者の名前と記録の照合に戸惑いながらも、
一人のスタッフとして精一杯の力を発揮して頑張っ
てくれました。
　参加されたみなさま、この体験をスポーツに親し
むきっかけとしていただき、健康増進に励まれ、ま
た来年のスポレクで記録が伸びることを期待してお
ります。
　みなさま、お疲れさまでした。　ありがとうござ
いました。

　11月30日(土)静岡市内にて、
第20回記念静岡県市町対抗駅伝
競走大会が開催されました。磐田
市は2時間16分16秒で、市の部
第9位でした。13年連続の入賞
です。
　また、小学生1500ｍでは、男
子の宮本大輔選手が4分49秒02
という記録で1位となり、女子の
小林桜空選手は5分24秒99で5
位となりました。両選手とも、自
己記録を更新しての順位でした。
　6月から週3回の練習を始め、
4回の選考記録会を経て選手が決
まりました。磐田市チーム全員が
力を発揮して、頑張ってくれまし
た。監督、コーチ、選手の皆さま
お疲れさまでした。そして、応援
をしてくださった皆さまありがと
うございました。

S P O R T S  I W A T A

磐田市　
バウンドテニス協会

磐田市
ソフトボール協会

バウンドテニスは、いつでも！どこでも！だれでも！
をキャッチフレーズとし、生涯スポーツとして常に普及活動に励み大勢の仲間づくりをして楽しんで
いただけると共に、競技スポーツとしても活躍していただければと思います。
● 加盟人数　100名　● 代表者　松浦利治　● 創立年　昭和６１年　● 加盟クラブ数　7チーム

磐田市ソフトボール協会は創立44年を迎えました、先輩諸氏の努力を引き継ぎ日々報
いるよう努力をしています、今年度協会登録人数は1000名程です　今年度は県大会
を2大会開催致しました　協会大会はクラス別に総当たり戦で行っています、一般男
子県大会は親和会が準優勝東海大会へ　令和1年度西部地区中学生女子新人大会は磐
田市立城山中学校が県大会に出場しました。協会内大会で全チーム総当たり大会で御
殿ソフトクラブがBクラスで優勝創立以来の快挙でした今後も楽しく健康維持に取り
組んで行きたいと思っています、参加してみませんか。

各クラブ週1回～ 3回位の練習で技術向上と親睦を深めています。会員は男女を問わず幅広く楽しんでいます。
（１０代～７０代）
近年では、ジュニアの育成を全国的に広めるように通達が来て、向笠クラブにて５名のジュニアが練習に励んで
います。（興味のある方は連絡ください）

クラブの紹介
クラブ名

磐田クラブ

ひまわり

ジョイ

ドリーム磐田

SAKURA

NICE　IWATA

向笠クラブ

人数

23

19

9
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10

7

25

1

2

3

4

5

6

7

代表者名

小澤ハル子

谷崎仁博

長谷川貞恒

松下美津子

松浦利治

金原久代

石田充

連　絡　先

磐田市元天神町1907-308

磐田市富士見町2-15-5

浜松市南区三和町278-5

磐田市野箱71-2

磐田市西貝塚1994-5

磐田市富士見町3-13-2

磐田市向笠新屋740-32

電話番号

090-6076-0145

080-9720-4649

090-4183-0777

090-3380-5977

090-1747-2831

090-4469-6191

080-5130-1574
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「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。

●編集・発行　ＮＰＯ法人磐田市体育協会 広報委員会
●問い合わせ先　ＮＰＯ法人磐田市体育協会 　TEL 0538-33-3443　http://www.iwata-taikyo.com

第39号2019年12月15日発行
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

監督 所属
松本寿夫 磐田第一中学校

チーフコーチ 所属
平野恭利 磐田市役所

区間 選手 所属 記録
第1区【中学生・高校生女子(3.673km)】 澤木　はな 常葉菊川高3年 11'55"
第2区【小学生男子(1.903km)】 垂水　晴斗 豊岡南小6年 6'00" 
第3区【小学生女子(1.715km)】 松井　彩夏 豊田東小6年 6'10"
第4区【中学生・高校生女子(3.549km)】 鈴木　優花 磐田南高1年 12'00"
第5区【高校生男子(6.336km)】 山内　亮威 浜松日体高3年 21'00" 
第6区【40歳以上(4.430km)】 鈴木　清志 浜松ホトニクス株式会社 12'34"
第7区【中学生男子(3.564km)】 永田　稜翔 神明中3年 11'30"
第8区【中学生女子(3.020km)】 蜂須賀來奈 城山中2年 10'50"
第9区【小学生男女不問(1.619km)】 正木　生織 豊田東小6年 5'25"
第10区【一般女子(3.051km)】 太田　明里 東洋大3年 10'33"
第11区【中学生・高校生男子(4.310km)】 鈴木　創太 浜松日体高2年 13'13"
第12区【一般男子(5.025km)】 杉浦　直 磐田市陸上競技協会 15'06"
1500m 宮本　大輔 磐田北小6年 4'49"02
1500m 小林　桜空 長野小5年 5'24"99

蜂須賀夕來 城山中2年
永井　克樹 竜洋中3年
川井唯吏奈 磐田南高2年
平野　英大 浜松商業高3年
鈴木　麗鈴 常葉大短大2年
熊岡　寛訓 NTN株式会社
染葉　司 ヤマハ発動機株式会社

第20回静岡市町駅伝競走大会磐田市チーム
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ご協力ありがとう
　　 ございました。
【主　催】 NPO法人磐田市体育協会
【共　催】 ㈱ジュビロ、（公社）日本プロサッカーリーグ、

磐田市、磐田市教育委員会、静岡新聞社・静岡
放送

【主　管】 ジュビロ磐田メモリアルマラソン実行委員会
【後　援】 （一社）日本プロサッカー選手会、磐田商工会議所、

磐田市商工会、（一社）磐田青年会議所、磐田市
観光協会（順不同）

【協　賛】 ヤマハ発動機㈱、浜松いわた信用金庫、キンパ
ラ㈱、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱、
いわた茶振興協議会、遠州中央農業協同組合、
静岡県温室農業協同組合磐田支所、㈱杏林堂薬
局、㈱明治、ラトリエ・ドゥ・マリエ、西静岡
ヤクルト販売㈱、浜名梱包輸送㈱、㈲大橋商事、
ららぽーと磐田、スポーツデポプレ葉ウォーク
浜北店、㈱ニューハレックス（順不同）

【協　力】 磐田警察署、磐田市消防署、磐田市自治会連合会、
磐田市立総合病院、磐田市消防団、磐田市医師会、
静岡県西部地域局、静岡県袋井土木事務所、JR
東海磐田駅、遠州鉄道㈱、磐田市PTA連絡協議会、
磐田市スポーツ推進委員会、ジュビロ磐田ホーム
タウン推進協議会、磐田市写真連盟、静岡産業大
学、磐田地区労働者福祉協議会、若者いわたネッ
トワーク、みんなで軽トラ市いわた☆駅前楽市、
日本ボーイスカウト磐田地区、みんなでうさぎ山
を楽しむ会、磐田地区貨物輸送協同組合、ＮＴＮ

㈱磐田製作所、石川建設㈱、㈱堀内土木、㈱アー
ルビーズ、SMILEY ANGEL、㈱ジェイプラッカ、
磐田市内小中学校、磐田市内高等学校（公社）
静岡県鍼灸師会（順不同）

【応　援】 磐田市内幼稚園・保育園・こども園、消防団ラッ
パ隊、福田本通発展会、和口自治会応援団、新
出きらり応援団（順不同）

　11月10日（日）、ヤマハスタジアムをスタート・フィニッシュとし、全国から10,258名のエントリーをいた
だき、「第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン」を盛大に開催することができました。この大会を開催するにあ
たり、大変多くの方々に多大なご支援、ご協力をいただき誠にありがとうございました。また交通規制等により特
にコース周辺地域の皆様には、ご迷惑をおかけしましたこと、こころからお詫び申し上げます。今後も「スポーツ
を通じて磐田市を元気に！」を掲げ、地域の皆様と笑顔のまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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東海磐田駅、遠州鉄道㈱、磐田市PTA連絡協議会、
磐田市スポーツ推進委員会、ジュビロ磐田ホーム
タウン推進協議会、磐田市写真連盟、静岡産業大
学、磐田地区労働者福祉協議会、若者いわたネッ
トワーク、みんなで軽トラ市いわた☆駅前楽市、
日本ボーイスカウト磐田地区、みんなでうさぎ山
を楽しむ会、磐田地区貨物輸送協同組合、ＮＴＮ

㈱磐田製作所、石川建設㈱、㈱堀内土木、㈱アー
ルビーズ、SMILEY ANGEL、㈱ジェイプラッカ、
磐田市内小中学校、磐田市内高等学校（公社）
静岡県鍼灸師会（順不同）

【応　援】 磐田市内幼稚園・保育園・こども園、消防団ラッ
パ隊、福田本通発展会、和口自治会応援団、新
出きらり応援団（順不同）

　11月10日（日）、ヤマハスタジアムをスタート・フィニッシュとし、全国から10,258名のエントリーをいた
だき、「第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン」を盛大に開催することができました。この大会を開催するにあ
たり、大変多くの方々に多大なご支援、ご協力をいただき誠にありがとうございました。また交通規制等により特
にコース周辺地域の皆様には、ご迷惑をおかけしましたこと、こころからお詫び申し上げます。今後も「スポーツ
を通じて磐田市を元気に！」を掲げ、地域の皆様と笑顔のまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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