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第１１回　静岡県市町対抗駅伝競走大会

informationインフォメーション 平成２３年度　各競技団体　主な大会 教室



第１３回　ジュビロ磐田メモリアルマラソン
　第１３回　ジュビロ磐田メモリアルマラソンが、全国から５，３７０名のランナーが参加して１１月７日（日）い
わたスポーツ交流の里ゆめりをスタート、ゴールするハーフ、１０KM、５KM、３KMの距離で健脚が競われました。
　Jリーグ、ジュビロ磐田からは、スターター、プレゼンター、などで選手が参加し、ランナーフアンと触れ合いました。
　今回の大会は、カップルの部門の新設や、キッズルーム設置などで新しい企画も実施されより選手が参加しやす
い大会を目指しました。



第６回　磐田市長杯争奪　車椅子ツインバスケットボール大会
全国から８チームが参加して熱戦繰り広げる

神奈川ジャンクス初優勝
　第６回　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２２日　アミューズ豊田メインアリーナで全国から８チームが
参加して開催されました。
　重度障害者である、 四肢麻痺の方が車椅子に乗ってプレーするツ
インバスケットボールは日本生まれの車椅子バスケットボールです。
　大会は、８チームがトーナメントで試合がおこなわれました。決
勝戦は、初出場の神奈川ジャンクス（神奈川関東ブロック）が同じく
初出場の九州選抜（九州ブロック）を大差で破り初優勝を飾りました。
　また、プロバスケットボール（ｂＪリーグ）の浜松・東三河フェニッ
クスの友利健哉選手、鹿毛誠一郎選手岡田慎吾選手の３選手が、地
元小学生を相手にクリニックキャラバンを行いました。
　更に、「キッズ　チアリーディングチーム・クローバーズ」「静岡産業大学　チアリーディングチーム」によるチア
リ－ディングショーも行われ、大会を盛り上げました。
　今大会では、市内中学生、磐田北高バスケットボール部、東海福祉専門学校生にボランティアとして大会運営を
協力していただきました。ありがとうございました。

第14回 ジュビロ磐田メモリアルマラソン 平成23年11月13日㈰に開催決定!!
　現在行われているジュビロ磐田メモリアルマラソンは、
今年で第14回を数えます。
　参加ランナーも５，０００名を超え、いわたスポーツ交
流の里ゆめりあが会場として手狭となってきました。ま
た、磐田市民に親しめる大会を目指し、渡部　修磐田市
長を委員長に企画実行委員会も開催され、新たなジュビ
ロ磐田メモリアルマラソンの準備に取り組んできました。
　コンセプトは、「笑顔で磐田をうめつくせ！」です。磐
田市民の皆様参加型の大会にしたいと思いますので、ご
意見ご要望をどしどしお寄せ下さい。

【ジュビロ磐田メモリアルマラソン実行委員会事務局】
TEL.0538-33-3443　FAX.0538-37-0456　E-mail:mail@iwata-taikyo.com

第５回　いかまい磐田　ふれあいウオークが、１１月２８日（日）豊岡地区をめぐるコースで開催されました。
　早朝から、多くのウオーキング愛好者が参加して、１２KMコース、２０KMコース、観光コース（協力は、いわた　
ふれあいガイドの会の皆様）に別れて秋を満喫しながら、ウオーキングに出発していきました。
　豊岡総合センターでは、恒例の「豊岡ふるさとまつり」が開催され、ウオーキング参加者も立ち寄り地場産品や、採
れたて野菜などを購入する風景も見られました。
　獅子ヶ鼻公園では、綺麗に色づいた紅葉も見られ、のんびりと、
昼食をとる参加者もいました。
　また、ゴールの磐田市役所豊岡支所では、全員に特産のえび
いもや甘酒が配られ大変喜ばれました。
　ボランテイアとして運営に協力してくれた多くの市内中学生
の皆さん、ありがとうございました。次回、第6回は3月27日
㈰春の桜めぐりウォーキングを開催致します。

第５回　いかまい磐田　ふれあいウオーク
豊岡路秋色めぐり　秋を満喫しました



平成２３年度　各種スポーツ大会

　秋晴れに恵まれた、１０月１１日（月・祝）「いわたスポーツ健康
フェスティバル」がかぶと塚公園内、陸上競技場で開催されました。
　２７０名を超える参加者が、多くの種目に挑戦して、汗を流し
ました。
　また、お楽しみイベントで行われた宝探しにも多くの親子が参
加し、大きな歓声が公園内にひびいていました。
　平成23年度は、10月10日（月・祝）体育の日に開催を予定して
います。

「いわたスポーツ健康フェスティバル」秋晴れの中開催される

第１１回静岡県市町対抗駅伝競走大会
磐田市チーム　目標達成の第７位入賞
1,500m小学生女子　小田詩乃選手第２位入賞

　第１１回　静岡県市町対抗駅伝競走大会が
１２月４日（土）静岡市内で開催され、磐田市
チームは、第７位に入賞し目標を達成しました。
　大会は、静岡県庁を１０：００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。参加市町は４０チーム（市２７、町
１３）で沿道には、多くの応援する市民、県民
で賑わいました。
　磐田市チームは、佐川正治監督、鈴木佳映キャプテンを中心に「目標は第７位入賞」を宣言し、大会に臨みました。
　第４区では、中村真悠子選手が、第７位で受け取ったたすきを、第３位まで順位を上げる快走を見せ、早朝から
駆けつけた磐田市民応援団が振る、のぼり旗が後押しをし、目標達成に大きく近づきました。
　また、第６区では、松原正典選手（４０歳以上４，３４KM）が、区間第２位の素晴らしい走りで第５位をキープ、
後半にたすきを繋ぎました。安定した走りで最終区杉浦　直選手（一般男子４，４９９KM）にたすきを繋ぎ第７位を
キープし、２時間１９分０４秒のタイムでゴールし、目標を達成しました。
　磐田市チームは、４年連続の入賞、過去最高の順位、過去最高タイムを樹立して大会を終えました。
　また１，５００M小学生女子では、小田詩乃選手（磐田北小学校６年）が市の部第２位に入賞して日頃の練習の成果
を十分に発揮しました。
　大会後磐田市役所に凱旋、解団式が行われ大会の目標達成成功を喜び合いました。
　また、今大会で勇退する佐川正治監督に花束が贈られ、これまでの労をねぎらいました。
　多くの市民、関係者の皆様のご協力により、大会を成功させることができたことに、感謝、御礼申し上げます。

（気温１３度　湿度３９％、北東の風３，４M）

NPO法人磐田市体育協会　実施大会
イベント名 会場 開催日

1 第30回長藤マラソン大会 アミューズ豊田スタート 4月29日（金・祝）
2 第7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月21日（日）
3 第2回いわたスポーツ健康フェスティバル 磐田市総合体育館、磐田市陸上競技場 10月10（月・祝）
4 第7回いかまい磐田ふれあいウォーク 未定 11月
5 第14回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 新コース 11月13日（日）
6 第12回静岡県市町対抗駅伝競走大会 静岡県庁前スタート 12月3日（土）
7 第8回いかまい磐田ふれあいウォーク 未定 3月



※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）。

参加してほしい大会
競技名 大会名 会場 日時 対象

1

陸上

第6回ジュビロ磐田陸上競技大会 磐田市陸上競技場 6/18 小学生以上

4月記録会・5月記録会・9月記録会 磐田市陸上競技場 4/3、5/1、
9/25 小学生以上

第4回磐田市駅伝競走大会 スズキ（株）竜洋コース 12/18 小学生以上
元旦みんなで走ろう 磐田市陸上競技場 1/1 小学生以上

2
バレー
ボール

今日はバレー『男女混合7人制
バレーボール大会』 磐田市総合体育館 8/21 愛好家

シニアフレンドリー大会 未定 9月、2月を予定 愛好家
3 卓球 第54回市民卓球大会 磐田市総合体育館 11/27 在住。在勤、在学
4 バスケット

ボール 3 on 3磐田市民大会 磐田市総合体育館 12/11 在住,通学,在勤,協
会登録チーム

5

テニス

第34回神谷杯テニス大会 ラブリバー公園テニスコート 4/3 男子ダブルス。女
子ダブルス、混合

第7回春季テニス大会 ラブリバー公園テニスコート 5/8 男子ダブルス、
女子ダブルス

第5回磐田市ＢＣ級ダブルス大会 リバーサイドテニスコート 5/29 男子ダブルス、
混合

第13回ジュビロ磐田カップテニス大会 ラブリバー公園テニスコート 7/17 男子ダブルス、
混合

2011年度磐田市民テニス大会 ラブリバー公園テニスコート 9/18 男 子 ダ ブ ル ス
（A.B）シニア

第34回双葉杯シングルス大会 ラブリバー公園テニスコート 10/9 男子（A.B）女
子、シニア

第22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 2/12 一般男子
第22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 3/11 一般女子

6 ソフト
ボール 磐田市民ソフトボール大会 磐田市天竜川運動公園 7/3〜9/25

9:00〜 市民
7 弓道 磐田市長杯弓道大会 磐田市営弓道場 6/5 市民
8 ゴルフ 第44回市民ゴルフ大会 豊岡国際カントリークラブ 9/19 市民・在勤者
9 バドミ

ントン
豊田バドミントン大会 アミューズ豊田 1/15 市内在住･在勤･在学
市民バドミントン大会 磐田市総合体育館 3/18 市内在住･在勤･在学

10 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 9/4 磐田市民
11 相撲 2011ジュビロ磐田杯わんぱく・

市民相撲大会
若宮八幡宮相撲場（森
下） 5/8 小学生以上

12
トライ

アスロン

第18回フレンドリーデュアスロ
ン磐田＆エンデューロ大会 スズキ（株）竜洋コース 5/22 中学生以上
第20回サンライズイワタin竜洋
トライアスロン大会 スズキ（株）竜洋コース 9/25 高校生以上

13 ゲート
ボール 体協杯 磐田市中央公園 7/17 愛好者

14 ラグビー
フットボール

ジュビロカップ第6回タグラグ
ビー大会 in ゆめりあ

磐田スポーツ交流の
里ゆめりあ 1/22 小学4〜6年生

15
グランド
ゴルフ

第6回磐田市民グラウンドゴルフ大会 竜洋海洋公園 5/15 一般男女
第7回磐田市磐竜グラウンドゴルフ大会 竜洋海洋公園 7/3 一般男女
第9回磐田市風竜グラウンドゴルフ大会 竜洋海洋公園 11/27 一般男女

16 アマチュア
ボクシング 縄跳び大会 竜洋体育センター 7/17 小学生以上

17 剣道 第48回磐田剣道大会 磐田市総合体育館 8/28 小学生以上
18

インディアカ

会長杯大会 アミューズ豊田 6/19 どなたでも
中日新聞杯大会 アミューズ豊田 8/28 どなたでも
市民大会 磐田市総合体育館 11/20 どなたでも
初春大会 アミューズ豊田 2/5 どなたでも

19 サーフィン 親子ふれあいビーチ　サーフィン・
レスキュー・ビーチサッカー教室 磐田市豊浜海岸 7/10 親子

20 ファミリー
バドミントン 第3回きさらぎ杯 磐田市総合体育館 2/26 市内在住･

在勤･在学
21 ボディビル・

フィットネス 磐田市ベンチプレス大会 マッスル&ビューティ 未定 市民
22 見付地区 第28回グラウンドゴルフ大会 磐田北小学校運動場 6/12 市内成人男女
23 豊岡地区 豊岡剣道大会 豊岡体育館 11/13 小学生

参加してほしい教室
競技名 大会名 会場 日時 対象

1 陸上 陸上教室 磐田市陸上競技場 前期・後期　
各6回 小学生

2 バレー
ボール

今日はバレー『小学生ソフトバ
レーボール教室』 磐田第一中学校ほか 年5回 小学生とその親

3 バスケット
ボール 市民バスケットボール教室 磐田市総合体育館 毎月第2水曜

日19:00〜 市内在住,在勤者
4

テニス

トーナメントクラステニス教室 東大久保テニスコート 3/4〜全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 5/11〜全7日間 一般
前期初心者テニス教室 東大久保テニスコート 5/6〜全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 5/24〜全6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 7/27〜全5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 9/2〜全7日間 一般・ジュニア
初級・中級者硬式テニス教室 リバーサイドテニスコート 9/28〜全7日間 一般
後期テニススクール ラブリバー公園テニスコート 9/27〜全6日間 一般

5 ソフト
テニス 初心者ソフトテニス教室 東大久保テニスコート 8/3･10･17･24

19:00〜 初心者
6 弓道 初心者弓道教室 磐田市営弓道場 9月 市民
7 バドミ

ントン 初心者バドミントン教室 磐田市総合体育館 3/3･10･
17･24

市 内 在 住 在 勤
在学者

8
水泳

小中学夏期水球教室 磐田南高校プール 11月 小中学生
小学生水泳教室 磐田市民プール 8/11〜8/14 小学生

9 ア
ー
チ
ェ
リ
ー

春季アーチェリー初心者教室 磐田アーチェリー練習場 5/15･22･29 小学生高学年以上

秋季アーチェリー初心者教室 磐田アーチェリー練習場 11/13･
20･27 小学生高学年以上

春季アーチェリー体験会 磐田アーチェリー練習場 5/14 小学生高学年以上
秋季アーチェリー体験会 磐田アーチェリー練習場 11/12 小学生高学年以上

10 ラグビー
フットボール タグラグビー講習会 ヤマハ発動機（株）

大久保G 7〜12月 一般
11 アマチュア

ボクシング 通年ボクシング教室 竜洋体育センター 4月〜12月 年長以上

12 剣道 親子剣道教室 磐田剣道連盟道場 2/4〜3/31 小学生とその親
13

合気道
合気道ファミリー体験教室 アミューズ豊田武道場 3/10･17 幼稚園児とその親
護身術体験教室 アミューズ豊田武道場 3/24 中学生以上の女性

14 少林寺
拳法 簡単な初心者少林寺拳法教室 竜洋海洋センター体育館 水・金

午後7時〜 3歳以上
15 柔道 磐田市柔道教室 福田屋内スポーツセンター 6/12 小学生以上
16インディアカ 競技ルール審判講習会 磐田市総合体育館 10月または

11月の予定 一般
17 ボディビル・

フィットネス ジョイフルエクササイズ 中泉公民館他 毎週木曜日
10:00〜 一般

18 豊岡地区 豊岡南剣道教室 豊岡南小学校 毎週木・土 小学生

観に来てほしい大会
競技名 大会名 会場 日時 対象

1 陸上 第4回磐田市駅伝競争大会 スズキ（株）竜洋コース 12/18 一般
2

卓球

第33回磐田卓球協会会長杯 磐田市総合体育館 5/22 日本卓球協会登録者
第33回TSP杯 磐田市総合体育館 6/26 日本卓球協会登録者
全日本卓球選手権大会（ダブルス）
静岡県予選会 アミューズ豊田 9/4 日本卓球協会登録者
全日本卓球選手権大会（カデット）
静岡県西部予選会 磐田市総合体育館 8/13 日本卓球協会登録者

第33回ニッタク杯 磐田市総合体育館 11/6 日本卓球協会登録者
第21回いわしん理事長杯（中学生以下） 磐田市総合体育館 1/7 日本卓球協会登録者
第21回いわしん理事長杯（一般高校） アミューズ豊田 1/8 日本卓球協会登録者
第20回セントラル杯 磐田市総合体育館 3/11 日本卓球協会登録者

3

野球

日本スポーツマスターズ2011軟
式野球大会静岡県大会 磐田城山球場ほか 4/24･29･30、

5/1 一般
第93回全国高等学校野球選手権
大会静岡県大会 磐田城山球場ほか 7/10･16〜

26 高校生

静岡県高校野球連盟第64回秋季西部大会 磐田城山球場ほか 8/13･15･
18〜31、9/3･4 高校生

静岡県高校野球連盟第64回秋季県大会 磐田城山球場ほか 9/17〜 高校生
第30回高校野球磐田市内大会（市内5高校） 磐田城山球場 4/29（祝） 高校生

4
サッカー

磐田5年生サッカー大会 竜洋スポーツ公園 7/9〜10 小学5年生
磐田市長・市議長杯サッカー大会 磐田東高校ほか 12/26〜28 高校生

5 バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル

会長杯ミニバスケットボール大会 アミューズ豊田 5/15 小学生
磐田ミニバスケットボール選手権大会 アミューズ豊田 9/18 小学生
かぶと塚フレンドリー杯ミニバス
ケットボール大会 アミューズ豊田 11/19･20 小学生

理事長杯ミニバスケットボール大会 アミューズ豊田 2/25 小学生
6

テニス

第34回神谷杯テニス大会 ラブリバー公園テニスコート 4/3 男子ダブルス。女
子ダブルス、混合

第7回春季テニス大会 ラブリバー公園テニスコート 5/8 男子ダブルス、
女子ダブルス

第5回磐田市ＢＣ級ダブルス大会 リバーサイドテニスコート 5/29 男子ダブルス、混合
第13回ジュビロ磐田カップテニス大会 ラブリバー公園テニスコート 7/17 男子ダブルス、混合

2011年度磐田市民テニス大会 ラブリバー公園テニスコート 9/18 男 子 ダ ブ ル ス
（A.B）シニア

第34回双葉杯シングルス大会 ラブリバー公園テニスコート 10/9 男子（A.B）女
子、シニア

第22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 2/12 一般男子
第22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 3/11 一般女子

7

ソフト
ボール

静岡新聞SBSカップ第34回静岡
県レディースソフトボール大会 磐田市天竜川運動公園 4/3･10･17 日ソ協登録者

県リーグ男子Ⅰ･Ⅱ部リーグ第3節 磐田市天竜川運動公園 3/20 県リーグ
県大会　第34回レディース大会 磐田市天竜川運動公園 4/3･20･17 レディース
日本リーグ女子Ⅱ部大会 城山球場･福田球場 6/4･5 日本リーグ
県リーグ女子 磐田市天竜川運動公園 6/26 県リーグ
県大会 第19回小学生男子女子新人大会 磐田市天竜川運動公園 10/30、11/5･6 小学生

8 弓道 磐田市長杯弓道大会 磐田市営弓道場 6/5
9 バドミ

ントン
静岡県高等学校総合体育大会（ダブルス） 磐田市総合体育館 6/18 高校生
静岡県高等学校総合体育大会（シングルス）磐田市総合体育館 6/19 高校生

10 相撲 第20回わんぱく相撲
静岡ブロック大会磐田場所 若宮八幡宮（森下） 6/18･19 小学生以上

11 トライ
アスロン

サンライズイワタIN竜洋
トライアスロン大会

スズキ（株）
竜洋コース周辺 9/25 一般

12 ゲート
ボール

市長杯 磐田市中央公園 5/7 愛好者
磐信杯 磐田市中央公園 6/24　9:00〜 愛好者

13 ラグビー
フットボール

ジュビロカップ第6回タグラグビー
大会 in ゆめりあ

磐田スポーツ
交流の里ゆめりあ 1/22 小学4〜6年生

14 アマチュア
ボクシング 第6回磐田市長杯C-Box大会 竜洋体育センター 7/17 小学生

15
剣道

第48回磐田剣道大会 磐田市総合体育館 8/28 小学生〜一般
静岡県三地区対抗剣道大会 市内体育施設 10/23 一般
磐田市小中学生剣道選手権大会 磐田剣道連盟道場 2〜3月 小中学生

16 合気道 第6回少年少女合気道大会 福田屋内スポーツ
センター武道場 3/3 幼児〜一般

17

インディアカ

会長杯大会 アミューズ豊田 6/19 どなたでも
中日新聞杯大会 アミューズ豊田 8/28 どなたでも
市民大会 磐田市総合体育館 11/20 どなたでも
初春大会 アミューズ豊田 2/5 どなたでも

18 サーフィン 磐田市長杯Line-up cup2011 磐田市豊浜海岸 7/9･10 一般
19

ファミリー
バドミントン

磐周リーグ（前期・中期・後期） アミューズ豊田 5/29、10/16、
3/18 協会登録団体

静岡県交流大会 アミューズ豊田 6/12 県FB協会登録者
会長杯 アミューズ豊田 7/24 協会登録団体

20 少年
野球

第3回杉山旗争奪磐田大会 磐田城山球場 7/30･31 中学生硬式野球
（財）日本少年野球連盟静岡県支部秋季大会 磐田城山球場 10/8･9･10 中学生硬式野球

21 ボディビル・
フィットネス 東海･静岡県ボディビル選手権大会 島田市民会館 8/8 市民

22 福田地区 第35回福田卓球大会 南島体育館 11/20 小中学生
23

豊岡地区
春季社会人野球大会 豊岡野球場 4/3･10･17、

5/1･8 社会人

秋季社会人野球大会 豊岡野球場 9/4･11･18･25、
10/2 社会人
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●磐田市陸上競技場
●磐田かぶと塚公園 グラウンド/テニスコート/弓道場
●磐田市総合体育

竜洋海洋公園●

●豊岡総合センター

体育館/屋内競技場/テニスコート/野球場/
多目的運動場/グリーンボウル場/弓道場/ゲートボウル場

●磐田相撲場

●磐田スポーツ交流の里
　ゆめりあ球技場
●ヤマハ大久保グラウンド

●磐田中央公園グラウンド
●安久路公園多目的広場

●豊田ラブリバー公園
　テニスコート

福田豊浜体育館●

●福田西部グラウンド

福田豊浜グラウンド●

　　　　福田屋内●
スポーツセンター　

リバーサイドテニスコート
海洋センタープール
野球場
体育館
多目的広場

●竜洋スポーツ公園
サッカー場

●浜松シーサイドGC

●福田公園
野球場
テニスコート
多目的広場

はまぼう公園運動広場●

福田北部グラウンド●
福田南島体育館●

●竜洋体育センター

●竜洋天竜川西堀
　河川敷公園グラウンド

磐田市民プール●
●磐田温水プール

●磐田稗原
　グラウンド

磐田兎山公園野球場●

豊田天竜川●
グラウンド　 ●磐田城山球場

●豊田
　グラウンド

豊田加茂テニスコート●
アミューズ豊田●

●磐田東大久保運動公園
グラウンド テニスコート

●ヤマハ Jubilo スタジアム

磐田塔之壇公園
テニスコート
●

●磐田天竜川グラウンド

★

★

★ ★

★塔之壇テニスコート
クレイコート2面、ナ
イター設備あります。

★かぶと塚公園・磐田市総合体育館
体育館・トレーニングルーム・武道場・会議室。
バドミントン・卓球の用具貸出OKです！個人
でも団体でもご利用可。
問合せは総合体育館まで。

【磐田市総合体育館】
磐田市見付4075-1
tel:0538-32-4236
開場時間：8:45～21:45
休館日：第2火曜日、年末年始
付帯設備：更衣室・シャワー室・会議室　等

【磐田温水プール】
磐田市刑部島274-3
tel:0538-33-8855
開場時間：9:30～22:00（プール）
　　　　　9:30～21:45（トレーニング室）
休館日：月曜日、年末年始（7・8月は無休）
付帯設備：更衣室・シャワー室・採暖室・観覧室 等

★磐田温水プール
温水プール、ジャグジー、歩行用流水
プール、トレーニングルームとの共通
利用券がお得です！

みんなでカラダを動かそう!
【磐田市の主な体育施設】

いつもご利用ありがとうございます。
個人でのご来館でも元気なスタッフが
手厚くサポート！ご来館をお待ちして
います。
問い合わせ　☎0538-33-3443



★東大久保テニスコート
ハードコート5面、ナイター
設備あります。

『福田屋内スポーツセンター』
◎ロビーをご活用ください　　ピアノを利用してミニコンサート、
　　　　　　　　　　　　　　写真展など、ご相談に応じます。

磐田市体育協会指定管理施設
☆体育館（トレーニングジム含む）☆
・磐田市総合体育館
・福田屋内スポーツセンター
・福田南島体育館
・福田豊浜体育館
☆プール☆
・福田屋内スポーツセンター
・磐田温水プール
☆テニスコート☆
・かぶと塚公園テニスコート
・塔之壇テニスコート
・東大久保運動公園テニスコート
・福田公園テニスコート
☆野球場☆
・磐田城山球場
・兎山公園野球場
・福田公園野球場
☆グラウンド☆
・かぶと塚公園グラウンド
・磐田中央公園グラウンド
・東大久保運動公園グラウンド
・福田公園多目的広場
・福田西部グラウンド
・福田豊浜グラウンド
・福田北部グラウンド
・はまぼう公園運動広場（少年サッカー専用）
☆陸上競技場☆
・磐田市陸上競技場
☆弓道・アーチェリー場☆
・磐田弓道場
・磐田アーチェリー練習場

磐田地区のスポーツ施設お問合せは
　　　磐田市総合体育館　　　　　☎0538-32-4236
福田地区のスポーツ施設お問合せは
　　　福田屋内スポーツセンター　☎0538-58-3131

【東大久保テニスコート】
磐田市見付809-2

【塔之壇テニスコート】
磐田市見付2451
開場時間：8:00～21:00（ナイター設備有）
休場日：年末年始

【福田屋内スポーツセンター】
磐田市南島393-1
tel:0538-58-3131
開場時間：8:45～21:45（トレーニングジム・武道場）
　　　　　9:00～21:00（プール）
休館日：金曜日、年末年始（7・8月は無休）
付帯設備：更衣室・シャワー室・採暖室・観覧室　等

【福田南島体育館】
磐田市南島387

【福田豊浜体育館】
磐田市豊浜中野594-1
開場時間：8:30～21:45
休館日：年末年始

★福田南島体育館
★福田豊浜体育館
バレー・バスケット・バドミントンなどの
室内競技が出来ます。

★福田屋内スポーツセンター
温水プール、トレーニングルーム・武道場・
健康づくり、柔道、剣道、ヨーガ等にご利用
下さい。磐田温水プールとの共通回数券がお
得です。

★磐田城山球場
市内唯一の硬式野球場です。

テニスコートは
平日の昼間が空
いています♪

『福田農村環境改善センター』ご利用ください
（福田屋内スポーツセンター東側）
◎大会議室…各種会合、パーティー、講演会、ライブ、カラオケ大会等
◎情報研修室…各種会合、教室等
◎調理室……調理実習（お菓子づくり、料理教室等）
◎和室……各種会議、お茶会、華道、書道教室等



スポーツを通じて広がる
磐田市民の元気！！

～磐田市総合体育館に集まる、元気なみなさん～
各教室、1日体験教室を随時行っています。

※ 1人1教室1回限り：￥500　詳細はお問合せください。

NPO法人磐田市体育協会　tel: 0538－32－4236

●ちびトラキッズ
火曜日コース（14：50～15：50）
土曜日コース（10：00～11：00）

●ジュニア
　スポーツ教室
低学年木曜日コース

（16：00～17：30）

●さわやか
　リズム体操クラブ
毎月隔週火曜日

（10：00～11：30）

●ジュニア
　スポーツ教室
高学年コース（17：00～18：30）

●ヨーガ教室
月曜日コース（10：０0～11：30）
木曜日コース（14：00～15：30）
金曜日コース（10：00～11：30）

●やらまいか健康塾
●トレーニング室

●ダンベル教室
毎週水曜日（10：00～11：30）

●エアロビクス教室
毎週木曜日（10：00～11：30）


