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　11月13日（日）快晴の中「第8回　ジュビロ磐田メ
モリアルマラソン」が北海道から九州沖縄を含めて
3799名 の選手がエントリーしてスポーツ交流の里「ゆ
めりあ」で開催されました。
　9時30分 スタートのハーフマラソンのスターター
には中山雅史選手が務め参加ランナーから大きな拍
手と歓声が沸き起こりました。種目はハーフマラソン
の他、10ＫＭ、5ＫＭ、3ＫＭ、があり小学生のチビッコ
から市民ランナー、社会人、学生選手など様々で日頃
の練習の成果を競いました。
　ジュビロ磐田からは若手選手の他山本昌邦監督、中
山雅史選手らがとび入りで3ＫＭに挑戦し小学生に囲
まれ楽しく走り、心地よい汗をかきました。
　また、ジュビロ磐田の多くの選手がスターターとして、
表彰式のプレゼンターとして参加し、会場内から大き
な声援を受けていました。
　終了後の閉会式では12月3日に開催された「第6
回静岡県市町村対抗駅伝競走大会」の5支部合同選
手壮行会も行われ旧5市町村選手の意気込みを感じ
ることができました。
　大会を支えていただいた多くの地元ボランティアの
皆様、地区関係者、中学生の協力で無事大会を終える
ことができました。
　ご協力に感謝しお礼申し上げます。

スポーツ交流の里　「ゆめりあ」を駆け抜けろ

　新「磐田市」誕生記念兼磐田ソフトボール協会30周年記念イベントを、平成17年6月 4日～5日城山球場にて、日
本女子ソフトボールリーグ1部（5節前期最終戦6試合）を開催いたしました。　
　試合開始は、鈴木望磐田市長・安間英雄磐田ソフトボール協会会長・杉山元NPO法人磐田市体育協会会長の始球
式で開始いたしました。
　試合は、市内外のソフトボール愛好者4500名 の来場の中、高ゲームを展開、迫力のある高レベルのプレーの続
出で観客を魅了させました。

新「磐田市」誕生記念兼磐田ソフトボール協会30周年記念事業

平成17年6月 4日（土）～5日（日）　城山球場



■磐田支部■
本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告

磐田市見付4075-1 磐田市総合体育館内　TEL／FAX.0538-33-3443

　新「磐田市」誕生を記念した磐田市陸上競技大会が、8月21日（日）磐田市陸上競技場で
行なわれました。記念の「市内小学生400mR 」は、豊田北部小学校が、優勝しトロフィーを
獲得しました。

　毎年開催している小学生水泳教室は、本年度は、8月13日（土）～16日（火）に中部小学
校で、開催しました。
教室は、午前中で、前組と後組に分け、参加者は65人でした。

　磐田走友会、豊田楽走会の仲間は、9月25日に開催された駒ヶ根高原マラソンに参加し、
秋の気配を感じながら、大自然とふれあい、心地よい汗を流して走りました。

会　　　場　　静岡市南部体育館
日　　　時　　平成17年10月 23日（日）

市対抗の部3位入賞
第59回　静岡県民スポ ーツ祭 卓球競技大会

小学生水泳教室

新磐田市合併記念 陸上競技大会

新磐田市合併記念 駒ヶ根マラソン大会

　11月13日　東大久保運動公園アーチェリー場において、市民にアーチェリー体験をして
いただこいう本年2回目を開催した結果、福田、豊田、磐田地区より参加があり、楽しく1日体
験を過ごしました。
　特に、若いお母さん方に人気があり、引き続き開催される「初心者教室5回コース」に入会
される風景も見受けられました。

磐田アーチェリークラブ 秋季市民体験教室

競　技 大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ
バドミントン 市民バドミントン大会 磐田市総合体育館 3/19 市内在住・在勤 総合体育館 132-4236
バスケットボール 理事長杯 竜洋勤労者体育館ほか 2/19・26 協会加盟チーム 金原 142-1462
ボウリング スコアアップボウリング教室 磐田グランドボウル 3/25 どなたでも 磐ボ連 134-9271
卓球 セントラル杯争奪大会 磐田市総合体育館　　2/12 県協会加盟者 セントラルスポーツ　

136-0360

本年度本年度（（1818年年22月、月、33月月））大会大会・・行事予定行事予定

　市対抗の部（チーム戦）において第3位に入賞しました。
チームワークのよさは、県下NO.1です。苦しい戦いもありましたが、日ごろの努力が、実を
結びました。

本年度（18年2月、3月）大会・行事予定



本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告
■福田支部■ 磐田市南島393-1 福田屋内 スポーツセンター内　TEL.0538-58-3131 FAX.0538-58-3133

　子どもの成長を願う時、「柔道」を中心に「文化活動」や「レクリエーション」などの体験活
動を通じて“からだとこころ”の健全育成をはかることを目的にしています。
　私たちの仲間になってくれることを心から歓迎します。

会　　　場　　火・金　福田中学校武道場
　　　　　　　水・土　福田屋内スポーツセンター
　　　　　　　水・土　豊浜体育館
問い合わせ　　西島温行　TEL55-5247

（参加部門）（1）小学生男子低学年の部（2）小学生女子低学年の部（3）小学生男子高学年
の部（4）小学生女子高学年の部（5）中学生男子の部（6）中学生女子の部
（参加人数）小学生155人（男59人、女96人）中学生260人（男115人、女145人 ）
総数415人

会　　　場　　磐田市南島体育館
日　　　時　　平成17年9月 4日（日）8時30分～

　今年が3回目「磐田市長杯、ビーチクリーンをひろめようLine-up cup2005 」に絶大なご協力を頂き誠にありがとうござい
ました。まれにないビックウェイブでの大会が出来ました。参加人数は180名 で部門は（1）ショートボードスペシャルクラス
（2）ショートボードオープンクラス（3）ショートボードレディースクラス（4）ロングボードスペシャルクラス（5）ロングボードオー
プンクラス（6）ロングボーレディースクラスです。運営もスムーズに進み、事故も無く大変盛り上がりありがとうございました。

会　　　場　　磐田市豊浜海岸
日　　　時　　平成17年7月 17日（日）AM6:00～

　テンマ・スポーツ少年団はサッカーと空手の複合の少年団です。
　昭和57年に設立し空手は磐田松涛館に所属していてモットーは「技術とマナーは車の両
輪と同じ」「ドンマイ精神です。」失敗した仲間に対して“気にするな”と声をかけてあげるこ
とです。何よりも躾を重視しています。

空手稽古日　　月・水…福田屋内スポーツセンター 火………東部小体育館
　　　　　　　月・木…富士見小体育館 金………城山中武道場
問い合わせ　　池田勝郊　TEL32-3319

参加チーム　7チーム　大会結果
〈優勝〉昭和　〈準優勝〉ビューティーズ　〈第3位〉豊浜クラブ

会　　　場　　福田南島体育館
日　　　時　　平成17年9月 25日（日）8時30分～

競　技 大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ
婦人バレー 婦人バレー教室 福田南島体育館他　　随時 どなたでも 水崎 158-1876
剣道 剣道教室 福田中学校体育館　　毎週水・金曜日 小学生以上 橋本 155-4128

剣道教室 福田中学校格技場　　毎週月曜日 小学生以上
柔道 第28回福田柔道錬成大会　福田屋内スポーツセンター 3/26 幼稚園～中学2年 西島 155-5247

柔道教室 福田屋内スポーツセンター 毎週水・土曜日 幼稚園～一般
柔道教室 福田中学校格技場 毎週火・金曜日 幼稚園～一般
柔道教室 福田豊浜体育館 毎週水・土曜日 幼稚園～一般 伊藤 155-5009

空手道 空手教室 福田屋内スポーツセンター 毎週月・水曜日 幼稚園～一般 松下 158-1181

本年度本年度（（1818年年22月、月、33月月））大会大会・・行事予定行事予定本年度（18年2月、3月）大会・行事予定

福田柔道クラブ　柔道教室

第29回磐田市体育協会　福田支部長杯 争奪卓球大会

磐田市長杯　ビーチクリーンをひろめよう Line-up cup2005

テンマ・スポーツ少年団（磐田松涛館）

福田婦人バレーボール秋季大会



本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告
■竜洋支部■磐田市駒場6866-27 竜洋海洋 センター内　TEL.0538-66-5580 FAX.0538-66-8555

　40年以上の歴史がある第42回竜洋支部水泳大会が7月31日（日）竜洋Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ー屋内プールで開催されました。支部内自治会の代表が18種目に水しぶきをあげ競いまし
た。種目にはビート板競争、犬かき競争、浮き輪乗りリレー、自治会対抗メドレーリレー、自治
会対抗順送球、などがありとても楽しむことができました。最後に小学生全員（3年生以上）
による「宝さがし」を行いプール底に沈んだ宝物を夢中で拾い上げていました。
　競技を終えた後賞品を受け取った子どもたちの笑顔が最高でした。

　竜洋支部バレーボール部の女子バレーボールリーグ戦が7月8日（金）から開催され3週
間にわたり竜洋体育センターを会場に熱戦を展開しました。ママさん選手が多く、仕事や家
庭の家事を終えた20：00が試合開始時刻です。スピードのあるサーブや、好プレイも続出し、
高さ2，2Ｍのネットを超え鋭いアタックが相手コートに決まると、応援団から大きな拍手と歓
声が沸き起こりました。試合を通して、バレーボールを楽しみ、良い仲間を作っていってほし
いと思います。

　竜洋支部小学生水泳教室が7月7日（木）から（毎週木、土19：00～20：15　全6回 ）海
洋センターＢ＆Ｇ屋内プールにて開催されました。50名を超える子どもたちが参加する歴
史のある教室です。水を怖がってしまう子どもは教室が終わる頃には泳ぐことができるよう
に、少しでも泳げる子どもはもっと上達できるように指導者が一生懸命指導しています。過
去には竜洋支部からオリンピック選手も輩出しています。そんな選手が育つことを願ってい
ます。

　第14回トライアスロンサンライズ磐田ＩＮ竜洋大会が、竜洋支部Ｂ＆Ｇ海洋公園をスタート、
ゴールに、遠くは、千葉県、広島県から鍛え抜かれた選手約250名（県内選手約100名 ）が
参加して開催されました。参加者の最高齢は70歳です。コースはＡタイプ　スイミング2Ｋ
Ｍ、バイク（自転車）70ＫＭ、ランニング20ＫＭ。Ｂタイプ　スイミング1ＫＭ、バイク37ＫＭ。
ランニング10ＫＭで体力の限界に挑戦しました。好天にも恵まれ気温もぐんぐん上がりまし
たが、暑さの中、竜洋支部を含め地元磐田市からの参加選手（12名）も大いに頑張りました。
また、竜洋中学校生徒を含めた多くのボランティアが大会を支え、盛り上げました。

　11月6日（日）旧竜洋町と友好町村の長野県喬木村（たかぎむら、天竜川上流飯田市隣接）で開催
された第17回喬木村駅伝大会に市民代表として竜洋中学校陸上部、竜洋支部陸上部の2チームが
参加し友好を深め健脚を競いました。旧竜洋町と喬木村は竜洋中学校と喬木中学校の交流を含め今
年で友好20周年を迎えました。大会は36チーム（一般男女、中学男女、小学生）に混じり山間部を
コースとする7区間16.2 ＫＭで争われました。オープン参加ではありましたが、支部陸上部が総合
第1位、竜洋中学女子が中学女子の部第1位と健闘し特別賞を受賞いたしました。大会後、黄色に染
まったいちょう（喬木村の木）の葉を見て磐田より早く訪れた秋を感じて昼食を美味しく頂きました。

バレーボール ソフトバレー大会 竜洋体育センター 2/19 市内在住　　 平田 166-3317
スポーツ少年団 スポ少サッカー大会 竜洋スポーツ公園 2/25・26 登録チーム　　 稲垣 166-5580
少林寺拳法 初心者教室　　 海洋センター体育館 2/22～3/29 在勤在住　　　 鈴木　

　 19：20～20：30 男女年齢問わず 1090-2949-4805
毎週水曜日

テニス　　 リバーサイド　　 竜洋リバーサイド 2/19 一般　　 安達 166-1617
硬式テニス男子大会 テニスコート
リバーサイド　　 竜洋リバーサイド 3/5 一般　　
硬式テニス女子大会 テニスコート

サッカー 平成17年度サッカー大会 竜洋スポーツ公園 2/5・12 一般　　 鈴木 155-6200

競　技 大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ
本年度本年度（（1818年年22月、月、33月月））大会大会・・行事予定行事予定本年度（18年2月、3月）大会・行事予定

第42回　竜洋支部水泳大会

竜洋支部　バレーボールリーグ戦

小学生水泳教室

第14回　トライアスロン サンライズ磐田 IN 竜洋大会

第17回　喬木村駅伝大会



　8/21（日）アミューズ豊田で新市として初めての第1回磐田市長杯車いすツインバスケットボール大会が開催され
ました。ちなみにこの大会は過去旧豊田町で4回開催されております。このバスケットボール大会は、足（下肢）のみ
でなく、うで（上肢）にも生涯を持つ重度障害者が高さの違う2つのゴールを使い分けて競い合うもので、両者が参加
できるよう日本で考案されたスポーツです。
　みどころは、各チームの選手たちが、いかにお互いの障害の状態を把握し、声を掛け合い、励まし合いながらプレイ
できるかが重要なポイントとなります。
　関東・近畿・東海ブロックの代表6チームがトーナメント方式で対戦。激しいぶつかり合いで転倒する場面などもあ
り、白熱した試合が展開されました。試合の結果は、優勝「千葉ピーナッツ（千葉）」、準優勝「KINGS（愛知）」でした。

車いすツインバスケで熱戦

競　技 大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ
駅伝　 第32回豊田駅伝競走大会 町内　　 2/5 小学生～一般 事務局 136-3211
合気道護身術 だれでもできる 屋内スポーツセンター 2/5 どなたでも　　 豊田合気道クラブ　
　　 合気道護身術教室 （福田） 水野 133-0285

だれでもできる 屋内スポーツセンター 2/19 どなたでも　　
合気道護身術教室 （福田）

　　 豊田合気道クラブ 屋内スポーツセンター 3/12 見学自由　　 　
公開稽古 （福田）

テニス 第9回高校生女子 ラブリバーテニスコート 3/5 磐周地区高校 磐田庭球協会豊田支部
　　　 硬式テニス大会 加茂テニスコート 山岡 134-0540
ゲートボール 第52回 上新田墓地公園 3/12 豊田支所内在住　　豊田ゲートボール協会

豊田ゲートボール大会（春季） 永田 135-0074

本年度本年度（（1818年年22月、月、33月月））大会大会・・行事予定行事予定

本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告
■豊田支部■磐田市上新屋304 アミューズ豊田内　TEL.0538-36-3211 FAX.0538-36-6422

本年度（18年2月、3月）大会・行事予定



日　　　時　　平成17年10月31日
参加チーム　　8チーム（50名）

日　　　時　　平成17年12月4日（日）
会　　　場　　豊岡体育館

日　　　時　　平成17年11月20日（日）
会　　　場　　豊岡体育館

日　　　時　　平成17年10月23日（日）
主　　　催　　NPO法人磐田市体育協会　豊岡支部
主　　　管　　豊岡支部テニス部
会　　　場　　磐田市豊岡総合センターテニスコート

表彰式　NPO磐田市体育協会　豊岡支部　小出会長
優　勝　壱貫地チーム
準優勝　松之木島チーム
3　 位　本村チーム
優勝の壱貫地チームは、第1回大会では3位、第1回の優勝チームは、今回は、最下位の成績だった

日　　　時　　平成17年9月11日
　日ごろの練習の成果が、十分発揮されました。
珍プレーあり、好プレーあり、友好も深まりました。
優勝はオプティミストでした。

磐田市壱貫地64-1 豊岡体育館内　TEL.0539-63-0036 FAX.0539-63-0042

ゲートボールで心地よい汗を流し友好を深めました

本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告本年度事業報告
■豊岡支部■

　第31回豊岡剣道大会が12月4日（日）、豊岡体育館にて開催されました。市内をはじめ中
遠地区、浜松市などから15団体28 チームが参加し日頃の練習の技を競い合いました。
　この大会は昭和50年から始まった伝統の大会です。開会式には県立二俣高校の吹奏楽部
が演奏して花を沿えました。

　第6回豊岡支部インディアカ大会（ローカル混成の部）が11月20日（日）豊岡体育館にて
開催されました。1チーム6人の息の合ったプレーが見られ好プレーには応援団から大きな
拍手がわきおこりました。

インディアカ 支部大会 豊岡体育館 2/5 支部登録チーム　　高橋
10539-62-2029

剣道 6年生を送る会 豊岡体育館 3/5 小、中学生、一般　 稲葉
10539-62-3535

競　技 大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ
本年度本年度（（1818年年22月、月、33月月））大会大会・・行事予定行事予定本年度（18年2月、3月）大会・行事予定

リ ッ チ ヒ ル 藤 森
藤 森 石 油 店
磐田市下神増181

TEL〈0539〉62-3000　FAX〈0539〉62-6100

社会人秋季野球大会

第 2 回 豊岡支部　ゲートボール大会

第10回 豊岡ソフトテニス大会

第31回 豊岡剣道大会

第 6 回 豊岡支部　インディアカ大会



名入タオル ● 帽子 ● チームTシャツ ● ジャンバー
すべてアスリート価格です！！　お見積もりのご依頼先は

ミズノ株式会社
奥　村

電話：0574-43-8288　FAX:0574-43-8289
携帯：090-3454-6790　E-mail：okumura-mit@md.ccnw.ne.jp

トレーニング6ヶ月間皆勤賞！
（11月30日現在）

平成17年度　賛助金をいただいた方々ご紹介
（敬称略、順不同）企業及び団体の部

個人の部
鈴木　幸雄
吉岡　伊作
青島　安宏
木下　　功
津川　成之
小池　桂三
鈴木　俊夫
松下　義男
森島　周一
小林　茂樹
松井　隆雄
川島　嘉享
湯山　賢二

竹下　良道
漢人　邦明
松浦　文七
小林　孝一
鈴木　源市
長谷川壽一
堀内　　豊
堀内　昌文
角川　重晴
水野　　彰
相場　　誠
春田　智道
森　泰二郎

山田　茂雄
酒井　正信
青島　一憲
鈴木　静夫
鈴木　正良
那須　　正
高野　寿一
永井　光男
山　賢一郎
松下　静雄
内山　清雄
青島　光治
平谷　　均

初川　徹也
藤田　哲夫
宇藤　栄治
藤村　博美
松井　文孝
村松　安彦
鈴木　利之
鈴木　文夫
大庭　正裕
鈴木　重晴
佐久間民子
松場千恵子
田中　赫子

緩鹿　秀夫
小出　幸雄
氏原　勝美
村松　邦明
松本　邦廣
中谷　峰子
田中茂登子
伊藤　滝夫
高橋　英彦
太田　博美
西田　幸子
松島　正司
堀内さゆり

富田さと子
影山　昌則
鷲見　恵子
村松　宏一
金原　好孝
牧野　年宏
秋山　昌範

鈴木　信好
内山　　毅
大須賀　勝
儘下　高育
尾高　利男
中嶋　英明
安間千代子
高橋由紀子
太田　修司
海野　嘉明
稲葉　昌美
鈴木　信吾
岡本　　博

見付公民館
石川建設株式会社
OTE株式会社
マルス技研（有）
喜多八
向笠体育委員会
メルシャン（株）
メルシャンバイオグリーン

ナックフィーディング
磐南浄化槽
中部ガス（株）
磐田化学工業
小林建設
株式会社堀内土木
アーチェリークラブ
ヤザキ

前島電気工事
中日本プラント（株）
日本たばこ産業（株）東海工場
セコム
出雲殿（クリフトン）
中部電力
（株）鈴恭組
（有）大鈴自動車工業

　私は毎日、体育館のトレーニングルーム
へ通うのを楽しみにしています。最初は、
健康維持と運動不足の解消にと始めた運
動が、今ではブラジルの好青年達と一緒に
楽しく肉体改造をしている毎日です。最近は、
筋トレを始めて、ベンチプレスで60Kg を
上げています（目標は70Kgを上げること）！
やれば出来るものです。運動以外でも新し
い仲間が出来て視野が広がり、心身ともに
活性化し、国際交流も楽しめます。さあ、皆
さんも始められてはいかがですか？いつも
素敵な優しいスタッフが迎えてくれます。

　当初、血圧が160-
110位ありましたが、
現在、140-85位 ま
で下がりました。勿
論、体重も4Kg落ち
ました！週に4回のペースで2時間半近くト
レーニングしています。
　夜もぐっすり眠れますし、周りからは『姿
勢がよく、目がきらきら輝いていますネ』と
言われ、とても励みになっています。
　冬でも心地よい汗をかいているせいか、
通い出してから一度も風邪をひきません。
最初の頃は40分程度のトレーニングでく
たくたでした。とにかく継続することだ、と
自分で目標とチャレンジ精神を持って続け
ています。

　私は以前大病をしたため、その後遺症の
ケアと運動不足の解消を補うために運動
を行なっています。気が付けばトレーニン
グ室に通い始めて10年が経っていました。
無理をせず、自分に合った運動を心がけ、
長く続けていくことが肝心と感じています。
一人で行うより、皆さんと一緒に運動でき
るのが楽しいです。大好きな旅行やドライ
ブにいつまでも出掛けるためにも、健康は
大切にしたいですね。

トレーニング室通算利用回数
1180回達成！（11月30日現在）

田中　都夫
川出　静夫
大石　秀雄
杉山　　元
井上　研一
寺田　昌司
安間　正幸
安川　直孝
池田　弘人
鈴木　啓司
田代　孝治
鈴木　房夫
熊谷　通彦

トレーニング1000回 に向かって、
現在755回

藤田義隆さん 61歳
家に閉じこもっておられるみなさん、体育館へ来たれ！

福島タカさん 66歳

熊野善市さん 68歳

（有）富士見不動産
（有）大島工業所
（株）加登屋
磐田信用金庫
磐田卓球協会
磐田庭球協会
東海アルコック（株）



　第6回 静岡県市町村対抗駅伝競走大会が12月3日（土）静岡市内で開催されました。（快晴　気温
9.8度）
大会は静岡県庁前を10時スタート、清水区清見潟公園折り返し、県営草薙陸上競技場をゴールとする
10区間42.195KM で争われました。参加チームは、市の部に23市から26チーム、町村の部に3市20
町から31チームが参加、磐田市チームは、5チーム（磐田市磐田、磐田市福田、磐田市竜洋、磐田市豊田、
磐田市豊岡）で参加し、旧市町村名では最後のユニフォーム姿となりました。
　沿道からは、市町村名の書かれたのぼり旗が振られ、大きな声で応援する風景が見られました。
　草薙陸上競技場のスタンドでは陣取った応援団からゴールする5市町村選手に盛大な拍手が送られま
した。競技終了後、閉会式が行われ、町村の部第10位入賞の磐田市豊岡、昨年の成績を大きく上回った
敢闘賞の磐田市磐田がそれぞれ表彰を受けました。
　大会前日の2日には、グランシップ大ホール「海」にて盛大に開会式が行われ、各チーム5名が胸を張っ
て入場行進に参加しました。

大会結果は以下の通りです。

郷土の期待を担って　たすきリレーが繰り広げられる

磐田市磐田　市の部　　12位　2時間22分40秒
磐田市福田　町村の部　24位　2時間33分18秒
磐田市竜洋　町村の部　13位　2時間30分16秒

磐田市豊田　町村の部　21位　2時間32分42秒
磐田市豊岡　町村の部　10位　2時間28分05秒

グランシップ大ホール「海」にて開会式



□監　　督
□コ ー チ
□小 学 生
□中学男子
□中学女子
□高校男子
□高校女子
□一般男子
□一般女子
□40歳以上

国松　保（城山中教論）
柴田明浩（市社会福祉協議会）
小嶋正俊（磐田北）
琴岡聖也（城山）
安間光里（城山）
松野　央（磐田南）
後藤友美（浜松市立）
石川辰巳（NTN）
鈴木麻友（大阪国際大）
鈴木　博（NTN）

兼子暁吉（磐田中部）
加茂駿太（南部）
奥村有莉（城山）　
琴岡義規（浜松日体）
山本真由（磐田西）
滝口　哉（NTN）
村松杏紗（丸屋そば店）

杉浦　直（城山）

伊藤健太郎（磐田西）
鈴木夏樹（磐田西）

□監　　督
□コ ー チ
□小 学 生
□中学男子
□中学女子
□高校男子
□高校女子
□一般男子
□一般女子
□40歳以上

寺田明夫（自営業）
荒岡　勇（漁業）
太田拓実（福田）
熊岡寛訓（福田）
赤塚真美（福田）
花生忠広（磐田農）
中山あや（磐田南）
佐野知宏（日体大）
西山貴子（体育指導員）
西山　忍（会社員）

大石　巧（福田）
西山　光（福田）
田中　睦（福田）
高林洋文（磐田西）
金谷瑞紀（横須賀）
深谷浩史（東京農大）
内野友見（非常勤講師）
伊藤康一（会社員）

鈴木まりの（福田）
木野成道（磐田南）　

平野恭利（磐田市職員）
大庭安一（体協竜洋副支部長）
高橋　翔（竜洋西）
石原直弥（竜洋）
大庭亜紗実（竜洋）
内山大瑛（磐田西）
白柳友巳（磐田農）
伊藤将太（麗沢大）
中村さつき（会社員）
長谷川幸和（会社員）

□監　　督
□コ ー チ
□小 学 生
□中学男子
□中学女子
□高校男子
□高校女子
□一般男子
□一般女子
□40歳以上

 

内田　匠（竜洋東）
高橋　衛（竜洋）
内山詩織（竜洋）
北村宏輔（磐田西）
鈴木麻文（磐田西）
生駒裕一（会社員）
鈴木節子（会社員）
大庭稔博（会社員）

村越紗耶（竜洋）
大庭裕貴（浜松日体）

□監　　督
□コ ー チ
□小 学 生
□中学男子
□中学女子
□高校男子
□高校女子
□一般男子
□一般女子
□40歳以上

 

水越由希也（豊田北部）
川井一真（豊田）
山本麻衣（豊田南）
鈴木宏夢（磐田西）
春日真紀子（磐田西）
春日健之介（千葉大）
小松博子（豊田南小教員）
加藤誠（DSMニュートリションジャパン）

両角友太（豊田南）

佐川正治（スズキ）
雪嶋省五（NTN磐田）
芥川弘人（豊田北部）
小松祐介（豊田）
柴田樹里（豊田南）
黒川達也（磐田西）
水口舞（芥田学園）
三谷裕淑（東京農大）
内藤加奈子（スズキ）
山田　力（フルハシ食品）

深田清次
市川勇一郎（乗松建設）
大隅慎太郎（豊岡北）
川合絢也（豊岡）
長谷川洋子（磐田東高中等部）
川合貴也（磐田東）
川合由美（磐田西）
川合勇毅（東京農大）
早津佳映（スズキ）
深田茂利（モリック）

□監　　督
□コ ー チ
□小 学 生
□中学男子
□中学女子
□高校男子
□高校女子
□一般男子
□一般女子
□40歳以上

 

藤森颯介（豊岡南）
秋山　謙（豊岡）
川倉祥子（豊岡）
藤見雄規（磐田西）
堀内理沙（磐田東）
鈴木康夫
高橋さつき（磐田カルチャースイミングセンター）
鈴木正彦（エム・エス・ディ）

鈴木　莉穂（豊岡）
秋山　高徳（磐田西）

■磐　田

■福　田

■竜　洋

■豊　田

■豊　岡

磐田市5チーム監督・選手

産業廃棄物処理業

本社・工場／磐田市笠梅1190　 TEL0538-38-0159
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