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第９回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 11月12日スポーツ交流の里ゆめりあ競技場



　11月12日 スポーツ交流の里ゆめりあを発着する第9回 ジュビロ磐田メモリアルマラソンが開催されました。�
　前日の激しい雨でスタッフを悩ませましたが当日は肌寒く、風は強いものの天候が回復4,040名のランナーが健脚を競いました。大会はハーフ
マラソン、10km、5km、3km(ファミリー部門含)の20部門で行われ5km一般男子の404名の参加をはじめ、3km男子小学生では536名が参加
しました。また北海道や福岡県からの選手もエントリーし賑やかな大会となりました。選手宣誓は東京都から参加の小学生中山雅史選手が大きな声
で元気に宣誓し場内から大きな拍手が沸き起こりました。スターターにはジュビロ磐田から中山雅史選手、田中誠選手、福西崇史選手、服部年宏選
手が務め華やかなスタートとなりました。また5kmには、中山雅史選手、服部年宏選手が飛び入り参加し多くのランナーや沿道の市民と交流をして
大会を盛り上げました。�
　3kmでもジュビロ磐田若手選手が参加子どもたちと一緒に完走しました。�
　レース後はジュビロ選手とヤマハ発動機ラグビー部の選手によるサッカークリニック、ラグビークリニックが行われ小学生を指導しました。�
　大会開催にあたり地元自治会の皆様、ボランティアスタッフの皆様、ご協力、ご支援頂いた関係各位に感謝しお礼申し上げます。�

3km　小学生　女子　149名参加�
高木　理瑚 袋井市 11：12�
�
3km　小学生　男子　536名参加�
渥美　良明 静岡市 10：59�
�
5km　中学生　女子　　67名参加�
安間　光里 磐田市 18：40�
�
5km　中学生　男子　146名参加�
高橋　広 袋井市 16：51�
�
5km　 一般  　女子　226名参加�
柴田　美帆 新居町 18：03�
�
5km　 一般  　男子　404名参加�
久保田　光博 大井川町 16：20

10km　女子　 16歳～39歳 　98名参加�
藤田　真梨 浜松市 43：06�
�
10km　女子　　 40歳以上　　69名参加�
中田　弘美 浜松市 38：39�
�
10km　男子　16歳～29歳　126名参加�
飯田　涼平 新居町 31：24�
�
10km　男子　30歳～39歳　217名参加�
岩本　晃典 浜松市 32：14�
�
10km　男子　40歳～49歳　206名参加�
時田　勇 下田市 34：53�
�
10km　男子　50歳～59歳　172名参加�
阿部　文男 浜松市 36：02�
�
10km　男子　 60歳～69歳  　82名参加�
佐川　正治 磐田市 37：52�
�
10km　男子　　 70歳以上　　25名参加�
田中　喜慶 千葉県 42：55

ハーフマラソン　女子　16歳～39歳　　44名参加�
村松　夏子 富士市 1：26：17�
�
ハーフマラソン　女子　　40歳以上 　　45名参加�
大場　稔子 焼津市 1：33：01�
�
ハーフマラソン　男子　16歳～29歳　　95名参加�
天野　元文 浜松市 1：09：31�
�
ハーフマラソン　男子　30歳～39歳 　191名参加�
滝口　哉 磐田市 1：11：07�
�
ハーフマラソン　男子　40歳～49歳 　253名参加�
山本　康夫 島田市 1：15：58�
�
ハーフマラソン　男子　　50歳以上  　233名参加�
原田　幸雄 袋井市 1：22：11
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いかまい 磐田 100キロウォーク 第2弾�
ふくてくウォーク 開催される�
　9月17日（日）磐田市福田地区内を巡る「いかまい磐田
100キロウォーク」第2弾ふくてくウォークが市内外から約
300名のウォーキング愛好者が参加して開催されました。当
初台風13号の影響も心配されましたが雨もほとんど降ること
なく無事終えることができました。�
　スタート地点の屋内スポーツセンター駐車場には朝早くか
ら参加者が集まり9時の出発式のあと20ｋｍのいかまいコー
ス11ｋｍのがんばるぞコース、7ｋｍのほどほどコースにそれ
ぞれスタートしました。コースには織物の歴史展示や手織り体
験のできるコーディロイハウス、ふれあいの場として市民にも
親しまれている福田漁港など見所も多く子どもたちも楽しみ
ながら歩くことができました。�
　ゴール後には、磐田市健康づくり食生活推進協議会の皆さ
んが調理した地区内の特産物「しらす」を使ったかき揚げが参
加者に振る舞われました。�

いかまい 磐田 100キロウォーク 第4弾�
熊野の里ウォーク 開催される�
　11月26日磐田市豊田地区内を巡る「熊野の里ウォーク」が
市内外のウォーク愛好者300名余りが参加してアミューズ豊
田を発着するコースで行われました。�
　アミューズ豊田の受け付けには磐田100キロウォーク4回
目の参加者も多くコースマップや、チェックポイントを熱心に確
認する様子も見られ磐田ウォークへの期待を感じることができ
ました。豊田地区内には名所、旧跡が多く今回は見所いっぱい
のほどほどコース（6km）、がんばるぞコース（12km）、いか
まいコース（20km）の3コースが設定され参加者が歴史を感
じながら楽しく散策しました。今回のウォークには豊田中学校、
豊田南中学校、磐田第一中学校、磐田城山中学校、磐田南部中
学校、福田中学校、豊岡中学校の多くの生徒がボランティアと
して参加し運営サポートやチェックポイントなどの清掃活動を
積極的に行い地域美化活動に貢献しました。また地区小学生
によるチェックポイントでの歴史説明も行われ大変好評を得る
ことができました。�
　ゴールのアミューズ豊田には甘酒が用意されウォークを終
えた参加者に振る舞われました。�

いかまい 磐田 100キロウォーク 第3弾�
とんぼの里ウォーク 開催される�
　10月15日秋晴れの快晴の中、いかまい磐田100キロウォー
ク第3弾「とんぼの里ウォーク」が磐田市陸上競技場を発着す
るコースで開催されました。コースはほどほどコースの7km、
がんばるぞコースの11km、いかまいコースの20kmでそれ
ぞれに磐田の歴史を再発見する魅力あるコース設定で多くの
市内外の参加者が秋の1日を満喫しました。�
　旧見付学校では酒井の太鼓が展示され参加者が打つ太鼓の
音が大きく響き渡りました。とんぼの楽園として有名な桶ヶ谷
沼ではドリンクサービス、ひょうたん池では地元自治会の皆さ
んによる「甘酒」でホット一息する光景が見られました。�
　徳川家康が幕府隆盛を祈願したと伝えられる医王寺では枯
山水の名園を見学したり、磐田市指定文化財の欅が境内にあ
る福王寺では骨董品市も見学できました。文化財発掘中で国
指定文化財南大門跡などがある遠江国分時跡では奈良時代に
タイムスリップした気分で磐田市観光ボランティア皆さんの説
明を聞くことができました。�
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受付場所�
豊岡総合センター�
いかまいスポット�
豊岡梅園・野辺神社・獅子ヶ鼻公園�
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　7月7日（金）体協指導者育成委員会の講座として夏に向けての「熱中症予防について」
の勉強会が市総合体育館で開催されました。講師は健康管理士一般指導員の岡村圭二郎氏
です。�
　足のけいれんなどは「熱けいれん」で初期の熱中症状態です。水分補給（塩分、糖分含む）
をするなどして処置を行ってほしいなど内容は炎天下などのスポーツで役立つ充実した講
座でした。質問も多く水分の補給量、いつ飲んだら効果的かなど様々な質問があり受講者も
これからのシーズンに向け活発な意見が交わされました。�

指導者育成講座「熱中症予防について」開催される�

　7月30日（日）第43回竜洋地区水泳大会が海洋センター屋内プールにて開催され、自治
会対抗リレーや小学生によるチャンピオンレースなどのタイムレースから、ビート板競争や宝
さがしなど子どもたちが楽しめる競技なども行われました。�

竜洋地区水泳大会が開催されました�

　夏の太陽が照りつける中第1回ジュビロ磐田陸上競技大会（第26回磐田市陸上競技大会、
第18回磐田市マスターズ大会）が8月27日（日）かぶと塚の磐田市陸上競技場で開催され
ました。県内各地から約500名が参加し記録に挑戦しました。�
　大会はトラック、フイールドに18種目を行い選手たちの躍動する姿を見ることができました。�
　選手は幼稚園児、保育園児から小学生、中学生、一般、マスターズ選手まで幅広く互いに競
い合い日頃の練習の成果を披露しました。また多くの応援の市民も詰め掛け第1回ジュビロ
磐田 陸上競技大会を盛り上げました。�

第1回ジュビロ磐田陸上競技大会 

　15回目を迎えたトライアスロンの第15回サンライズ磐田ＩＮ竜洋大会が10月1日磐田市
の竜洋海洋公園を会場に開催されました。前日から会場入りした選手を含めＡタイプには
117名、Ｂタイプには69名、Ｒタイプには11チーム33名がエントリーして日頃鍛えた健脚
が競われました。この大会は静岡県内3大大会に数えられ毎年多くの選手が全国各地から参
加します。今大会も香川県、京都府、茨城県などからの参加者があり、また年齢も19歳から
67歳と幅広く大会が盛り上がりました。�
　競技はＡタイプ…スイム2km、バイク70km、ラン20km・Ｂタイプ、Ｒタイプ…スイム1km、
バイク37km、ラン10kmに分かれ雨が強く気温も低い厳しい条件の中、各選手は自己の限
界に挑戦しました。�
　Ｂクラスでは地元磐田市（竜洋）の高林 靖選手が初出場で1時間59分17秒のタイムで初
優勝し満願の笑顔でゴールしました。関係者、友人たちの喜びの表情が印象的でした。�
　今大会には地元中学生、高校生のボランティアも大活躍して大会運営をサポートしました。�

第15回サンライズ磐田ＩＮ竜洋大会開催される�

豊岡男女混合バレーボール大会�

　7月2日豊岡地区からサンクラブ、豊岡、インペリオ、イーストＡ、イーストＢ、の5チーム、浜
松市二俣地区からドリーム、本町の2チームが参加して豊岡男女混合バレーボール大会が豊
岡体育館で開催されました。�
　全国各地で真夏日になり体育館内も猛暑となりましたが選手は暑さに負けずコート上で
思い切りのよいプレーとチームワークで日頃の練習の成果を披露しました。�

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�



　8月27日（日）アミューズ豊田で開催された第2回磐田市長杯争奪車椅子ツインバスケッ
トボール大会は関東地区、東海地区、近畿地区の各ブロックから参加の6チームで争われ千
葉ピーナッツが昨年度に続き連覇を果たしました。�
　大会は1試合10分ピリオド4回を戦い勝敗を決めるトーナメント方式で行われました。各
チームには選手個人に持ち点（運動能力により点数化してチームの合計持ち点の上限を決
め傷害の程度や種類でも参加できるよう配慮している）が与えられ実力が発揮されるスリリ
ングな試合が展開されました。 �
　優勝の千葉ピーナッツは野本洋輔キャプテンを中心にまとまり、決勝戦ではＦｏｒｚａ（東京都）
を57対46で接戦を制し、大会2連覇（旧豊田町体協主催大会から通算3連覇）を達成し磐
田市長杯を手にしました。�
　ゴール付近では車椅子の激しいぶつかり合い、ボールの奪い合いや選手の転倒も続出す
るなど熱気溢れる試合がコート上で繰り広げられました。また会場内からの大きな声援を受
け大粒の汗を流しての迫力あるプレーを随所に見ることができました。�
　大会には多くの市内高校生、中学生、専門学校生がボランティアで運営をサポートして大
会を盛り上げました。�

第2回磐田市長杯争奪 車椅子ツインバスケットボール大会�
千葉ピーナッツ（千葉県）大会連覇�

　10月15日磐田市陸上競技場で「ラジオ体操 みんなの体操会ＩＮ磐田」が開催されました。これは磐田市
合併1周年を記念して日本郵政公社、ＮＨＫ、全国ラジオ体操連盟が主催、磐田市が共催して実現されました。�
　夜が明けない早朝から静岡市、焼津市、静岡市清水などからラジオ体操連盟のメンバーなどを含め市内外
から約3,000名が集まり、ＮＨＫ朝のラジオ体操に合わせ全国生中継され、元気な磐田市の様子が全国に発
信されました。�
　6時30分に講師の長野信一先生の「おはようございます」からスタートして磐田市の紹介やラジオ体操の
歌の後、幅しげみ先生のピアノの生演奏に合わせ全員でラジオ体操が行われました。長野先生の他、この日
のために練習を重ねた磐田市体育指導委員の皆さんが、揃いのトレーナを着用して最前列で体操を披露し
ました。�

磐田市合併1周年記念 ラジオ体操、みんなの体操会ＩＮ磐田 開催される�

　いわたスポレクフェスティバルが10月15日、かぶと塚公園の陸上競技場、磐田市総合体育館で開催
され、市内のスポーツ少年団や市民で賑わいました。�
　ニュースポーツ体験エリアでは、ファミリーバトミントン、ドッチ”ビー、キンボール、カローリング、
バルバレー、ペタボード、グリーンボールなどが体験でき子どもたちが新しいスポーツに挑戦してい
ました。�
　またジュビロホームエリアでは、ラグビー教室が開かれ全国で普及活動が展開されているタグラグビー
などを体験してラグビーボールのパス練習に取り組む姿が見られました。�
　その他バンブーダンス、豆つまみ皿うつし、空き缶つみなど子どもたちが何度も挑戦していました。�

第2回 いわた スポレクフェスティバル 開催される�

おめでとう！藤枝順心高等学校初優勝�

　8月6日行われた第15回全日本高校女子サッカー選手権大会最終日は、ジュビロ磐田ヤ
マハスタジアムで決勝戦が行われ、藤枝順心高等学校（静岡県）が常盤木学園高等学校（宮
城県）を2対1で破り初優勝をしました。�
　10：00キックオフのこの試合は、前半の2本のシュートを確実にゴールに結びつけた藤枝
順心高校が前、後半合わせて11本のシュートを放った常盤木学高校の攻撃を後半の1点に
押さえて守りきり静岡県勢に初めての優勝をもたらしました。�
　観衆も2，000人を超え、炎天下、ピッチの気温も38度を超えていましたが満員のメイン
スタンドからは大声援がおくられました。常盤木学園高校は5年連続の決勝戦進出で4年振
りの優勝を逃し4年連続の準優勝におわりました。�
　試合後藤枝順心高校に優勝杯、総務大臣、国民スポーツ杯、磐田杯、表彰状、優勝メダル、
常盤木学園高校には表彰状、準優勝メダルがまた今大会のフエアープレー賞は常盤木学園
高校に授与されました。�



　12月2日（土）県庁前をスタート県営草薙陸上競技場をゴールとする42.195kmをたすきで繋ぐ「第7回静岡県市町村対抗駅伝競走大会」が開
催されました。前日には静岡グランシップにおいて42市町村から47チームが参加して盛大に開会式が行われ大会ムードを盛り上げました。�
　10区間10名での大会は今回が最後となり（来年度は42.195km11区間、小学生女子区間新設）各チームは来年を見据えた選手強化が見受け
られました。磐田市チームは「磐田市」「磐田市北」「磐田市南」の3チームが参加し大健闘をして新生磐田市を県下にアピールしました。�
　参加選手は次の通りです。�
●大会結果（市の部）　磐田市 13位　磐田市北 20位　磐田市南 27位�

　60歳以上のスポーツと文化の祭典「第19回全国健康福祉祭しずおか大会　ねんりんピックしずおか2006」が10月28日から4日間県内18市
町で23のスポーツ交流大会や美術展、音楽文化祭などが開催されました。�
　静岡スタジアムエコパでは全国の代表選手が入場行進して盛大に開会式が行われました。また様々なアトラクションに多くの県民が参加し静岡を
アピールしました。�
　地元磐田市では24チームが参加してサッカー交流大会が開催されました。28日には磐田市民文化会館でサッカー交流大会開始式が行われ静岡
県代表チームをはじめ全国から400名の選手が集いました。�
　静岡県チームの谷沢仙夫選手が「勝負にこだわりつつ、選手の皆さんと交流し有意義な大会にすることを誓います」と力強く選手宣誓した。�
　大会は市内3会場で行われ静岡県チームは　高知県に4－0、奈良県に7－0、仙台市に1－0でブロック内総当り戦を3試合無失点で全勝しブロッ
ク優勝を決めました。静岡県チームはドリブルやパス回しで他県を圧倒し静岡サッカーを全国にアピールしました。�

監督�
　国松　保　（城山中教員）�
　佐川　正治（スズキ）�
　寺田　明夫（自営）�
�
コーチ�
　柴田　明浩（磐田市社協）�
　雪嶋　省五（NTN）�
　平野　恭利（磐田市役所）�
�
小学生�
　藤原真太郎（磐田西小）�
　高橋　翔　（竜洋西小）�
　岩倉　史佳（竜洋西小）�
　武藤　修平（磐田北小）�
　金田健太郎（豊浜小）�
　山野邊拓哉（福田小）�
 �
中学男子�
　高橋　衛　（竜洋中）�
　田島　隆久（神明中）�
　鈴木　翔平（神明中）�
　大隅慎太郎（豊岡中）�
　小松　祐介（豊田中）�
　鈴木　大輝（磐田東中）�

高校男子�
　高柳　智尚（磐田西高）�
　小山　敦史（磐田西高）�
　鈴木　貴之（磐田西高）�
　熊岡　寛訓（磐田西高）�
　琴岡　義規（浜松日体高）�
　黒川　達也（磐田西高）�
　村田　京介（磐田農高）�
　杉浦　直　（浜松日体高）�
　琴岡　聖也（磐田南高）�
�
中学女子�
　安間　光里（城山中）�
　神谷　琴美（城山中）�
　長谷川洋子（磐田東中）�
　鈴木　愛生（向陽中）�
　高柳　奈央（城山中）�
　斉藤　芽衣（向陽中）�
　鈴木結生花（向陽中）�
　大庭亜紗実（竜洋中）�
　田中　睦　（福田中）�
 �
 高校女子�
　内山　詩織（磐田西高）�
　白柳　友巳（磐田農高）�
　山本　麻衣（磐田農高）�
　後藤　友美（浜松市立高）�

　中村真悠子（磐田北高）�
　清水　薫子（磐田南高）�
�
一般女子�
　鈴木　麻友（大阪国際大）�
　鈴木　夏樹（東京女子体育大）�
　内藤加奈子�
　鈴木　節子�
　西山　貴子�
　小松　博子�
�
一般男子�
　伊藤　将太（麗澤大）�
　三谷　裕淑（東京農大）�
　深谷　浩史（東京農大）�
　中田　貴勝（東洋大）�
　滝口　哉　（NTN）�
　柴田　貴行（スズキ）�
�
40歳代�
　長谷川幸和（ヤマハ）�
　大庭　稔博（磐田消防署）�
　西山　忍　（ホンダ）�
　鈴木　博　（NTN）�
　山田　力　（フルハシ食品）�
　伊藤富士男（ショーワ）�



2006年6月、トレーニング室がリニューアルオープンしました!!!�
最新マシンを導入し、より良いトレーニング環境へと進化しました。女性や中高年の方が使いやすいマシンを揃えました。また、フリーウェイトコーナ
ーも充実!!多くのみなさまに満足していただけるトレーニング室へ生まれ変わりました☆�

☆トレーニング室を初めて利用される方へ�
経験の有無に関わらず、初めてトレーニング室を利用される方はビギナ
ー講習を受講ください。�
ビギナー講習は下記の時間に行っております。運動のできる服装でトレ
ーニング室までお越しください。なお、講習開始時間に間に合わない場
合は、ビギナー講習に参加できかねますのでご了承ください。�

※日曜日の夜間はビギナー講習を行っておりませんのでご注意ください。�
※持ち物：室内用シューズ・運動のできる服装（ジーンズはご遠慮ください）�

☆シェイプアップ・健康体操のお知らせ�
トレーニング室では、平日2回（約40分）プチ・レッスンを行っております。トレーニング室会員であれば誰でも参加ＯＫです。「トレーニングはして
みたいけど、一人ではなかなかできなくて･･･」｢マシンでのトレーニングはチョット･･･｣と、そんなアナタにオススメデス!!インストラクターと一緒
に楽しくシェイプしてみませんか？シェイプアップと健康体操は以下の通りです。�

シェイプアップ･･･音楽に合わせて楽しく行います。�
健康体操･･･肩こり・腰痛予防の体操などゆったりと行ないます。�
※両レッスンとも、チューブやボール・バランスボールなど様々な道具を
使って行います。�

<午前>　月～日曜日　11:00～�
<午後>　月～日曜日　15:00～�
<夜間>　月～土曜日　19:00～�

  10:00～  14:00～�
 月  シェイプアップ�
 火  健康体操�
 水  シェイプアップ�
 木 シェイプアップ  健康体操�
 金  健康体操�

ダンベル教室�

ヨーガ教室�

エアロビクス教室�

さわやか教室�

低学年水泳教室�

ダンベル教室�
　中高年の女性を中心に健康維持・増進のためのダンベル体操を行なっています。�
�
エアロビクス教室�
　音楽に合わせ、楽しくエアロビクスを行っています。�
�
ヨーガ教室�
　呼吸に合わせ身体のすみずみまでじっくりと伸ばしていきます。�
　�
さわやか教室�
　60歳以上の方を対象に、健康体操やニュースポーツなどで楽しく体を動かします。�
�
親子アクア水泳教室�
　親子で楽しく水中運動・泳ぎの練習などを行いました。�
�
低学年水泳教室�
　小学校低学年のお子様を対象に、少人数クラスで泳力の向上を目指しました。�
�
さわやかリズム体操クラブ�
60歳以上の方を対象にボール、チューブなどを使い楽しくリズムにのって体操
を行います�
�
親子フィットネス教室�
　親子での体力づくりをサポートします。リズムに合わせて楽しく体を動かします。�
�
ジュニアスポーツ教室�
　お子様の基礎体力向上を目指し、陸上運動など色々なスポーツを行います。�



磐田 儘下　高育 鈴木　　猛�

 宇藤　栄治�

豊田 清水　万大 粟倉　義博�

福田 西島　温行 寺田　廣之�

竜洋 山下　安範 保科　雅之�

豊岡 稲葉　昌美 鈴木　春夫�

平成18年度　賛助金をいただいた方々ご紹介�

（敬称略、順不同　11月30日 現在）�企業及び団体の部�

個人の部�

ヤマハ発動機（株）�
山下歯科医院�
安倍川開発（株）�
磐田ソフトボール協会�
小笠原マル昇（株）�
見付公民館体育部�
（有）村越電気工業所�
（株）竜洋ゴルフガーデン�
ミズノ（株）�
（有）宇田自動車工業�
長谷川体育施設（株）�
マルシェ（株）�
大和化学工業（株）�
ロジステック浜松（株）�
（株）メンテックカンザイ�

（有）門鈴建設�
ユニヴァーサル商事（株）�
豊洋クロステック（株）�
八百桂�
コーケン工業（株）�
OTE（株）�
須田産業（株）�
マルス技研（有）�
東海開発観光（株）�
喜多八�
静岡森紙業（株）�
メルシャン（株）磐田工場�
メルシャンバイオグリーン（株）�
磐南浄化槽（株）�
中部ガス（株）浜松支店磐田営業所�

小林建設（株）�
山二輸送（株）�
日星電気（株）�
（株）堀内土木�
魚邦�
（株）ヤザキ�
かぐら�
前島電気工事（株）�
中日本プラントサービス（株）�
セコム（株）磐田支社�
中部電力（株）磐田営業所�
（株）ジェイ・プ・ラッカ�
（有）大鈴自動車工業�
（株）加登屋�
（株）鈴高工務店�

東海アルコック工業（株）�
（有）日映造形まるげん�
（株）スズキ自販浜松�
（株）スズキ組�
タカラ食品（株）�
リバーサイドゴルフ�
竜洋支部ボクシング部�
磐田運動具商組合�
（株）コーシンサービス�
出雲殿（クリフトンイワタ）�
石川建設（株）�
磐田カルチャースイミングセンター�
磐田信用金庫�
（有）富士見不動産�
磐田科学工業（株）�

くりやま商品�
東海ペプシコーラ販売（株）�
静岡県トライアスロン協会�
豊田ゲートボール�
豊田庭球�
豊田バレーボール�
豊田バドミントン�
豊田健友クラブ�
豊田ソフトボール�
寿�
�

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10,000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。�

吉岡　伊作�
内田　啓吾�
鈴木　源一�
大場　隆史�
松本　　武�
後藤　仁志�
鈴木　祐司�
稲村　文孝�
相場　　誠�
高林　要則�
春田　智道�
榎本　行宏�

長谷川寿一�
堀内　昌文�
鈴木　幸雄�
川合　孝子�
水野　貞男�
神坂みどり�
佐藤　康夫�
鶴田実恵子�
鈴木　康之�
鈴木　照子�
守谷　勝治�
古川　栄一�

鈴木　　猛�
加藤　正信�
杉山　　元�
乗松　智樹�
村松　安彦�
早澤　清宏�
鈴木　利之�
鈴木　　勉�
鈴木　文夫�
渡辺　貴則�
平谷　　均�
氏原　勝美�

田中　都夫�
秋山　　勝�
川出　静夫�
山下　平司�
池田　弘人�
松本　邦廣�
鈴木　啓司�
村松　邦明�
田代　孝治�
山下　　力�
鈴木　房夫�
稲葉　昌美�

熊谷　通彦�
鈴木　啓之�
緩鹿　秀夫�
前島　教次�
小出　幸雄�
松島　正司�
乗松みゆき�
小島　広子�
見米　哲子�
鶴田　直子�
太田　博美�
松下　　孝�

和田　安之�
　木　邦弘�
伊藤　　章�
鎌田　晃司�
宇藤　栄治�
藤村　博美�
杉山　　悟�
森クリニック�
楊 楽 祥 �
竜洋支部卓球部�
竜洋支部水泳部�
竜洋支部テニス部�

竜洋支部ゲートボール部�
竜洋支部サッカー部�
豊田支部 楽走会�
豊田支部 龍池舎�
豊田合気道�
豊 田 F C �
豊田グランドゴルフ�
豊田バウンドテニス�
豊田卓球クラブ�
豊田日本3B体操�
スポ少豊田vsc�
豊田グリーンズ�

豊田クラブ�
豊田南サッカー�
豊 田 J F C �
豊田ミニバス�
日本空手協会 豊田支部�
豊田柔道スポ少�
北部少年剣道クラブ�
南部少年剣道クラブ�
青 城 J F C �
豊田町卓球スポ少�
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