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「いわたスポレク健康フェスティバル」開催される
平成30年10月8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2,600名余りの市民が集い、体力テストやトランポリン、
バルバレーなどのニュースポーツ、空き缶つみや剣道教室など
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。
今年は、新卓球場のラリーナが完成して初めての開催となり、
隣のアーチェリー場も含めて体験教室に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、一斉に走りまわる光景が迫力
満点。かなり高い気温の中で追いかけるのは、体力的にもきつ
かったのではないでしょうか。
また、まちの保健室と杏林堂のコラボ企画として「立ち上が
りテスト」などが行われ、バランスを崩して立ち上がれないお
父さんの「こんなはずでは」といった表情が見られました。
今回もボランティアとして参加してくれた中学生が大活躍。
大きな声で握力測定の呼び込みをする女子生徒や、黙々と綿菓
子を作ってくれた男子生徒など、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、今日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。

第19回静岡県市町対抗駅伝競走大会開催
第19回静岡市町駅伝競走大会磐田市チーム
監督
松本寿夫
チーフコーチ
平野恭利
区間
第1区【中学生・高校生女子(3.673km)】
第2区【小学生男子(1.903km)】
第3区【小学生女子(1.715km)】
第4区【中学生・高校生女子(3.549km)】

12月１日（土）静岡市内にて、第19回静岡県
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15分45秒で、市の部第６位でした。12
年連続の入賞です。第５区（高校生男子6.336km）
では、鈴木創士選手が18分16秒の区間新記録で
区間賞を獲得しました。
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様でした。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。

所属
磐田第一中学校
所属
磐田市役所
選手
所属
澤木 はな 常葉菊川2年
鈴木 海登
青城小6年
中村 環菜 豊岡南小6年
渡邉 香澄 常葉菊川3年

記録
11'53"
6'04"
5'54"
12'17"
18'16"
第5区【高校生男子(6.336km)】
鈴木 創士 浜松日体3年
区間新
染葉
司 ヤマハ発動機株式会社 14'47"
第6区【40歳以上(4.430km)】
第7区【中学生男子(3.564km)】
今田 稜真
豊田中3年
11'42"
第8区【中学生女子(3.020km)】
鈴木 優花
竜洋中3年
10'36"
第9区【小学生男女不問(1.619km)】
篠崎
晃 竜洋北小6年
5'43"
第10区【一般女子(3.051km)】
中村真悠子 株式会社セレスポ 10'01"
第11区【中学生・高校生男子(4.310km)】 鈴木 創太 浜松日体1年
12'57"
第12区【一般男子(5.025km)】
鈴木 翔也 皇學館大1年
15'35"
1500m
後藤 苺衣
東部小6年
5'09"08
1500m
小澤さくら 磐田北小6年 5'24"01
平岡 祥多
向陽中2年
蜂須賀來奈
城山中1年
蜂須賀夕來
城山中1年
山内 亮威 浜松日体2年
杉浦
直 磐田市体育協会
田中ひかる 国士舘大1年
生駒 裕一
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11月18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11,078名のエントリーをいた
だき、「第21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さまには、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、地域の皆さま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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【主
【共

【協
©磐田市

催】 NPO法人磐田市体育協会
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）

賛】 ヤマハ発動機㈱、磐田信用金庫、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、大
和証券㈱ 、㈱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）
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ボランティア

磐田を
めつくせ！

仮装ランナー

参加ランナー

【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㈱、磐田地区校長会、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 【応
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、磐田市内幼稚園保育園こ
ども園、磐田市内小中学校、磐田市内高等学校
（順不同）
援】 東部幼稚園、磐田中部幼稚園、磐田西幼稚園、
福田こども園、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）
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2020年の東京オリンピックで正式種目となり注目を集
めている空手、鍛練を積み重ねた先には大舞台が待ってい
ます。しかし最も大事なのは『日々の鍛練』、自らが考え責
任を持って行動する、これこそが空手の道。生涯武道を目
指し、厳しく、また楽し
く練習に励んでいます。
現 在、日 本 空 手 協 会、
和道会の二流派、六団体
で構成、日々の稽古に汗
を流しています。

会
磐田山の
8
倉知 09 0-7 43 3-3 06
問い 合わ せ先

山登り。球技が苦手でも、走る
のが嫌いでも、何歳からでも、自分
のペースで楽しむことができるのが
登山です。
磐 田 山 の 会 で は、毎 月1回 の 定
例山行（基本日帰り）春夏秋冬の
季節の宿泊山行と、年間を通して
活動しています。現在、会員は50
代〜80代の二十数名で自分の実力
に合った登山を楽しんでいます。
毎月の定例山行は、ほぼ全員が交
代で幹事をつとめ、登る山を決め
山行計画をたてて行っています。
街では見ることのできない高山植
物や山頂からの素晴らしい眺望は、
自分の足で歩いたからこそのご褒美
です。一緒に登ってみませんか。

事務局

より

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さま、ご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。

