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第22回静岡県市町対抗駅伝競走大会
第22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
漆畑 詔一
区間
選手
第1区【中学生・高校生女子(3.673km)】 蜂須賀夕來
第2区【小学生男子(1.903km)】
本間 遥裕
第3区【小学生女子(1.715km)】
梶川 結光
第4区【中学生・高校生女子(3.549km)】 蜂須賀來奈
第5区【高校生男子(6.855km)】
鈴木 陽道
第6区【40歳以上(3.911km)】
鈴木 清志
第7区【中学生男子(3.564km)】
鈴木 海登
第8区【中学生女子(3.020km)】
中村 環菜
第9区【小学生男女不問(1.619km)】
松下 斗哉
第10区【一般女子(3.051km)】
川井唯吏奈
第11区【中学生・高校生男子(4.310km)】 永井 克樹
第12区【一般男子(5.025km)】
杉浦
直
1500m
中村菜々美
1500m
大庭 怜王

磐田市スポーツ協会
天竜厚生会
所属
記録
磐田南高等学校 13'19
豊田南小学校
6'15
青城小学校
6'08
磐田南高等学校 12'50
浜松商業高等学校 21'03
浜松ホトニクス株式会社 11'56
豊田南中学校
11'42
豊岡中学校
11'17
磐田西小学校
5'51
静岡大学
11'20
浜松商業高等学校 13'56
磐田市スポーツ協会 15'16
豊岡南小学校 5:27.61
豊田南小学校 5:08.65

12/４(土)第22回静岡県市町対抗駅伝競走大会（12区間42.195km）が、県内全35市町37チームが参加し、
静岡市内にて開催されました。
風は吹いていましたが晴天に恵まれる中、午前10時に県庁前をスタート。２区（小学生男子区間）本間遥裕さん、
９区（小学生区間）松下斗哉さんが、それぞれ区間８位と健闘するなどすべての選手が力走を見せ、ふるさとへの思
いを一つにしてタスキを繋ぎました。結果は2時間20分53秒で市の部第13位でした。
力を出し切れた選手、そうでなかった選手もいたようですが、大会
後の振り返りでは、多くの選手が「来年また挑戦したい」と気持ちは
次回に向けられていました。
選手を支えていただいた関係者の皆様、テレビの前で声援を送って
頂いた市民の皆様、ありがとうございました。来年もチーム一丸とな
って臨めるよう、引き続きのご支援を宜しくお願い致します。

インクルーシブスポーツ体験会

〜 インクルーシブな磐田に！ 〜

インクルーシブな磐田に！
11月28日（日）見付交流センターにてインクルーシブスポーツ体験会を実
施しました。年齢、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、誰もがスポーツ
を楽しむために開催しました。
本イベントは講話と体験で構成され、参加者は２班にわかれ両方を交互に受
けました。磐田市社会福祉協議会の大杉昌弘さんの講話では、「インクルーシ
ブな磐田に！」と題して、スポーツをみんなで一緒に楽しむには、お互いの違
いを認め合うことが大切であると伝えていただきました。
体験ではボッチャ、フライングディスク、ゴールボールを紹介し、中学生
から大人まで交流を深めつつ楽しんでいました。
磐田市スポーツ協会の河島会長は本イベント終了後参加者に対して「今日体
験して学んだことを広げていただき、様々な方がスポーツ
に親しめるようにお願いしたい」と話されました。
※「インクルーシブ」について
障がいの有無や性別、国籍のちがいなどによって孤立したり、排除されたりする
ことなく、多様な価値観を持って誰もが豊かな人生を送れる社会を目指すこと。

いわた
市民の手で作成した巨大応援ボードは

ジュビロ磐田 を J1 へ

「今年こそＪ１へ」と市民の願いは、市民の皆さんが集めたペットボトルキャップを貼り合わせ、ジュビロ磐田への
応援メッセージとして実現しました。市内４か所で作成された応援ボードは、繋ぎ合わせられ「Ｊ
１復活心ひとつに」の巨大なメッセージとなり、１１月２０日の第４０節の際にヤマハスタジア
ムジュビロ広場にお披露目されました。市民の皆さんが巨大な応援ボードの作成者となり、ジュ
ビロ磐田のＪ１復帰を応援しました。市民の手で作成された応援ボードは、ジュビロ磐田の選手
の力となり J1 復帰を叶えてくれました。

秋空の下、
ゆるスポーツで楽しむ！
１１月１４日（日）安久路公園多目的グラウンドにおいて、誰でも簡単にできるスポーツ「ゆ
るスポーツ」が行われ、秋空の下、親子で楽しい時間を過ごしました。開会式では、全国障
害者スポーツ大会に 3 回出場経験のある掛井孝子さんがアキュラシーの腕前を披露して下さ
いました。
体験種目は、走らないサッカーであるウォーキングサッカー、様々なボールを使用したキッ
クターゲット、そして、フライングディスクでは ※1アキュラシーや ※2ディスゲッターナイン
など 7 種目にチャレンジしました。ちびっこも大人も時を忘れてゲームに熱中していました。
また、ジュビロ磐田Ｊ１復帰を願う応援イベントも同時開催され、参加者がゲームでゲット
した得点は、ボトルキャップ数に換算され、応援メッセージボード「復活」の文字の作成に
協力いただきました。そして、ジュビロ磐田の選手達に願いが届いたのか午後に行われた試
合では、水戸に勝利しＪ1 復帰を決定しました。
※1 アキュラシー…フライングディスクを投げ、円形のゴールを通過した数を競う。
※2 ディスゲッターナイン…フライングディスク使用した的当て。

ウォーキングサッカーの様子

ディスゲッターナインの様子

スポーツ体験会 in 磐田
11/3（水・祝日）かぶと塚公園内磐田市陸上競技場並びに磐田市総合体育館にて
『スポーツ体験会ｉｎ磐田』が開催されました。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為、磐田市民限定で事前申込としましたところみなさん身体を動かす機
会を探していたのか２日間で定員となってしまう盛況ぶりでした。お申込出来なかった方ごめんなさい
当日は、イベント開催前に『地域ブランド調査 2021』で『スポーツのまち全国第１位』となり、草地市長より参
加者とスタッフに報告されクラッカーを鳴らしお祝いしました。
※3
陸上競技場にて体力テスト、５０ｍ走、
モルック、体育館ではトランポリン、東京パラリンピックで話題になったボッ
チャ体験等々が行われ、体力テストでは、コロナ禍での運動不足からか、
『弱ってるなぁ･･･？』
『こんなはずじゃあ･･･』
、
ボッチャ体験では思ったところに転がってくれない簡単に見えて難しいなどの声がちらほら聞こえてきましたが、『楽
しかった』『面白かった』の声も聞かれ無事終了しました。
徐々にこういった機会が増え以前のように多くの参加者
の方をお迎えしイベントが開催出来る事を楽しみにしてい
ます。ご参加頂いたみなさん有難う御座いました。そして
お手伝い頂いた中学生ボランティアの皆さん、スタッフの
皆さんお疲れ様でした。どうも有難う御座いました。
※3 モルック…モルックと呼ばれる木製の棒を投げて、スキットルと呼ばれる木製のピンを倒し得点する。

広告募集中

当協会広報紙への広告掲載企業を募集しています。 お問い合わせ TEL：0538-33-3443
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開催日

令和4年 ２月23日(水・祝)

磐田市アミューズ豊田を会場として行います。起伏の少ないコースですので、
マラソン初心者の方も安心してご参
加頂けます。今大会で最後となる長藤マラソン大会にぜひご参加いただき、皆さんで最終回を盛り上げましょう。

【部
門 】3km（小学生のみ） 5km（中学生以上） 10km（高校生以上）※実測9.8km
【申込方法】振替払込用紙 締切：令和４年１月21日(金)
【 問 合 せ 】ＮＰＯ法人磐田市スポーツ協会
ＴＥＬ：0538-33-3443 （月〜金 9：00〜17：00）
※当日受付は行っていません。定員になり次第、申込終了となる場合がございますので、お早めにお申込ください。

磐田市スポーツ協会 主催

教 室紹介

【問い合わせ先】磐田市総合体育館（0538-32-4236）

卓球教室
【日

時】

【場 所】
【受講料】
【定 員】
【持ち物】
【内

容】

月3回火曜日
1部13：00〜14：30
2部14：45〜16：15
磐田市総合体育館またはラリーナ
1ヶ月3,000円（税込、保険料込）初日のみ申込書記入、次回以降月謝制
1部15名 2部15名
運動が出来る服装、室内シューズ、タオル、飲み物、マスク
ラケット（お持ちの方）※ラケットの貸し出しあります！
ラリーやスマッシュなど基礎的なことを行います。
丁寧に優しく指導し、初心者の方でも楽しみながら参加出来る教室です！

わくわく

体幹トレーニング

★小1〜3年生 月3回月曜日 17：00〜18：00
☆小4〜6年生 月3回火曜日 17：30〜18：30
【場 所】 磐田市総合体育館
【受講料】 1ヶ月2,250円（税込、保険料込）
初回のみ申込書記入、次回以降は月謝制
【定 員】 小1〜3年生15名 小4〜6年生15名
【持ち物】 運動が出来る服装、室内シューズ、タオル、飲み物、マスク
【内 容】 子どものやる気を引き出す！なりたい自分になる心のレッスンです。
様々な角度から身体能力を高め、各スポーツに必要な集中力・運動能力の向上に繋
げます。体幹トレーニング、リズムトレーニングなどケガ予防としても必要なトレ
ーニングについて学べます。

【トレーニング室紹介】見学 OK ！
磐田市総合体育館・豊岡体育館のトレーニング室は、健康増進を目的としてランニングマシンや
筋力トレーニングマシンが揃っています！
自分のペースで運動することができ、運動が苦手な方でも気軽に始められます。
コロナウイルス感染予防を行いながら営業をしています。ぜひ運動を始めるきっかけを作りに来
てください。

・このチケットは磐田市総合体育館及び豊岡体育
館のトレーニング室のみ使用可能。
・一人 1 回まで使用可能。使いまわし不可。
コピー不可。
・利用者カードを持っていない方は、
この券でビ
ギナー講習（カード作成、申込書記入、
マシンの
説明）可。
【ビギナー講習時間】
月曜日〜土曜日 10：50〜/14：50〜/18：50〜
日曜日 10：50〜/14：50〜
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加盟団体紹介
ド・ゴルフ協会
ラウン
磐田市グ
9
鎌田 09 0-3 15 7-2 40
問い 合わ せ先

グラウンド・ゴルフ協会は、平成 20 年に市体育協会に加盟し、令和３年で
12 年とまだ日が浅い団体です。高齢者スポーツのメインとして本拠地を竜洋
海洋公園多目的広場におき、現在 248 名で活動しています。
協会には 20 のグループ、クラブで構成されて市内各地で練習や大会が行われています。協会の行事は
年４回の大会と毎月月例会及び、週２〜３回の練習日が有り、会員は楽しい時間を過ごしています。
また、県グラウンド・ゴルフ協会の大会にも参加でき、近隣市町の協会との交流大会もあります。
協会の会員募集は毎年２月に行い４月の新年度から毎月の予定表に基づき活動します。
年々会員の高齢化が進んでおり、若手の入会を待っております。
一方ルールや技術面の指導も県協会公認の指導者が、楽しく優しく指導しますので、女性の方も是非誘
い合って入会して頂きたいと思います。お待ちしております。

グ協会
クシン
磐田市ボ
佐藤 05 38 -66 -93 07
問い 合わ せ先

当協会は、設立から令和４年４月をもって２０
周年を迎えます。アマチュアボクシングを通して
「健康と体力増進を図る活動」「講習会や競技力向
上を図る啓発活動」「各種大会、練習会、教室を
主催及び主管する普及活動」を行ってきました。
競技選手におきましては、小学生〜中学生は、
全国アンダージュニア選手権、高校生〜成人は、インターハイ、国体等、各種全国大会でチャンピオンを
目指しトレーニングに励んでいます。過去の実績では、上位入賞・優勝者、そして名門高校、大学に推薦
や特待生として進学した選手もいます。もちろん歴史あるオリンピック公式競技でもあります。
また、競技選手に限らず、健康と体力増進、ダイエット、精神力の鍛錬、ボクシング以外の競技選手の
体力作り、習い事の一環として様々な目的を選択できる魅力あるスポーツです。中には、
「怖いイメージ」
「ケ
ガ等が起こりやすく心配」等々、負のイメージがありますが、実際は、優しい方が多く、健康管理も充実
し重大なケガは、発生しておりません。
コロナ禍で外出が減り体を動かす機会も減少していますので、心機一転、マイナースポーツの代名詞的
競技ではありますが、是非ボクシングを試してみるのも良いのではないかと思います。もちろん体験もで
きますので、ご連絡をお待ちしております。

編集後期
トレーニング室利用サービス券
（無料）

東京オリンピックでは磐田ペアが卓球競技混合ダブルスで金メダル、Jリーグジュビロ磐田がＪ１
復帰、地域ブランド調査２０２１では磐田市がスポーツのまち日本一に輝くなど、今年はコロナ禍に
ありながら磐田市のスポーツ界は明るい話題がたくさんありました。
これからますますスポーツに対する需要が増えると予想しますので、スポーツに携わる方々に寄り
添えるよう努めて参ります。

令和 4 年 1 月 5 日
（水）
〜令和 4 年 2 月 28 日
（月）
まで

【問い合わせ先】
磐田市総合体育館
0 538-32- 4236
利用者名：

私達は、スポーツ振興くじの助成を受けています。

