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平成 2７年 10 月 1２日(月)体育の日に第９回スポ－ツフェスティバルが体育センタ－で開催されます。 

  昨年は残念ながら台風の影響で中止となりましたが､今年はその分 各協会・部が子供から大人まで 

 楽しめるイベントを計画していますので皆様多数の参加を待っています。参加無料です。 

是非来てください ！！     ＜問合せ先＞ 体協事務局（市民部文化ｽﾎﾟ-ﾂ課ｽﾎﾟ-ﾂ班）℡：73-8451 

    

 部・協会名 イベント名 

１ 陸上競技協会 ５０ｍ走 

２ サッカー協会 キックターゲット 

３ 野球協会 ストラックアウト 

４ バレーボール協会 サーブで得点ゲーム 

５ ソフトテニス部 体験教室 

６ 

 
剣道部 剣道体験教室 

 

 
７ 

 
卓球部 スマッシュで得点を競うゲ－ム 

８ 弓道協会 的あての体験 

９ 水泳協会 ①水中ｳｵ-ｷﾝｸﾞｴｸｻｻｲｽﾞ  ②水泳ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾚｯｽﾝ  

 １０ ソフトボール協会 ふれあいミニソフトボール教室 

１１ 柔道協会 ①初心者柔道教室 ②模擬店(ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ・ｼﾞｭ-ｽ) 

１２ オリエンテーリング部 ミニオリエンテーリング 

１３ ゴルフ協会 ゴルフパッティング 

１４ 和道流空手道連盟足柄支部 体験教室 

 １５ NPO 法人極真会 試合の観戦 

１６ 南足柄テニス部 体験教室・的あて 

１７ ボウリング協会 模擬店(豚汁・わたがし・ポップコ－ン) 

１８ インディアカ協会 初心者教室・的あてゲーム 

 ＊室内種目は体育館シュ－ズをご用意下さい｡    

＊時間についてはイベントによって異なります 

 ＊水泳については水着､スイムキャップ､ゴ－グルを持参下さい｡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｷﾝﾀﾛｰﾏﾝ 

回 覧 

     第９回南足柄市 

スポーツフェスティバル開催のお知らせ 

 

 平成 27年 

10月 12日(月) 
体育の日 
9：00～12：00 
南足柄市体育 
センタ－ 
 
雨天決行､但し 
一部種目は中止 
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＜第 44回 南足柄市総合体育大会（体協関係）の結果報告＞ 
●バレーボール（６／７）市体育センター 

＜男子＞    優 勝 台河原 
準優勝 竹松 
第３位 壗下 

＜女子＞    優 勝 和田河原 
準優勝 竹松 
第３位 岩原 

 

●テニス（６／７）運動公園テニスコ－ト 

＜男子ダブルス＞優 勝 梶 篤司 ・高橋和哉 
準優勝 内田行治 ・関野彰久 
第３位 辻田和宏 ・柏木 仁 

 ＜女子ダブルス＞優 勝 菊地まり子 ・夏目智子 
         準優勝 山田仁美 ・保崎佳代子 

         第３位 小林芳江 ・小林知美 

 ＜ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ＞ 優 勝 小越 充 ・石川亜貴子        

         準優勝 石川 勉 ・石川真奈美 

         第３位 渡辺正彦 ・内田久美子 

 

●卓 球（６／８）市体育センタ－                                      

●サッカー（６／７）市体育センターグランド 

＜ﾚﾃﾞｨ-ｽの部＞  優 勝 tresen 

          準優勝 新星なでしこ 
第３位 塚原地区 

＜シニアの部＞  優 勝 新 星 
準優勝 北足柄 
第３位 塚原地区 

 
●ボウリング（６／１４）×－ボウル 
＜男子の部＞   優 勝 久岡 豊 

          準優勝 小林隆男 
          第３位 露木辰雄 
 ＜女子の部＞   優 勝 臼井浩子 
          準優勝 大木初代 
          第３位 金井由美子 
 
●インディアカ（６／２８）市体育センター          
  ＜一般の部＞    優 勝 マ－ブルズ         
          準優勝 ピ－スクラブ 
          第３位 泉クラブ 

＜団体戦＞    優 勝 和田河原                      

準優勝 関本・壗下           ●弓 道（７／１２）市体育センタ－ 
第３位 岩原・台河原            ＜男子の部＞   優 勝 三橋昌記(いずみ) 

 ＜個人戦男子＞  優 勝 永瀬典生(岩原)                    準優勝 和田利治(内山) 
準優勝 佐藤正徳(飯沢)                    第３位 二見 晉(福泉) 
第３位 安東信昭(和田河原)         ＜女子の部＞   優 勝 赤松八重子(山崎) 

秋山知也(南足柄中)                  準優勝 菱沼真由美(狩野) 
＜個人戦女子＞  優 勝 入江せつ子(和田河原)                 第３位 西原光代(班目) 

準優勝 宮本愛理(足柄台中)                        
 第３位 石塚フサ江(台河原)       ●野 球（７／１２・１９）運動公園 野球場 

             山崎ハマ代(壗下)                   優 勝 岩 原 
                                        準優勝 中 沼 
●水 泳（６／７）市体育センタ－温水プール                   第３位  和田河原・飯 沢 
○男子の部                      ○女子の部 

 ＜４０歳以上＞自由形(２５ｍ)  優勝者 青木浩二(台河原)  ＜３０歳未満＞背泳ぎ(１００ｍ) 優勝者 松村美智子(壗下) 
        平泳ぎ(５０ｍ)  優勝者 青木浩二(台河原)       個人ﾒﾄﾞﾚ-(１００ｍ)  優勝者 松村美智子(壗下) 

平泳ぎ(１００ｍ)優勝者 樽山真一(関本)   ＜３０歳以上＞平泳ぎ(２５ｍ)  優勝者 保田明子(岩原) 
      個人ﾒﾄﾞﾚ- (１００ｍ)優勝者 樽山真一(関本)          自由形(５０ｍ)   優勝者 保田明子(岩原) 
 ＜６０歳以上＞自由形(２５ｍ) 優勝者 古賀謙次郎(岩原)  ＜４０歳以上＞自由形(２５ｍ)  優勝者 青木育美(台河原) 

背泳ぎ(２５ｍ)  優勝者 鈴木憲幸(和田河原)         
自由形(５０ｍ) 優勝者 鈴木憲幸(和田河原)  
自由形(１００ｍ)優勝者 古賀謙次郎(岩原) 

 ＜７０歳以上＞自由形(２５ｍ) 優勝者 瀬戸雄三(内山)  
平泳ぎ(２５ｍ) 優勝者 浅井高光(向田) 
背泳ぎ(２５ｍ) 優勝者 中村敬(生駒) 
自由形(５０ｍ) 優勝者 瀬戸雄三(内山) 
背泳ぎ(５０ｍ) 優勝者 土屋征四郎(ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾙ) 
自由形(１００ｍ)優勝者 石黒博亮(福泉) 

      個人ﾒﾄﾞﾚ- (１００ｍ)優勝者 石黒博亮(福泉) 
      個人ﾒﾄﾞﾚ- (２００ｍ)優勝者 浅井高光(向田) 

＊記載されていない市総体参加の協会・部の結果は次号(３月)で紹介します｡ 

柏原 鐡男 
（野球協会） 
多年にわたり、 

野球協会の常務理

事を歴任され、野球

協会並びに体育協

会の発展に寄与さ

れました。 

荒井 勇 
(ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会) 
多年にわたり、 

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会の常

務理事を歴任され、

ﾊﾞﾚ-ﾎﾞ-ﾙ協会並び

に体育協会の発展

に寄与されました。 

矢後 直次 
（オリエンテ-リング部） 
多年にわたり、 

ｵﾘｴﾝﾃ-ﾘﾝｸﾞ部の常務理

事を歴任され、 

ｵﾘｴﾝﾃ-ﾘﾝｸﾞ部並びに 

体育協会の発展に寄

与されました。 

平成 27年度 南足柄市体育協会功労者表彰 
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【ＮＰＯ法人 極真会】  

 
ＮＰＯ法人 極真会です｡ 極真空手を通して礼節､忍耐､根気強さを 

養ってゆきます｡ 南足柄市民を主体に､山北町､大井町､開成町など 

から多くの会員が集まっており､日々研鑚を積んでいます｡ 

文武両道を目指し､これまで数多くの少年部選手､全日本選手を輩出 

してきました｡ 

今年８月１５日にブラジルで行われた､パン･アメリカン大会には 

日本代表として２名が参加し､優勝(型の部)､準優勝(組手)と結果を 

出すことが出来ました｡ 

 

 

【南足柄テニス部】 
                  南足柄テニス部は 1999年に発足し､16年が経過しました｡ 

                 上部団体を持たず､小田原テニス協会に協力しながら南足柄独自に 

                 創設しテニス普及と発展を目指しています｡ 春､秋のテニス講習会 

                 で個々の技術向上と仲間づくりに指導と協力をしています｡  

                 総集編として初級から上級まで参加できる 11月第 3日曜日に 

                 南足柄団体ミックスダブルステニス大会を実施しています｡ 

                 ・秋季テニス講習会は 9 月中旬から毎週土曜日全 5 回 

                 ・春季テニス講習会は 2 月中旬から毎週日曜日全 5 回 

  (講習会スタッフ一同)         (連絡先) 南足柄テニス部  笠間 正安 090-3232-8646 

 

 

 【インディアカ協会】  
 

インディアカは老若男女誰でもが楽しめる､ドイツ生まれの     
スポ－ツです｡ 南足柄市では､体育指導員協議会が広く一般に 

紹介してから３０年近くがたちますが､インディアカ協会自体は 

設立して１０年足らずの小さな団体です｡ 

 現在は１０チ－ム前後が活動しており市総体を含めて､ 

年に２回の大会と年２回の初心者教室を開催して 

インディアカの普及に努めています｡ 
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日頃より、本協会事業の振興に多大なるご支援ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。＜掲載順不同＞ 

№ 賛助会員名 № 賛助会員名 

１ 富士フイルム株式会社神奈川工場足柄ｻｲﾄ ２８ 土岐歯科医院 

２ 文化堂印刷株式会社総務部経理課 ２９ 株式会社加登建設 

３ 医療法人おぎの整形外科・歯科 ３０ 東海氣熱株式会社 

４ 有限会社内藤新聞本舗 ３１ 有限会社奥津太一商店 

５ 瀬戸歯科医院 ３２ 櫻井工業株式会社 

６ 有限会社ばんらい ３３ 株式会社下田組 

７ 株式会社永田組 ３４ 有限会社長崎畜産 

８ 岩原駅前整骨鍼灸院  ３５ 株式会社神成工業 

９ わかふじ ３６ 富士フイルム生活協同組合 

１０ 木村化工機株式会社 ３７ 豊玉香料株式会社小田原工場 

１１ 株式会社まるだい運輸倉庫 ３８ 足柄香粧株式会社 

１２ 島川電気株式会社 ３９ 株式会社ディスペンパックジャパン 

１３ 伊豆箱根鉄道株式会社大雄山駅 ４０ 株式会社深瀬組 

１４ 株式会社あしがら印刷 ４１ クッキング工房りんどう 

１５ 矢後理容店 ４２ Ｘ‐ＢＯＷＬ小田原 

１６ 東雄技研株式会社 ４３ 大黒一 

１７ 南開工業株式会社 ４４ 有限会社サワ薬局 

１８ 有限会社勝又 ４５ 有限会社高橋酒店 

１９ 相陽工業株式会社 ４６ 南足柄衛生有限会社 

２０ 株式会社足柄グリーンサービス ４７ 井上樹脂株式会社 

２１ 相日防災株式会社南足柄支店 ４８ 諸星産業株式会社 

２２ 有限会社山本精肉店 ４９ 加藤商店（ふるぎや） 

２３ 株式会社加藤組 ５０ 小泉相模株式会社相模西営業所 

２４ 足柄ハリカ ５１ かながわ西湘農業共同組合開成 

２５ 有限会社三好屋 ５２ 「だんまや水産」大雄山店 

２６ 「酒処」味天狗 ５３ 有限会社富士乃瀧 

２７ きよ竹食堂 ５４ 株式会社足柄観光バス 

 

★ 編集後記 ★ 

今号はスポ－ツフェステバル開催のお知らせをトップにしました。昨年中止になった分､各協会・部が 

頑張っています｡皆様是非足を運んで下さい｡ いつもご支援ご協力を頂いている賛助会員様の紹介を 

３号連続で記載しました｡今後も体協活動にご理解とご協力をお願い致します｡         

（広報委員長 磯崎 敏博） 

Ｈ２７年度賛助会員名簿 

 


