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無料スポーツマッサージ・サウナフラットで走りやすいコース 充実したフード提供
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小田原尊徳マラソン大会第32回

開催要項

コース紹介

開 催 日　平成３1年 ３ 月10日（日）
会　　場　小田原アリーナ
開 会 式　午前 8 時４0分
スタート　●10km　　午前 ９時00分
　　　　　●ハーフ　午前 ９時２0分
　　　　　★�スタート10分前にスタート地点へ集合して

ください。
表 彰 式　入賞者確定後随時
種　　目　10km・ハーフ
　　　　��（�２９歳以下男子・３0歳代男子・４0歳代男子・�

５0歳代男子・６0歳以上男子・３９歳以下女子・�
４0歳以上女子）

制限時間　10kmの部…… ９0分
　　　　　ハーフの部…………1５0分
参加資格　高校生以上の健康な方

参 加 料　３，５00円（傷害保険料含）
定　　員　２，000名（定員になり次第締め切ります）
申込方法　インターネット　
　　　　　平成３0年11月３0日（金）～平成３1年 1 月11日（金）
　　　　　※�RUNNETのホームページ

からお申込みください。
　　　　　郵便振替
　　　　　平成３0年11月３0日（金）～
　　　　　平成３0年1２月10日（月）
　　　　　※当日消印有効
表　　彰　●各種目、部門ごとに 8位まで表彰
　　　　　●�参加者全員に参加賞を、完走者には完走証を

当日発行いたします。
参 加 賞　ウエストポーチ

大会に関するお問い合わせ　　小田原尊徳マラソン大会実行委員会
〒２５0-08６６　神奈川県小田原市中曽根２６３番地　小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ内

☎0４６５－３8－３３10 （ 8：３0～17：00　※1２/２９～ 1 / ３ 休業）

２0名以上のマッサージ師によるスポーツ�
マッサージや、お風呂・サウナもすべて
無料サービス�
です。

富士山はもちろん、二宮尊徳の松並木
など歴史を感じることのできるコース
は大好評！
平坦で走りや
すいので、自
己ベストを狙
えるチャンス
です。

豚汁や、梅干・かまぼこなどの特産物の
模擬店も多数出店予定。にぎやかな
大会会場で、
レース後も家
族や友人と楽
しめます。

QRコード

スポーツ　
マッサージスタート風景 模擬店
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小田原市体育協会

主　催　小田原バスケットボール協会
期　日　平成30年12月8日（土）
時　間　9：00～18：00
会　場　小田原アリーナ
対　象　参加自由
参加料　無料
申込み　事前予約不要、当日直接会場へ
問合せ　上野 090-2637-5830

◇第46回 小田原地区バスケットボール祭
主　催　 小田原ソフトテニス協会
　　　　小田原テニス協会
期　日　平成31年1月1日（火・祝）（雨天中止）
時　間　6：30～9：30
会　場　城山庭球場　
対　象　参加自由
参加料　無料
申込み　事前予約不要、当日直接会場へ
その他　ラケット、テニスシューズ持参のこと
問合せ　米川 0465-35-6786（ソフトテニス）
　　　　八田 0465-35-4186（テニス）

◇ソフトテニス、テニス元旦初打ち

主　催　 小田原バドミントン協会
期　日　平成31年1月6日（日）
時　間　9：00～
会　場　小田原アリーナ　
参加者　オープン
参加料　 1 人 1 種目につき 
　　　　一般　　　　 1,550円　
　　　　高校生以下　　 750円
申込み　事前予約
問合せ　中村 090-4397-2208

◇第20回 小田原オープンバドミントン選手権大会

主　催　公益財団法人小田原市体育協会
期　日　平成31年1月10日（木）
時　間　受付17：00　開会18：00 
　　　　閉会20：00（予定）
会　場　報徳二宮神社
参加者　加盟団体及びスポーツ関係者等

◇平成31年 新春スポーツ人のつどい

主　催　小田原バドミントン協会
期　日　平成31年1月1日（火・祝）
時　間　9：30～13：00（フリー）
会　場　白山中学校体育館
対　象　参加自由　
参加料　無料
申込み　事前予約不要、当日直接会場へ
その他　ラケット、上履き持参のこと
問合せ　中村 090-4397-2208

◇バドミントン元旦初打ち

主　催　小田原水泳協会　
期　日　平成31年1月1日（火・祝）
時　間　開会式6：30　準備体操6：40
　　　　初泳ぎ6：50～7：00
会　場　御幸の浜海岸
参加者　小田原水泳協会員等
問合せ　篠原 090-1652-3900

◇小田原元旦初泳ぎ

主　催　川東地区体育連盟
　　　　（平成30年度担当・橘北体育振興会）
期　日　平成31年1月6日（日）
時　間　開会式8：30　スタート9：00
会　場　上府中公園（周辺コース）
参加者　川東10地区代表選手
問合せ　添田 090-5304-7487

◇第54回 川東地区駅伝競走大会

主　催　小田原市ダンススポーツ連盟
期　日　平成31年1月26日（土）
時　間　13：00～16：30
会　場　開成町福祉会館
対　象　社交ダンス愛好家
入場料　1,500円
申込み　事前予約不要、当日直接会場へ
その他　車の方は乗り合わせでお越しください
問合せ　鈴木 090-3439-3565

◇ダンスフェスティバル

主　催　小田原市インディアカ協会
期　日　平成31年2月10日（日）
時　間　受付9：00　開会式9：15
　　　　競技開始9：45
会　場　小田原アリーナ
対　象　インディアカを愛し、
　　　　親睦を深めたいと思う者
参加料　 1 チーム 3,000円
申込み　事前予約
問合せ　清家 090-5809-2131

◇第12回 西湘地区インディアカ大会

主　催　小田原テニス協会
期　日　平成31年1月13日（日）
時　間　9：00
会　場　小田原テニスガーデン
対　象　男女50歳以上～75歳以上の
　　　　 2 市 7 町在住、在勤の方
参加料　協会加盟団体の方　　　1,500円／人
　　　　協会加盟団体以外の方　2,000円／人
申込み　事前予約
その他　ラケット、テニスシューズ持参のこと
問合せ　八田 0465-35-4186

◇第14回 小田原シニアダブルステニス大会

主　催　小田原市陸上競技協会
期　日　平成31年1月1日（火・祝）
時　間　受付8：00～9：00  
　　　　開会式9：00　スタート9：30
会　場　城址公園二の丸広場
コース　城址公園二の丸広場～
　　　　　小田原城址公園外周
種　目　 1 周2.1㎞　 2 周3.8㎞　 3 周5.5㎞
　　　　 4 周7.2㎞（１～ 4 周は選択自由）
対　象　参加自由（健康な人）
参加料　1,000円（傷害保険料含む）
　　　　完走証・参加賞あり
受　付　当日受付
問合せ　湯川 090-4228-8977

◇第44回 小田原城元旦マラソン

スポーツ教室のお知らせ （公財）小田原市体育協会事務局　
☎38－3310（平日8:30〜17:00）問い合わせ

年末・年始イベント情報

教　　室　　名 期　　　　日 回数 場　　　所 対象者・人数（先着順）

たのしいノルディックウオーキング教室 2 月16日（土）　 9 ：30～13：00（予定） 1 回 小田原アリーナ～曽我梅林（9.3㎞） 20歳以上・30人

　申込期間　 1 月15日～ 2月 8日　　参加料　2,000円　　申込方法　体育協会ホームページ申込フォームから無料スポーツマッサージ・サウナフラットで走りやすいコース 充実したフード提供
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おだわら駅伝競走大会

コース全 ６区間（２５.3km）

第 1区
（4.6km）

小田原アリーナ（8：３0）～
小田原市役所（8：４５）

第 4区
（3.２km）

ひもの屋半兵衛駐車場内（９：0２）～
親木橋バス停前（９：1２）

第 ２区
（２.２km）

小田原市役所（8：４５）～
藤棚駐車場前（8：５２）

第 5区
（5.6km）

親木橋バス停前（９：1２）～
小田原球場北側駐車場内（９：３３）

第 3区
（２.8km）

藤棚駐車場前（8：５２）～
ひもの屋半兵衛駐車場内（９：0２）

第 6区
（6.９km）

小田原球場北側駐車場内（９：３３）～
小田原アリーナ（９：５５）

第12回

女子区間

中学生区間

注：ここを左折

注：ここを左折

注：ここを右折

おだわら駅伝競走大会　コース概略図

※（　　）内は、通過予定時間です

　１月２0日（日）に第1２回おだわら駅伝競走大会を実施いたします。６区間で地区対抗の部、一般対抗の部で競いま
す。選手の通過時間前後は、交通規制を行いますので、ご協力をお願いいたします。

選手通過時には、あたたかいご声援をお願いいたします。

※中学生区間・女子区間は地区対抗の部のみ

第 ４中継所
親木橋バス停前
選手通過時刻　９：1２第 ３中継所

ひもの屋半兵衛駐車場内
選手通過時刻　９：0２

スタート・フィニッシュ
小田原アリーナ

第 ５中継所
小田原球場北側駐車場内
選手通過時刻　９：３３

第 1中継所
小田原市役所
選手通過時刻　8：４５

第 2中継所
藤棚駐車場前
選手通過時刻　8：５２
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第9回 おだわらスポーツ＆
　レクリエーションフェスティバル

10月21日（日）
in 小田原アリーナ

　10月２1日（日）に小田原アリーナで、第 ９回おだわらスポーツ＆レクリエーションフェスティバルを開催し、約２,800人
もの来場者で賑わいました。
　メインアリーナでは毎回大人気の赤ちゃんダービーのほか、インディアカ、ファミリーバドミントン、スポーツ吹矢な
どの定番のニュースポーツや、パラリンピック正式種目であるボッチャを体験してもらいました。今年度より新たに、チ
アリーディング、バトン、一輪車を実際に体験できる公開演技体験を実施しました。
　また、体験コーナーでラグビーに親しんでもらうとともに、NPO法人mama’s�hug、ABCハウジング、横浜トヨペッ
ト等の企業や団体と連携したブースを設け、バラエティー豊かなイベント会場で楽しんでもらいました。

「大抽選会」今年の大抽選会は、企
業２0社による1５２本の豪華な賞品
が用意できました。特等のディ
ナークルーズ券のほか人気ゲーム
機や自転車等多数の豪華賞品に当
選者は大喜びでした。

「ラグビー体験」
小田原ラグビー
フットボール協会
によるラグビー体
験を実施し、子ど
もたちもタックル
やゴールキックを
楽しみました。

「公開演技（デモンストレーション）」小田原チアリー
ディングチームTRITONS！、バトンチームチェ
リーズ、相模野一輪車クラブ、相洋高校和太鼓部
が、レベルの高いデモンストレーションを披露し、
観客の目を楽しませてくれました。また、小田原
リズム体操協会が「東京五輪音頭 -２0２0-」の披露、
指導を行い、観客・スタッフみんなで踊りました。

「ニュースポーツ体験」メインアリーナではインディアカ、スポーツチャン
バラ、バウンスボール、ファミリーバドミントン、スポーツ吹矢、ボッチャ
の ６種のニュースポーツと公開演技体験を行いました。

バウンスボール 公開演技体験

会場の様子

「赤ちゃんダービー」メインアリー
ナで行われた赤ちゃんダービー
は、３7６人の赤ちゃんが元気なレー
スを見せてくれました。会場は、
家族の皆さんの熱い声援で一杯で
した。

ishibashi printing

石橋印刷
〒250-0876 小田原市中新田9-3   E-mail／info@i-print.jp

Ｔｅｌ．0465-47-9171㈹
Fax.0465-48-2411

印刷と心で
笑顔をお届けします
できあがった時の喜びは誰よりも知っているから
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　本協会加盟団体の小田原リズム体操協会（会長　
北川　たつえ）が、平成30年度文部科学大臣生涯ス
ポーツ優良団体表彰を受賞されました。協会の今後
ますますのご発展を祈念いたします。

　 8月19日（日）御幸の浜プールにて、第 4回おだわ
らジュニア水泳競技大会を開催いたしました。
　この大会は、長い歴史のある小田原近郷中学校水
泳競技大会と小田原市少年水泳競技大会を統合した
大会です。
　参加者は小学生49人、中学生10人の計59人。
　小学 5・ 6年生女子50ｍ自由形で大会新記録を出
した青木莉暖さんが、最優秀選手賞を受賞されまし
た。

　毎年夏休みの恒例として、今年は 8月28日（火）小
田原アリーナにて、小学生高学年の部（ 4～ 6年
生）20チームと低学年の部（ 1～ 3年生） 8チーム
合計359人の参加により開催いたしました。結果は
下記のとおりです。

高学年順位 チーム名 低学年順位 チーム名
優　勝 パンダ 優　勝 ペンギン
準優勝 オカピ 準優勝 サメ
第 3位 キツネ 第 3位 ワニ

　 9月23日（日）小田原スポーツ会館にて、小田原柔
道協会主催の小学生団体戦が17チームの参加により
開催されました。結果は下記のとおりです。

順　位 チーム名
優　勝 龍城ヶ丘柔道会A
準優勝 小田原柔道協会A
第 3位 小田原柔道協会B
〃 上溝柔道教室A

第 4 回 おだわらジュニア水泳競技大会　結果

第11回 小田原市ドッジボール大会　結果 第29回 小田原少年柔道大会　結果

文部科学大臣賞受賞



ご協力ありがとうございます� 平成30年度賛助会員ご芳名　―その 2 ―

本年度もスポーツ振興事業推進のためにご援助いただく賛助会員に、多くの方々からご賛同をいただきました。
次のとおりご紹介させていただきます。� 敬称略・50音順（ 8 月 1 日から10月31日まで）
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　賛助会員につきましては、個人会員は、年額 １口　5,000円、団体会員は、年額 １口　１0,000円、ともに １口以上で募集いたしておりま
す。会員には、「スポーツ情報誌」等を送付いたします。ご協力をお願いします。

賛助会員の継続・新規加入のお願い

〈個人会員〉
北村　彩子
〈団体会員〉
永耕園
小田原バレーボール協会
川瀬歯科医院
きらきら食堂
㈲坂田商店
さがみライフサービス㈱
㈲酒匂薬局 山崎敏雄

㈱新清
（公財）積善会 曽我病院
富田医院
㈱ナカネン
中村歯科医院
平原眼科クリニック
㈱富士物産

㈱芙蓉恒産
㈲穂坂商店
万年体育振興会
三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱小田原支店
宮嶋屋釣具店 川瀬良一
㈱安池建設工業

〈協力団体〉
酒匂体育協会
下曽我体育協会
豊川体育協会

※協力団体：賛助会員を
　ご紹介いただいた団体

　平成29年度にスポーツイベント・ボランティアの方々には、尊徳マラソンをはじめとした小田原市体育協会主催のイベント
に支援をいただきました。ありがとうございました。
　本年度も引き続き、マラソン大会やレクリエーションフェスティバル等のスポーツイベントで受付、誘導等の運営補助をし
ていただくボランティアを募集します。
　中学生以上の方（老若男女、年齢は問わず）を対象に随時受付し、登録いただきます。無償ですが、時間、内容により昼食
等の用意があります。興味、関心のある方は、ご連絡ください。　� ☎0465-38-3310（平日 8 ：30～17：00）

スポーツイベント・ボランティアの募集
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　本協会加盟団体の小田原リズム体操協会（会長　
北川　たつえ）が、平成30年度文部科学大臣生涯ス
ポーツ優良団体表彰を受賞されました。協会の今後
ますますのご発展を祈念いたします。

　 8月19日（日）御幸の浜プールにて、第 4回おだわ
らジュニア水泳競技大会を開催いたしました。
　この大会は、長い歴史のある小田原近郷中学校水
泳競技大会と小田原市少年水泳競技大会を統合した
大会です。
　参加者は小学生49人、中学生10人の計59人。
　小学 5・ 6年生女子50ｍ自由形で大会新記録を出
した青木莉暖さんが、最優秀選手賞を受賞されまし
た。

　毎年夏休みの恒例として、今年は 8月28日（火）小
田原アリーナにて、小学生高学年の部（ 4～ 6年
生）20チームと低学年の部（ 1～ 3年生） 8チーム
合計359人の参加により開催いたしました。結果は
下記のとおりです。

高学年順位 チーム名 低学年順位 チーム名
優　勝 パンダ 優　勝 ペンギン
準優勝 オカピ 準優勝 サメ
第 3位 キツネ 第 3位 ワニ

　 9月23日（日）小田原スポーツ会館にて、小田原柔
道協会主催の小学生団体戦が17チームの参加により
開催されました。結果は下記のとおりです。

順　位 チーム名
優　勝 龍城ヶ丘柔道会A
準優勝 小田原柔道協会A
第 3位 小田原柔道協会B
〃 上溝柔道教室A

第 4 回 おだわらジュニア水泳競技大会　結果

第11回 小田原市ドッジボール大会　結果 第29回 小田原少年柔道大会　結果

文部科学大臣賞受賞
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　上から、アイスホッケー・卓球・体操・ラグビー・柔道・テニス・バスケットボール・レスリング・水泳・陸上・サッカーの競技で構成されています。


