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令和元年度 体育功労者等表彰

スポーツおだわらは、スポーツ振興くじ助成
金を受けて作成しています。
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寄付金自動販売機設置協力について（お願い）
　（公財）小田原市体育協会では、寄付金
自動販売機の設置にご協力いただける方を
募集しています。
　体育協会模様にラッピングされた自動販
売機を設置することで、売上の一部が体育
協会への寄付として小田原市のスポーツ振
興に使用されるものです。
　詳細は本協会事務局までご連絡ください
ますようお願い申し上げます。

【問い合わせ】
　（公財）小田原市体育協会事務局
　ＴＥＬ　0465-38-3310
　　　　　（平日 8 ：30～17：00）
　ＦＡＸ　0465-38-1202
　E-mail　odawara-taikyo@a-net.email.ne.jp
　ＵＲＬ　http://www.odawara-taikyo.or.jp



　(公財)小田原市体育協会や競技・地区・レクリエーション
の各加盟団体は毎年様々な事業を展開しています。そして、そ
の積み重ねが小田原のスポーツの歴史となっています。
　協会(旧小田原体育連盟)が発足して、本年で７４年になるこ
とから、発足７5年(四分の三世紀)に向かい、一つの区切りと
して、本協会のホームページに継続の資料を掲載しました。ぜ
ひ小田原のスポーツ史をご覧ください。
　なお、昭和5７年の小田原市体育協会設立後の歴史となってい
ますので、昭和４４年以降の資料が不足しています。各団体や個
人の方々でお持ちの記念誌や資料等がありましたらお借りを
し、随時作成していきたいと考えておりますので、ご協力をお
願いいたします。
　また、掲載内容等に間違い等あるかもしれませんので、お気
づきの際はお手数でも本協会事務局にご連絡をお願い申し上げ
ます。併せてご意見等もお待ちしております。

「小田原のスポーツ史」 
　第２号をホームページに掲載！
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2020年夏・秋開催
（公財）小田原市体育協会事務局
☎0465–38–3310
（平日 8：30〜17：00）

問い合わせスポーツ教室のお知らせ

　スポーツイベント・ボランティアの方々には、令和元年度にキッズマラソンをはじめとした小田原市体育協会主催
のイベントにご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、平日 8 ：30～1７：00	TEL0４65-38-3310にご連絡ください。

スポーツイベント・ボランティアの募集

教　　室　　名 期　　　　日 回数 場　　　所 対象者・人数（先着順）

❶ 短距離走スピードアップ教室
(春コース)

6 月 6・7 日
9 :30～11:00 2 回 城山陸上競技場 小学 3 ～ 6 年生・50人

❷ テニス教室
(硬式テニス)

7 月28・30日、8 月 1・4・6・8・13日
9 :00～11:00
予備日 8 月15日

7 回 小田原テニスガーデン

（ジュニアの部)
小学 4～中学 3 年生・20人

（レディースの部)
16歳以上の女性・35人

❸ ドッジボール教室
( 7 月コース)

7 月28・29・31日
9 :30～11:30 3 回 小田原アリーナ 小学 1 ～ 6 年生・70人

❹ ドッジボール教室
( 8 月コース)

8 月 5・6・7 日
9 :30～11:30 3 回 小田原アリーナ 小学 1 ～ 6 年生・70人

❺ 短距離走スピードアップ教室
(夏コース)

8 月22・23日
9 :30～11:00 2 回 城山陸上競技場 小学 3 ～ 6 年生・50人

❻ ヨガ教室
(ヒーリングヨガ)

9 月 2・9・16・23日
10:00～11:30 4 回 小田原アリーナ 18歳以上の女性（高校生除く)・20人

❼ 親子体操教室 9 月23・30日、10月 7・14・21日
10:30～11:30 5 回 小田原アリーナ 2～3 歳の幼児とその親・40組

　曜　　日　❶❺ 土・日曜日　❷ 火・木・土曜日　❸ 火・水・金曜日　❹ 水・木・金曜日　❻❼ 水曜日
　参 加 料（傷害保険料含む）　❶❺ 1,000円　❷ 4,000円　❸❹❼ 2,000円　❻ 3,000円
　申込期間　❶ 5 月11日～ 5 月29日　❷ 6 月10日～ 7 月17日　❸ 7 月 1 日～ 7 月21日　❹ 7 月 1 日～ 7 月30日　❺ 7 月13日～ 7 月31日
　　　　　　❻ 8 月11日～ 8 月25日　❼ 8 月24日～ 9 月11日
　申込方法　❶～❼ 体育協会ホームページ申込フォームから 小田原市体育協会
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教室名及びコース名 実施時期 回数 場　　　所 対象者 対象地域

1 小学生陸上競技教室 5～ 3月 12回 城山陸上競技場 小学 3～ 6年生 県西地域

2 ソフトテニス教室 5～11月 18回 城山庭球場 小学 3～ 6年生 県西地域 中止

3 ミニバス教室
春 5～ 6月 8回 小田原アリーナ・メイン 小学 4～ 6年生 県西地域

秋 10～11月 8 回 小田原アリーナ・メイン 小学 4～ 6年生 県西地域

4 短距離走スピードアップ教室
春 6月 2回 城山陸上競技場 小学 3～ 6年生 県西地域

夏 8月 2回 城山陸上競技場 小学 3～ 6年生 県西地域

5 シェイプアップトレーニング教室
春 5～ 7月 8回 小田原アリーナ・メイン 他 18歳以上の女性 県西地域 中止

秋 10～11月 8 回 小田原アリーナ・メイン 18歳以上の女性 県西地域

6 親子体操教室 9～10月 5 回 小田原アリーナ・サブ 2～ 3歳の幼児と親 県西地域

7 弓道教室 5～ 6月 7回 城内弓道場 18歳以上(高校生除く) 県西地域

8 ピラティス教室 5～ 6月 4回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 18歳以上の女性(高校生除く) 県西地域

9 ヨガ教室 9月 4回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 18歳以上の女性(高校生除く) 県西地域

10 テニス教室
ジュニア 7～ 8月 7回 小田原テニスガーデン 小学 4～中学 3年生 県西地域

レディース 7～ 8月 7回 小田原テニスガーデン 16歳以上の女性 県西地域

11 ドッジボール教室
前期 7月 3回 小田原アリーナ・サブ 小学 1～ 6年生 県西地域

後期 8月 3回 小田原アリーナ・メイン・サブ 小学 1～ 6年生 県西地域

12 卓球教室 11月 5 回 小田原アリーナ・メイン 小学生以上 県西地域

13 健康ハイキング 11月 1 回 東京都あきる野市・秋川渓谷 中学生以上 県西地域

※対象地域の県西地域は 2市 8町。

大会名及びイベント名 実施時期 場　　　所 対象者 対象地域

1 第２回小田原バスケットボール３×３大会 5月24日㈰ 小田原アリーナ・メイン 小学生・一般 県西地域 中止

2 第11回おだわらキッズマラソン大会 6月21日㈰ 小田原アリーナ周辺 3歳～小学 6年生と親 地域限定なし 中止

3 第72回小田原市民総合体育大会 7月10日㈮～26日㈰
5日間 小田原市内各会場 小田原市民 市内

4 第13回小田原市ドッジボール大会 8月25日㈫ 小田原アリーナ・メイン 小学 1～ 6年生 県西地域

5 第11回おだわらスポーツ＆レクリエーションフェスティバル 9月13日㈰ 小田原アリーナ 年齢制限なし 地域限定なし

6 第12回おだわらキッズマラソン大会 12月13日㈰ 小田原アリーナ周辺 3歳～小学 6年生と親 地域限定なし

7 第14回おだわら駅伝競走大会 1月17日㈰ 小田原市内 26地区・一般 県西地域

8 第75回かながわ駅伝競走大会 2月14日㈰ 秦野市～相模湖 中学生以上の代表選手 市内

9 第34回小田原尊徳マラソン大会 3月14日㈰ 小田原アリーナ周辺 高校生以上 地域限定なし

※対象地域の県西地域は 2市 8町。

問い合わせ　（公財）小田原市体育協会事務局　☎0465–38–3310

2020年度 予 定 表スポーツ教室・大会

【注意】新型コロナウイルスの感染状況に
より、スポーツ教室・大会の実施または中
止を判断しますので、最新情報は体育協会
ホームページをご覧ください。
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令和元年度 体育功労者等表彰
令和 ２ 年新春スポーツ人の集い

【優秀選手・団体表彰】�国際大会や全国大会等で入賞された方
池田　 空生 （ソフトボール）第１６回世界男子ソフトボール選手権大会　準優勝
バトジャルガル 
ムンクジャルガル（相撲） 第7４回国民体育大会　相撲競技　少年男子団体戦　第 ５位
バトツェツェゲ
オチルサイハン （相撲） 第7４回国民体育大会　相撲競技　少年男子団体戦　第 ５位
柳川　 真寛 （ソフトテニス）第２３回全日本シニアソフトテニス選手権大会　シニア男子7５　第 ３位
山本　 洋彦 （バドミントン）第１２回全国社会人クラブバドミントン選手権大会（個人戦）　7５歳以上男子　シングルス�準優勝　ダブルス�準優勝第３５回全日本シニアバドミントン選手権大会　7５歳以上男子ダブルス　第 ３位
西湘 WingsFC（サッカー） JFA第 7回全日本Oー４０サッカー大会　第 ５位
曽我クラブ （バレーボール）第６7回全国青年大会　バレーボール競技　男子バレーボール ９人制　優勝
石塚 みなみ （サッカー） 第２7回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　優勝
納屋　　 滴 （サッカー） 第２7回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　優勝
西浦　 詩乃 （サッカー） 第２7回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　優勝
学校法人新名学園旭丘高等学校　相撲部

（相撲） 第６８回全国高等学校相撲十和田大会　団体　第 ３位
学校法人明徳学園相洋高等学校　陸上競技部男子 ４ ×４００ｍリレーチーム

（陸上競技） 令和元年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会　秩父宮賜杯第7２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
男子 ４×４００ｍリレー　第 ３位（小田佳喜・山本縠・阿部隆佑・クレイアーロン竜波）

学校法人明徳学園相洋高等学校　陸上競技部女子 ４ ×４００ｍリレーチーム
（陸上競技） 令和元年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会　秩父宮賜杯第7２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

女子 ４×４００ｍリレー　優勝（川崎夏実・金子ひとみ・岩本真菜・髙島咲季）
学校法人明徳学園相洋高等学校　陸上競技部女子 ４ ×１００ｍリレーチーム   

（陸上競技） 令和元年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会　秩父宮賜杯第7２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会
女子 ４×１００ｍリレー　優勝（小川ひかり・髙島咲季・金子ひとみ・石川優）

　 １月１０日㈮に、本協会主催による恒例の令和 ２年「新春スポーツ人の集い」を開催しました。（１８:００開式）
　本年も、報徳二宮神社・報徳会館を会場として、加盟団体役員、特別協賛社、賛助会員、市長、衆議院・県・市
議会議員など、２００人近いスポーツ関係者参加者が集まりました。冒頭、令和元年度体育協会功労者等表彰式を行�
い、協会発展の功労者や、国体、インターハイ等の全国大会で優秀な成績を残された２０名及び ６団体の方々が受賞
されました。（受賞者は別表のとおり）
　表彰式の後は、江島会長の挨拶を始め、ご来賓の祝辞等などで、新年を寿ぐとともに親睦を深めました。

公益財団法人
小田原市体育協会

江島会長 挨拶

【感　謝　状】本協会役員または加盟団体長を ６ 年以上在職し退任された方

柳下　 良巳（公財）小田原市体育協会副会長、小田原ソフトテニス協会会長等を歴任
岩田　 忠和（公財）小田原市体育協会監事等を歴任
【功労者表彰】�加盟団体の要職または審判や指導を２０年以上されている方�

著名な大会で入賞した代表選手団の監督またはコーチ
山下　 尊己 小田原野球協会所属
野澤　 洋一 小田原市陸上競技協会所属
濵野　 顕彦 小田原バスケットボール協会所属
野田 ひろみ 小田原バドミントン協会所属
杉山　 正洋 小田原テニス協会所属
松岡　 　繁 足柄体育振興会所属
髙橋　 金次 小田原ペタンク協会所属
平井　 正男 小田原ソフトボール協会所属
神野　　 守 小田原市スポーツ少年団所属
山野 千芙由 第７４回国民体育大会　体操競技・監督

令和元年度 公益財団法人小田原市体育協会表彰 受賞者一覧表 〈敬称略〉
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ニュースポーツ用具を貸し出しています！
　（公財）小田原市体育協会では、地域におけるスポーツの普及・振興および生涯
スポーツの推進を目的に、ニュースポーツ用具等の貸し出しを行っています。

1　ニュースポーツ貸出用具一覧

2　対象者　市内在住・在勤・在学の方
3　予　約
　（ １）先行予約（市体育協会加盟団体・小田原市に所在する団体）
　　　�毎年 １月 ４日（ ３日以降の最初の平日）午前 ９時より、次年

度分（ ４月 １日から ３月３１日まで）の年間予約が可能
　　　�体育協会窓口（小田原アリーナ内）または電話にて受付（窓

口優先）後、借用書提出
　（ ２）一般予約
　　　�利用したい月の ３か月前の １日（月初めの平日）から先着順

で、体育協会窓口（小田原アリーナ内）または電話にて受付
（窓口優先）後、借用書提出

4　貸　出　　
　（ １）貸出期間　原則１４日以内
　（ ２）貸出料金　無料
5　返　却
　貸出を受けたときと同じ状態で返却

【問い合わせ】　
（公財）小田原市体育協会　
☎︎０４６５－３８－３３１０　（平日 ８：３０～１7：００）

用　　　具 セット数

１ グラウンドゴルフ
（マーカーは各自用意）

３０ セット
３６ ホール

２ 室内ペタンク ２ セット
３ ペタンク １６ セット
４ キンボール １ セット
５ パラシュット １ セット
６ ディスゲッター９ １ セット
7 ディスクゴルフ １ セット
８ ピロポロ １ セット
９ アキュラシー １ セット
１０ ターゲットバードゴルフ １ セット
１１ スポーツ吹き矢 １ セット
１２ ドッヂビー １ セット
１３ ファミリーバドミントン ６ セット
１４ ボッチャ １０ セット
１５ ラダーゲッター ２ セット

小田原市体育協会
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　先に開催予定（２０２０年 ３ 月 ８ 日）でした、第３３回小田原尊徳マラソン大会については、国内で新型コロナウイルス
の感染が拡大するなか、ランナー、ボランティア及びスタッフ等の関係者、来場の皆様の安全確保が難しい状況で
あることから、大会開催を中止にさせていただいたところです。
　開催準備にご尽力いただきました自治会、小田原警察署などの関係団体・機関の皆様や役員・加盟団体の皆様に
は、ご迷惑おかけしましたことをお詫び申し上げるとともに、ご理解賜りましたことに深くお礼申し上げます。

ご協力ありがとうございます� 令和元年度賛助会員ご芳名　―その ３ ―

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（１１月 １ 日から ３ 月３１日まで）

〈個人会員〉
濱田　紫乃
米川　美智子

〈団体会員〉
㈱浅海工務店
足柄体育振興会
内野商店
梅富久
大窪体育振興会

大西クリーニング店
オクツ薬局�櫻木達夫
小田原サッカー協会
小田原市インディアカ協会
小田原地区空手道連盟
小田原野球協会
片浦体育振興会
㈱川久保組
久野体育振興会
小泉肥料店

十字地区体育振興会
曽我の里農園�和
曽我屋商事
泰東興業㈱
長一商店
浜町小児科医院�遠藤郁夫
東富水体育振興会
平野家
前羽体育振興会
吉田治療院

〈協力団体〉
芦子地区体育振興会
小田原ソフトテニス協会
下曽我体育協会

※協力団体：賛助会員を
　ご紹介いただいた団体

　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

出典：首相官邸ホームページより
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　１２月１５日㈰、小田原アリーナ及び周辺コースにて、９１８人の小学生ランナー�
と、３９３組の親子の参加により開催しました。
　また、今大会はメインアリーナにてニュースポーツ体験などのスポーツイベ
ントを実施するとともに、企業ブースの出店等によるくらしフェスタを併催し、
延べ４,０００人の来場がありました。

　 １月１９日㈰、小田原アリーナをスタート・フィニッシュにして第１３回お
だわら駅伝競走大会を開催しました。地区対抗の部では国府津体育振興会
が初優勝されました。一般対抗の部では、小田原NRが ３ 連覇を達成され
ました。地域の皆様、関係団体の皆様、ご協力ありがとうございました。

　 ２ 月 ９ 日㈰、秦野市カルチャーパークをスタート、県立相模湖公園をフィ�
ニッシュとして開催され、全 7区間５１.５kmに、県内１９市１１町が参加し、熱戦を
繰りひろげ、小田原市は総合第 ４位と好成績をあげました。

第74回 市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会

総合成績
順　位 市　町　名

4　位 小　田　原　市

小田原市代表選手
区　間（距離） 選手名

１区（ 3.0㎞） 金井　正樹

２区（ 9.7㎞） 辻　　海里

3区（ 8.２㎞） 伊東　正悟

4区（ ２.7㎞） 椎野　莉子

５区（ 7.２㎞） 山口　大輔

６区（１0.7㎞） 樽木　将吾

7区（１0.0㎞） 内田　拓希

女子順位 １位 ２位 ３位

１.８km
１ 年 箭子　　南

（南足柄市）
神谷　風花
（小田原市）

竜﨑すみれ
（小田原市）

２年 丸山　実温
（小田原市）

木村　愛里
（横浜市）

伊勢　智絵
（小田原市）

２.２km
３ 年 岩井　美璃

（熱海市）
勝亦　　凛
（御殿場市）

山田　夏鈴
（小田原市）

４年 神谷　陽乃
（小田原市）

新井　璃桜
（川崎市）

島崎　菜央
（瑞穂町）

２.８km
５ 年 井上　穂奏

（横浜市）
佐藤　美緒
（小田原市）

山内　水恋
（小田原市）

６年 片岡　るり
（藤沢市）

大木みのり
（小田原市）

関野　結莉
（小田原市）

男子順位 １位 ２位 ３位

１.８km
１ 年 大木　飛和

（小田原市）
大宮　　穣
（小田原市）

鈴木　颯太
（南足柄市）

２年 渋田　翔馬
（小田原市）

小林　駿翔
（小田原市）

手島　悠希
（大和市）

２.２km
３ 年 依田　純大

（小田原市）
山本　成真
（横浜市）

小島　佑太
（川崎市）

４年 佐藤　史規
（船橋市）

石井　遥賀
（小田原市）

宮崎　寛大
（町田市）

２.８km
５ 年 渋田　大智

（小田原市）
市川　湊大
（平塚市）

山下　和真
（鎌倉市）

６年 石井　将人
（横浜市）

帶刀　　唯
（小田原市）

小塚　希生
（南足柄市）

小
学
生
の
部
　
３
位
ま
で
の
結
果

◇部門別結果
成績

部門 優　勝 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

地区対抗の部 国府津 
1：31：37

桜　井 
1：33：44

橘　北 
1：38：10

東富水 
1：38：20

酒　匂 
1：40：58

富　水 
1：44：19

一般対抗の部 小田原NR 
1：30：27

富士フイルムA 
1：38：08

小田原高等学校 
1：39：41

小田原NRα 
1：43：59

山北高等学校 
1：45：13

ライオンA 
1：48：22

◇区間賞　（地区対抗の部については、 1区女子区間、 ２区中学生区間）�
区間

部門
１　区
（２.0km）

２　区
（２.６km）

３　区
（２.9km）

４　区
（５.６km）

５　区
（４.9km）

６　区
（３.7km）

7　区
（６.9km）

地区対抗の部
椎野　莉子
（東富水）

7：17

金井　正樹
（国府津）

8：12

曽我　佑希
（桜　井）

8：57

辻　　海里
（酒　匂）

16：50

高橋　竜平
（酒　匂）

15：35

菅原　　潤
（国府津）

12：18

山口　大輔
（国府津）

20：51

一般対抗の部
山本　寛幸

（小田原NR）
6：33

木村　航太
（小田原高等学校）

8：28

矢後　忠遵
（小田原NR）

9：01

高山　直哉
（小田原NR）

17：30

加藤　隆我
（小田原NR）

15：59

高橋　一輝
（小田原NR）

11：45

田代　　進
（小田原NR）

21：01

第13回 おだわら駅伝競走大会

第10回 おだわらキッズマラソン大会


