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種　目 優　勝 準優勝 第３位

陸上競技

熱中症警戒アラート発令のため中止
軟式野球

ソフトボール

サッカー

バスケットボール 上府中体育協会 富水体育振興会 酒匂体育協会

ソフトテニス 豊川体育協会 国府津体育振興会 足柄体育振興会

バドミントン 上府中体育協会 酒匂体育協会 桜井体育振興会

卓　　球 下府中体育振興会 酒匂体育協会 豊川体育協会

バレーボール	男子 東富水体育振興会 曽我体育振興会 桜井体育振興会

バレーボール	女子 橘北体育振興会 下曽我体育協会 上府中体育協会

剣　　道 酒匂体育協会 豊川体育協会 二川体育協会

弓　　道 上府中体育協会 新玉地区体育協会 国府津体育振興会

ペタンク 前羽体育振興会 曽我体育振興会
豊川体育協会
下曽我体育協会

ゴ ル フ 片浦体育振興会 曽我体育振興会 久野体育振興会

テ ニ ス 桜井体育振興会 足柄体育振興会 東富水体育振興会

グラウンドゴルフ 下府中体育振興会 酒匂体育協会 富士見体育振興会

インディアカ	(混合) 下曽我 豊川インディアカクラブ MIC(ミック)

インディアカ	(女子)芦子インディアカクラブ 豊川インディアカクラブ スパイシーズ

　第74回小田原市民総合体育大会は、令和 4年 7月23日㈯、24日㈰、31日㈰に開催いたしました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により 2年間大会の中止が余儀なくされました。感染症の収束は未だ予断ができない
状況ですが、適切な感染症対策を実施した上、16競技、17種目を 3日間にわたり各会場で実施しました。今大会は従来と
同じような開催は難しいと判断したため、地区対抗のスタイルはそのままとし、地区対抗オープン大会としました。
　また31日㈰は神奈川県に熱中症警戒アラートが発令されたため、陸上、サッカー、ソフトボール、軟式野球の屋外競技
につきましては、中止といたしました。その他の競技は実施し、総合順位は付けず各種目の表彰のみとし、各種目の 1位
から 3位までに賞状を授与いたしました。

今大会は地区対抗オープン種目別結果のみとなります。

小田原市民総合体育大会第74回

◇開催日　令和 4年 7月23日・24日・31日（31日の屋外競技は熱中症警戒アラート発令の為中止）

地区対抗オープン大会　種目別結果

剣　道

バレーボール

グラウンドゴルフ

卓　球

弓　道

バドミントン
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ご協力ありがとうございます� 令和 ４年度賛助会員ご芳名　―その 1 ―

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（ ４ 月 1 日から 7 月20日まで）
〈個人会員〉
中村　哲夫

〈団体会員〉
秋山会計事務所
芦子地区体育振興会
㈲網一色共同活版
新玉地区体育協会
㈲石橋印刷
イトウスポーツ
医療法人社団敬仁会介護老人保健施設　悠久
㈲内山酒店
㈱エンドー
ANコーポレーション
(医)遠藤クリニック
扇屋スポーツ
大窪体育振興会
オザックス工業㈱
小田原ガス㈱
小田原空手道協会
小田原弓道協会
小田原サーフィン協会
(一財)小田原市事業協会
小田原市スポーツチャンバラ協会

小田原市ラグビーフットボール協会
小田原市陸上競技協会
小田原柔道協会
㈱小田原水道サービスセンター
小田原ソフトボール協会
小田原テニス協会
小田原生コン㈱
小田原バスケットボール協会
小田原バドミントン協会
小田原松風ライオンズクラブ
小田原湯本カントリークラブ
加藤歯科医院
かながわ西湘農業協同組合本店
鏑木建設㈱
久野体育振興会
㈱グリーンＫ
㈲Ｋスポーツ
小泉建設㈱
㈲幸繁
㈱五神建設
幸地区体育振興会
相模ベンディング㈱
相模洋洗㈱
酒匂体育協会

㈲佐藤クリーニング店
㈲澤地石材店
山王網一色体育振興会
㈱シティオートカトウ
下府中体育振興会
松鶴
城下町スポーツクラブ
㈲信栄自動車
新鮮館�おだわら
㈱鈴廣蒲鉾
㈱精巧舎
㈲セーフティサービス
西濃運輸㈱小田原支店
曽我地区自治会連合会
ダイドービバレッジサービス㈱小田原営業所
㈲タケダ印刷
橘北体育振興会
㈲鶴井印刷所
㈱東海ビルメンテナス
日本新薬㈱小田原総合製剤工場
㈱花友生花店
花松屋
早川体育振興会
BSオン・ザ・ヒル

東富水体育振興会
Family�Mart小田原千代店
報徳二宮神社
前羽体育振興会
マナクリニック
万年体育振興会
みずほ証券㈱小田原支店
モスバーガー鴨宮店（㈱エムアンドワイ）
㈱むすび家
山口耳鼻咽喉科医院
ヤマザキショップ柏木商店
㈱ロピア小田原高田店

〈協力団体〉※
小田原市グラウンドゴルフ協会
小田原ソフトボール協会
小田原テニス協会
小田原バドミントン協会
上府中体育協会
十字地区体育振興会
曽我体育振興会
豊川体育協会
※�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

体育協会新役員の紹介
　今年度、役員の改選等がありました。新たな方々による
新体制で、今後の事業を行ってまいります。どうぞよろし
くお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の影響でおよ
そ ２年間にわたり様々なイベントが開催できませんでした
が、徐々に再開されています。
　体育協会も役員が新しくなり、事業も元にもどりつつあ
ります。しかし、単に元にもどすだけではなくコロナ終息
後の社会状況を見守りながら、より一層の発展を目指して
歩みを進めていきたいと思います。皆様のかわらぬご協力
をお願いいたします。

会長あいさつ
　　 公益財団法人 小田原市体育協会
　 　会長　江　島　　 紘

■ 事業推進委員会委員 ■

総務委員会 財務委員会 広報委員会
委 員 長 林　富士夫 内山　健治 田口　和夫
副委員長 江原　明美 竹下　　港 吉田　和枝
委　　員 澤地　和之 菊池　隆介 安藤　　恵
〃 杉山　公彦 佐々木隆之 瀬戸慎一郎
〃 戸谷　行孝 佐藤　貴行 湯川　利之
〃 野田ひろみ
〃 松本　健一

■ 評議員 ■

西澤　浩之 常盤　　宏 馬越　寛次 佐々木隆之
八田　迪男 土谷　隆之 和田　真幸 北川たつえ
相澤　　功 川口　幸男 植田　　正
日比野英俊 松本　健一

■ 事業実施委員会委員 ■

競技委員会
（21団体21人）

地区委員会
（2６団体2６人）

レクリエーション委員会
（ ５ 団体 ５人）

委 員 長 石黒　一夫 田中　裕之 立木　敦子
副委員長 落合　　誠 椎野　一郎 服部　　茂
委　　員 1９ 人 2４ 人 ３ 人

■ 理事・監事 ■

会 長 江島　　紘
副会長 髙橋　正則
〃 井上　孝男

専務理事 豊田　善之
理 事 綾部　敏信
〃 飯田　博茂
〃 宇佐美充之
〃 梅澤　耕一

理 事 江原　明美
〃 小野澤達也
〃 加藤　　敏
〃 佐藤　信之
〃 篠原　　弘
〃 鈴木　　聖
〃 鈴木　裕一
〃 髙橋　幸男

理 事 田口　哲朗
〃 野田ひろみ
〃 濱田　泰男
〃 山口　貴弘
監 事 佐藤　貴行
〃 石川　和子

　今年度より体育協会の職員になりました、辻󠄀󠄀
海里です。
　スポーツ歴は中学校から大学まで陸上競技を

しており、大学 ４年次には箱根駅伝に出場しました。
　学生時代のスポーツ経験を活かして頑張りますので、よ
ろしくお願いします。

新職員紹介　
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 〒250-0876 神奈川県小田原市中新田9-3
FAX:0465-48-2411E-mail／info@i-print.jp

TEL 0465-47-9171㈹ 
石橋印刷

信頼と実績
いつでも寄り添える企業

ひ　　 と

To provide pleasure

小田原市体育協会

　スポーツの秋。小田原アリーナで、たくさんのスポーツ体験やレクリエーションを楽しみませんか。
　だれでも、気楽に楽しめる内容が盛りだくさん！
　ご家族そろってぜひ遊びにきてください。

　箱根駅伝小田原中継所から箱根駅伝芦ノ湖ゴール地点までの片
道20.8㎞をグループごとにウォーキングします。日頃体験できな
い険しいコースを皆さんで一緒に歩きましょう！

日　　時　令和 ４年10月22日㈯　雨天中止
行　　程　�箱根駅伝小田原中継所～箱根駅伝芦ノ湖ゴール地点
　　　　　片道20.8㎞
対　　象　中学生以上で体力に自信のある方
定　　員　６0人（先着順）
参�加�料　 1人�４，000円（傷害保険料含む）
申込期間　令和 ４年 ９ 月12日㈪ 8 ：３0から ９ 月2９日㈭中
申込方法　小田原市体育協ホームページ申込フォームから
支払方法　 ９月３0日㈮までに郵便局の指定口座へ振込

令和 ４年 ９月１１日㈰　 ９ ：００～１５：００
小田原アリーナ・メインアリーナ
雨天決行・入場無料
�詳細は小田原市体育協会ホームページを
ご確認ください

スポーツ体験
❶車いすバスケットボール　❷ファミリーバドミントン
❸歩育体験　❹健康コーナー　❺ドローンファイト　
❻ボッチャ　❼モルック
スポーツ絵画展
　「スポーツの楽しさ、魅力、素晴らしさ」をテーマに
事前に募集した絵画全作品を展示

来場すると各種招待券などが
当たるかも！
家族みんなで参加して
豪華商品をGETしよう！

第13回 おだわらスポーツ＆レクリエーションフェスティバル

当日は多くのパラスポーツを体験できます

※�上履きを必ず�
持ってきてね！

第 ３回 小田原芦ノ湖・駅伝コースチャレンジウォーク
★今年も開催★
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日本マーチングリーグ公式大会

11月20日㈰に開催します。

　60歳以上の方が全国から集まり、その腕を競うねんり
んピック。2022年の会場は神奈川県です。
　小田原市はソフトテニスとソフトボールの試合会場に
なっており、来訪者は１700人を超える見込みです。
　年齢を重ねても、いきいきとスポーツに打ち込む姿は、
健康であり続ける秘訣かもしれません。皆様の応援をぜ
ひお待ちしています。

ソフトテニス

ソフトボール

小田原市開催種目交流大会

【◀︎市ホームページ】

大人 １,500円　小・中学生 １00円
※１0名以上での団体申込は大人 １,300円
９ 月１2日㈪〜１0月１4日㈮　先着申込 2,500名
インターネット http://i.spoen.net/88000
☎︎0１20-7１１-９5１
エントリー事務局　☎︎0１20-7１１-９5１
実行委員会事務局　☎︎0465-38-１１９8

◇参　　　　　加　　　　　　費

◇申　　　込　　　期　　　間
◇大 会 パ ン フ レ ッ ト 請 求

◇参加申込に関するお問い合わせ
◇大会に関するお問い合わせ

：

：
：

：
：

3 年ぶりに開催されます。

みんなの参加待ってるほい！

えっさほいファミリーに会いに行こう！

@jokamachi2day

会期：１１月１3日〜１4日
会場：小田原テニスガーデン
　　　南足柄市運動公園テニスコート

会期：１１月１3日〜１5日
会場：酒匂川スポーツ広場
　　　県立西湘スポーツセンター

お問合わせ：ねんりんピックかながわ2022小田原市実行委員会
TEL：33-１842

第22回 城下町おだわらツーデーマーチ



66

ニュースポーツ用具を貸し出しています！

1　対象者　市内在住・在勤・在学の方
2　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
　　◦�市体育協会窓口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、市体育協会窓口または電話にて受付（窓口優先）後、「借
用書」提出

3　貸　出　　
　（ １）貸出期間　原則1４日以内
　（ ２）貸出料金　
　　　無料（借用書の提出が必要）
　※�用具の受け渡し時には、マスク等を着用、使用前
に全ての用具を消毒する

4　返　却
　◦�使用後、全ての用具を消毒する
　◦�返却時は、マスク等を着用し、「貸出用具の取
扱いチェックシート」を添えて返却する

競 技 方 法 紹 介ニュースポーツ貸出用具一覧
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 3 セット

�ラダーゲッター （屋内）

　ラダーゲッターは、日本レクリエーション協会が、親子 ３世代にわたって家族で楽しめるレクリ
エーションゲームとして開発したニュースポーツの一つです。
　ルールは、ヒモでつながっている 2個のボールをラダー（ハシゴ）に向かって投げ、ボールがラダー
に引っ掛かるとポイントになります。 ３本のラダーには、 1、 2、 ３点とポイントが表示されてお
り、それぞれのラダーに引っ掛かったボールの数で得点を競います。また床にボールがバウンドし
て、いずれかのラダーに引っ掛かったら 5点のポイントになります。投げ方は、片方のボールを手
に持ち、もう片方のボールを下に垂らしてゆっくり前後にスイングし、ボールが後方回転しながら
飛んでいくように、アンダーハンドで投げます。

�ボッチャ （屋内）

　ボッチャは、ヨーロッパで生まれた脳性
麻痺などにより運動能力に障害がある競技
者向けに考案されたスポーツで、パラリン
ピックの正式種目です。
　赤・青のそれぞれ ６球づつのボールを投
げたり、転がしたり、他のボールに当てた
りして、ジャックボールと呼ばれる白い的
球に、いかに近づけるかを競います。

　ルールは、長さ12．5 メートル、幅 ６メートルのコートを用いて、ゲームの
始めに的球を投げ、的球はコートにⅤ字型に引かれたジャックボールラインを
越えてはならず、両サイドが交互に投球し、的球がコート内の有効エリアに収
まるまで繰り返します。続いて 1巡目の投球は的球を投げた側の先行、次に相
手側の順で的球に向けてボールを転がします。 2巡目以降ボールが尽きるまで
の投球は、的球に遠いボールを投げたサイドが相手よりも近いボールを投げら
れるまで連続して投球します。
　各ラウンドの終了、すなわちエンドの度に審判は的球を投げられたボールと
の間を測定し、そのエンドで負けた側の最も的球に近いボールよりもさらに的
球に近いボールに各 1点が与えられます。個人戦、ペア、団体戦があり高得点
を上げたチーム（競技者）が勝ちとなります。

　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。
　新型コロナウイルスに接触感染することを防止するため、「貸出用具の取扱いチェックシート」を定めております。
本協会ホームページにてダウンロードできます。（詳細は本協会ホームページにて）

チェックシートの提出もお願いします
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（公財）小田原市体育協会の加盟団体紹介（ ６）

　久野地区は小田原市内では最もエリアが広く、また箱根、南足柄の山々に面した緑あふれる地区です。当体育振
興会は毎年 6月に久野小学校でグラウンドゴルフ大会を開催していましたが、2022年からは地元の県立諏訪の原公
園のグラウンド(多目的エリア)をお借りして、初の自治会行事開催をしました。
　今後は久野地区以外の方にも飛び入りで参加できるように柔軟な対応を図りたいと思います。また、そんな久野
体育振興会で今後推進すべく「モルック競技」の普及にも力を入れていきたいと思います。現在、久野体育振興会
は役員、スポーツ推進員、OB役員の総勢約30名の大所帯であります。毎年恒例の峯自然園でのBBQは、各スポーツ団体の方々との
コミュニケーションを図る場として盛り上がっています。一方少子高齢化が進む中で、メインイベントの伝統ある区民祭(過去78回
開催)は継続が非常に難しくなったため、2022年からスポーツ＆レクリエーションに変更します。区民祭の開催は10月にしていまし
たが、台風、秋雨の影響があるため11月にし、運営する側、参加する方の楽しい大会ができればと、日々挑戦し前向きな考えを持ち
今後も活動していきます。

久 野 体 育 振 興 会

　大窪地区は箱根から流れる早川の南側に位置し、箱根登山線を主な交通機関
としている 7地区からなる自治会です。平地は早川沿いの細長い地域のみで、
わが体育振興会の年間活動の開催地であり広域避難場所としても指定されてる
大窪小学校は、その海抜が53ｍと高台にあります。そのため高齢者が小学校ま
で徒歩や自転車で移動することは難しく、小学校周辺に車を駐車できる敷地も
少ないため、体育振興会で企画するイベントについて、誰もが参加できる環境
にないことが最も大きな悩みです。
　体育振興会は 1名の顧問と 5名の役員、 7地区から選出された13名の理事の
方々で構成されています。
　体育振興会の主催する年間行事は 5月の研修会、 6月、 3月のスポーツ大会ですが、これに自治会連合会が主催する区民祭の計画
から運営、体育協会主催行事への参加および協力などを担っています。ここ 2年ほどは区民祭を含むほとんどの行事の開催は見送ら
れてきましたが、今年度は現在のところ中止した行事はありません。これからも地域の他団体との連携を取りながら大窪地区を盛り
上げていきます。

大 窪 体 育 振 興 会

スポーツ研修
(熟練者のご指導を受けながらR 4 . 5 . 8 )

　小田原市グラウンドゴルフ協会は2011年 6 月に設立しました。
　11年経過して現在登録チーム数21クラブ、会員数600名で、会員年齢は、最高
齢95歳、平均年齢75歳です。
　大会は酒匂川スポーツ広場で年 4回位開催し、250名位参加しております。
　2015年より市体育協会に加盟して、今年度より市総体正式種目となり、
　又、小田原市内小学生対象に夏休みグラウンドゴルフ教室を開催しておりま
す。
　小学生～高齢者まで幅広くグラウンドゴルフが普及できます様活動していきます。

小田原市グラウンドゴルフ協会

▲モルック競技
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　 6月19日㈰小田原アリーナ及び周辺コースに
て、974人の小学生ランナーと、266組の親子の
参加により開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により 2年
間中止し、当日は感染対策をしっかりしつつ、
3年振りに大会を開催しました。当日はメイン
アリーナにて、暮らしフェスタとして企業ブー
スの出店も行い、延べ4,000人の来場があり盛
大な大会で幕を閉じました。

女子順位 １位 ２位 ３位

1.6km
1 年 若月　梨沙

（江東区）
増田　夏綺
（川島町）

松尾しいか
（大田区）

２年 倉地　咲那
（小田原市）

畑中　美玲
（小田原市）

加藤　奈緒
（南足柄市）

２.２km
３ 年 狩野　　萌

（大磯町）
塚原乃夏世
（川越市）

篠塚　紗穂
（加須市）

４年 藤田　奈瑠
（佐倉市）

中田　千咲
（町田市）

神谷　風花
（小田原市）

３.３km
５ 年 池亀　幸芽

（南足柄市）
小川　理莉
（秦野市）

増田　百華
（川島町）

6年 岩井　美璃
（熱海市）

岩渕　理央
（御殿場市）

清水　悠衣
（秦野市）

男子順位 １位 ２位 ３位

1.6km
1 年 村田　暖樹

（小田原市）
箭子　　温
（南足柄市）

吉川　綾真
（松田町）

２年 川根慶士郎
（小田原市）

依田　大空
（小田原市）

井山　煌介
（小田原市）

２.２km
３ 年 長谷部　逞

（加須市）
山下　結士
（小田原市）

中西　俊太
（中井町）

４年 芹澤　　柊
（御殿場市）

長倉　　翼
（伊豆の国市）

和田直太朗
（東大和市）

３.３km
５ 年 渋田　翔馬

（小田原市）
飯嶋ゆずる
（湯河原町）

川根凰士郎
（小田原市）

6年 依田　純大
（小田原市）

石田璃久登
（熱海市）

小島　佑太
（川崎市）

小
学
生
の
部
　
３
位
ま
で
の
結
果

第14回 おだわらキッズマラソン大会第14回 おだわらキッズマラソン大会


