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公益財団法人
厚木市スポーツ協会

　近年、スポーツへの関心や期待がかつてないほどの高まりを見せる中、広くスポーツ文化を後世に
継承していく使命を果たすため、令和２年４月１日付けで「公益財団法人厚木市体育協会」から
「公益財団法人厚木市スポーツ協会」へ法人名を改めました。

　“あつぎスポーツアカデミー” では、将来のトップアスリートの育成を目指し、幼児から中学生までの年代を対象に、毎回異なるプログラムでさまざ
まな競技に共通する基本動作を身に着ける事業や、著名な指導者や現役選手から高い技術を直接学べる事業を実施しています。
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　令和元年１１月１日
（金）・８日（金）、市内
中学校のソフトボール
部に所属している生徒
を対象に開催。厚木Ｓ
Ｃを講師に招き、質の
高い練習で、レベル
アップを図りました。

　令和２年２月１６日（日）、市内中学校のバドミントン部に所属して
いる生徒を対象に開催。講
師にヨネックス（株）バドミ
ントンチーム監督の内藤祐
輔さんと選手の保原彩夏さ
んを招き、グリップの握り
方やフットワークなどの指
導を受けました。

　令和元年１１月１６日（土）から令和２年２
月２２日（土）まで、市内中学校のソフトテ
ニス部に所属している生徒の中から選手
を選抜して開催。ナショナルチーム男子
監督の中堀成生さんとヨネックス（株）所
属選手を招いた特別講習会や日本体育大
学の現役選手からの指導による講習会も
行いました。

　令和元年１２月１4日（土）、市内中学校の野
球部に所属している生徒を対象に開催。講
師に元プロ野球選手で侍ジャパン野球日本
代表Ｕ- １２監督の仁志敏久さんを招き、
アップを兼ねたフィジカルトレーニング
後、試合で起きる場面を想定した練習で、
自ら考えてプレーすることの大切さを学び
ました。

中学生ソフトボールアカデミー 中学生軟式野球アカデミー

中学生ソフトテニスアカデミー 中学生バドミントンアカデミー

公 益
財団法人厚木市スポーツ協会

として新たなスタート！！

子どもたちの動きをチェックする仁志さん

小林厚木市長（右）と曽田会長（左）が新しい看板を設置

ノックで守備を強化

中堀監督の技術を伝授 内藤監督（左上）、保原選手（中央前列）と記念撮影

【あつぎスポーツアカデミーは２ページへ続く】

未来のアスリートへ　あつぎスポーツアカデミー
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令和元年度公益財団法人厚木市体育協会表彰

氏　名 功　労　内　容
尾 山 靖 彦（故） 体育協会役員等として多年にわたり体育協会の発展に尽力された。
舟　腰　明　彦 剣道連盟役員として永年にわたり連盟の発展に尽力された。
庭　野　久美子 弓道協会役員として長年にわたり協会の発展に尽力された。
福　永　真由美 テニス協会役員として長年にわたり協会の発展に尽力された。
迫　田　　　薫 テニス協会役員として長年にわたり協会の発展に尽力された。
井　上　真　樹 スキー協会役員として長年にわたり協会の発展に尽力された。
城　所　政　美 ゴルフ協会役員として永年にわたり協会の発展に尽力された。
田　中　栄　司 ゴルフ協会役員として長年にわたり協会の発展に尽力された。
加　藤　重　之 現役選手として活躍し成績優秀であり他の模範となった。（野球）
阪　口　　　徹 現役選手として活躍し成績優秀であり他の模範となった。（野球）

井　上　和　仁 日本スポーツマスターズ2019(ソフトテニス競技)において第3位
の成績を収めた。

香　川　大　輔 日本スポーツマスターズ2019(ソフトテニス競技)において第3位
の成績を収めた。

長　堀　美　苗 令和元年度全国高等学校総合体育大会第66回全国高等学校剣道大
会においてベスト８の成績を収めた。

橋　本　奈　未 内閣総理大臣杯授与第37回若鷲旗剣道大会において優勝の成績を
収めた。

藤　林　丈　司 第39回全日本実業団弓道遠的大会において優勝の成績を収めた。
渡　邊　雄　大 第39回全日本実業団弓道遠的大会において優勝の成績を収めた。

加　藤　之　裕 第18回明治神宮崇敬会全国弓道大会四段・五段の部において優勝
の成績を収めた。

中　村　果　歩 第10回全国中学生ラグビーフットボール大会において優勝の成績
を収めた。

唯　野　文　香 第10回全国中学生ラグビーフットボール大会において優勝の成績
を収めた。

長　屋　　　旬 第19回全日本少年少女空手道選手権大会小学4年生男子形の部に
おいて第5位の成績を収めた。

◎一般表彰【個人】� （敬称略、順不同）

◎ 一般表彰【団体】は該当団体なし

自慢の健脚で自己記録に挑戦‼

期日　第１回　令和元年１１月１０日（日）　参加者：３３７人
　　　第２回　令和元年１２月１５日（日）　参加者：４３５人
　　　第３回　令和２年２月２日（日）　参加者：３３１人
会場　荻野運動公園競技場・多目的広場ランニングコース

月例マラソン

部　門
第１回 第２回 第３回
１　位 １　位 １　位

小学生1㎞男子 橋　中　良　典 古　賀　海　稀 望　月　正　翔
小学生1㎞女子 浅　野　華　音 浅　野　華　音 浅　野　華　音
小学生1.5㎞男子 村　井　鴻　星 久　保　響　己 久　保　響　己
小学生1.5㎞女子 浅　野　心　音 洪　　　鈴　和 洪　　　鈴　和
中学生3㎞男子 佐々木　　　蒼 佐々木　　　蒼 矢　口　陽　太
中学生3㎞女子 中　渡　　　玲 日向野　にいな 津々木　陽　花
一般3㎞男子 浅　岡　祐　希 浅　岡　祐　希 浅　岡　祐　希
一般3㎞女子 原　口　由　己 渡　辺　悦　子 中　山　由　菜
一般5㎞男子 浅　岡　祐　希 浅　岡　祐　希 中　村　卓　也
一般5㎞女子 井　上　実乃里 成　井　恵　美 堀　川　由香里

～結　果～

２０１9年度厚木市
小学生サッカー大会
期日　令和２年１月１１日（土）
会場　下川入サッカー場

1年生の部優勝　荻野サッカー少年団

成　績 チ ー ム 名
優　勝 荻野サッカー少年団

準優勝 ペアーズ戸田サッカークラブ

第３位 ハリマオサッカークラブ

第４位 林サッカークラブ

～１年生の部の結果～

　本協会及び加盟団体の発展に功労のあった個人や全国大会等で優秀な
成績を収めた個人と団体を表彰する「公益財団法人厚木市体育協会表彰」
は、毎年3月に開催する「厚木市スポーツ人のつどい」で表彰式を行っ
ています。
　令和元年度の「厚木市スポーツ人のつどい」は残念ながら中止となり
ましたが、被表彰者の皆様の功績をたたえるとともに、より一層のご活
躍を祈念申し上げ、本紙面にてご紹介します。

　小学3年生から６年生
を対象に、毎回異なるプ
ログラムでスポーツに必
要なバランス感覚や俊敏
性など、運動神経の向上
を図り、その成果をアス
リートテストで確認しま
した。

２・３学期トレーニングアカデミー

半円形のバランスボール（ＢＯＳＵ）で体幹を鍛える‼

　湘南ベルマーレスポー
ツクラブから講師を招き、
小学１年生から3年生を
対象に、「かけっこ」や

「サッカー」などで体を動
かし、基礎体力の向上を
目指しました。

小学生体力づくりアカデミー

楽しみながらトレーニング

　湘南ベルマーレスポーツク
ラブから講師を招き、5歳か
ら６歳の子どもと保護者を対
象に１月と２月の２コースを開
催。「考えて動く」「２つ以上の
動作を同時に行う」をテーマ
に、親子でコーディネーショ
ン能力の向上を目指しました。

幼児 動きづくりアカデミー

上手にできた！親子で楽しく運動！

ゴールに向けてラストスパート



［土日祝］下川入スポーツ広場
事務局＊046(223)1306　問合せ先＊090(3202)3632

〈厚木ボーイズを強くするのは君達だ！〉

（公財）日本少年野球連盟　神奈川県支部

完全一対一のレッスンでも、グループレッ
スン並みの授業料。体験レッスン実施中
プレゼンテーション・発表の英語、英検対策、
TOEIC、TOEFL、TEAP、中高生英語、ビジネス英語、帰国
子女特化指導、小学生英語、英語論文指導

（オンラインレッスンもできます。）英語講師：平井エンミ
元アメリカンスクール教師、各イベントの英語アナウンサー。
文部科学省奨学金で東京外国語大卒、同奨学金で東京学芸大学大学院修士課程修了。
中学英語教員の英語研修を指導した経験もある英語教育のスペシャリストです。

TEL 046-227-3833 　　　E-mail: gaigo@eichu-intl.co.jp
厚木市旭町1-22-24 信栄ビル202号室　http://www.eichu-language.com/

本厚木駅南口より
徒歩3分

３令和2年6月１日　77号

スポーツ協会主催

　令和２年２月９日（日）秦野市カルチャーパークを
スタートして県立相模湖公園をゴールとする全７区
間51.5㎞を襷でつなぐ、第74回市町村対抗「かなが
わ駅伝」競走大会が開催されました。
　昨年12位の悔しさを胸に入賞を狙いま
したが、厚木市は２時間44分08秒で第７
位（30チーム）の成績でした。
　監督の竹内さんは、昨年のタイムを５分
縮めた選手たちの頑張りをたたえるととも
に「若い選手の力が着実についているので
今後に期待したい。」と来年の大会に向け
て選手たちにエールを送りました。

　令和２年２月15日（土）、
資格取得（認定育成員また
は認定員）後、指導者とし
て10年を超えた活動実績が
あり他の模範となる個人を
表彰する「神奈川県スポー
ツ少年団優良指導者表彰」
の表彰式が行われ、厚木市
スポーツ少年団連絡協議会
理事で、ブラックジャガーズ
（サッカー）の橋本和典氏が
受賞されました。

　スポーツ協会では、毎年幅広い年齢層の方々を対象とした「スポーツ教室」や小・中学生を対象とした各種スポーツ大会
及び未来のトップアスリートの育成を目的とした「あつぎスポーツアカデミー」など、各種スポーツ事業を開催しています。
　申し込み方法については、広報あつぎ、市講座予約システムなどでご確認ください。また、スポーツ協会ホームーページ
でも、詳細、申し込み方法及び大会結果などをお知らせしています。
　なお、厚木市スポーツ事業については、スポーツ推進課（225-2531）へお問い合わせください。

令和２年度 あつぎスポーツカレンダー！！

日程 スポーツ教室（40教室）
４月 タグラグビー教室

５月
第１回初級・中級テニス教室 初級・中級社交ダンス教室
第１回ジュニアソフトテニス教室 初級･中級ジュニアテニス教室

６月
第１回初心者弓道教室 初級･中級ソフトバレーボール教室
少林寺拳法教室 ジュニアトランポリン教室

７月
レベルアップゴルフ教室 夏休みジュニアサッカー教室
第１回キッズテニス教室 夏休みジュニアゴルフ教室
第１回初心者ジュニア水泳教室 夏休みジュニア剣道教室

８月
初心者ボウリング教室 カヌー・カヤック教室
第２回初心者ジュニア水泳教室

９月
第２回初級・中級テニス教室 初級･中級卓球教室
ゲートボール教室 第２回初心者弓道教室
なぎなた体験教室

10月
バドミントン教室 ジュニアバレーボール教室
初心者バウンドテニス教室 軽登山教室

11月
ジュニア陸上競技教室 ミニバスケットボール教室
第２回ジュニアソフトテニス教室 ランニング教室
ヨガ教室 ボクシングエクササイズ教室

12月 ジュニアソフトボール教室

１月
第２回キッズテニス教室 初心者空手道教室
ジュニアバドミントン教室 グラウンド・ゴルフ教室

２月 スキー教室 初心者柔道教室

日程 厚木市スポーツ事業（スポーツ推進課）
５月 スポーツなじみDAY 12月 第９回ちびっこマラソン＆駅伝競走大会

９月
第43回厚木市民体育祭 1月 第67回あつぎ駅伝競走大会
ねんりんピックかながわ2021プレ大会 3月 スポーツなじみDAY

10月 2020あつぎマラソン

11月
第18回あつぎスポーツレクリエーションフェスティバル
スポーツなじみDAY

日程 あつぎスポーツアカデミー

５月
～
７月

幼児体操アカデミー
１学期小学生トレーニングアカデミー
第１回小学生体力づくりアカデミー
１学期アスリートテスト

９月
～
12月

２学期小学生トレーニングアカデミー
第１回小学生体力づくりアカデミー
２学期アスリートテスト

12月 中学生軟式野球アカデミー

１月
第１回幼児動きづくりアカデミー
小学生軟式野球アカデミー
中学生卓球アカデミー

1月
～
３月

３学期小学生トレーニングアカデミー
３学期アスリートテスト

２月 第２回幼児動きづくりアカデミー

未定

幼児運動アカデミー
SCD親子走り方アカデミー
NAGASATOサッカーアカデミー
中学生ソフトテニスアカデミー
中学生ソフトボールアカデミー
中学生バドミントンアカデミー

日程 その他事業
８月 キッズスポーツチャレンジ
11月 スポーツフェスティバル
２月 スポーツセミナー
３月 厚木市スポーツ人のつどい

日程 スポーツ大会
4月 第26回厚木市中学生ソフトテニス大会

５月
令和２年度厚木市小学生サッカー大会
第51回厚木市少年野球大会

７月 第35回厚木市小学生ソフトボール大会

８月
令和２年度厚木市小学生･中学生
バスケットボール大会
令和２年度厚木市中学生卓球大会

11月
2020あつぎウォーク
第１回月例マラソン

12月 第２回月例マラソン
２月 第３回月例マラソン

３月
第４回月例マラソン
第10回厚木市小学生・中学生剣道演武大会

日程 競技別選手権大会
通年 加盟団体と協力して選手権大会を実施

日程 厚木市スポーツ少年団連絡協議会
11月 スポーツテスト

２月
交流大会
指導者研修会

神奈川県スポーツ少年団
優良指導者表彰

第74回市町村対抗
「かながわ駅伝」競走大会

出場選手
区　間 氏　名 所　属

第1区（3.0㎞） 木　島　　　陸 南毛利中学校
第２区（9.7㎞） 朝　倉　和　眞 宮城陸協
第３区（8.2㎞） 伊　東　卓　駿 藤沢翔陵高校
第４区（2.7㎞） 日向野　にいな 厚木中学校
第５区（7.2㎞） 安　倍　立　矩 厚木高校
第６区（10.7㎞） 足　立　龍　星 専修大学
第７区（10.0㎞） 浅　岡　祐　希 相州健児

都合により変更になる場合があります。

受賞の橋本さん

スタートダッシュでトップ集団を駆け抜ける
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　ミズノ（株）所属の専門コーチを
迎え、「走る時の姿勢」「腕の振り
方」「足の使い方」「スタートダッ
シュ」の４つ
のポイントを
教わりました。

　令和２年２月16日（日）、南毛利スポーツセ
ンター会議室において、東京工芸大学工学部基
礎教育研究センターの山本正彦准教授を講師に
招き、「ジュニア期に高めておきたい運動神経」
をテーマにセミナーを開催しました。
　当日は競技団体の指導者やジュニアの指導に
係わるスポーツ関係者など39人が参加。山本准
教授は、「子どもの運動能力を伸ばすにはそれ
ぞれの要素で大事な時期がある」と見解を示し、
運動能力が急速に発達するゴールデンエイジの
話やトレーニング後はしっかり休むことの必要
性など、成長期の子どもの体力と技術の関係に
ついて、研究データと理論に基づいた解説があ
りました。

　スポーツ協会のインターンシップ
は、市内の大学から学生を受け入れ、
スポーツ教室や大会などのスポーツ
振興に係わる業務に幅広く触れる機
会を提供しています。
　また、中学生の職場体験学習では、
スポーツ施設の窓口業務やグラウン
ド整備などの施設管理業務を体験す
ることで、スポーツ協会への理解を
図っています。

　「見やすい」「使いやすい」ホームページとなるよ
う、デザインや構成を全面的に新しくしました。
　Facebook、Instagram、Twitterでも情報を発
信しています。

　本情報紙に掲載するバナー広告の事業者を募集して
います。情報紙は、市内全戸及び関係団体へ配布して
います。広告に関する詳細は、スポーツ協会までお問
い合わせください。

　賛助会員とは、スポーツ協会
の目的に賛同し、事業の推進を
ご援助いただくものです。入会
を希望の方は、スポーツ協会事
務局までご連絡ください。

　会費は次のとおりです。
■個人 １口年間：  5,000円
■法人 １口年間：10,000円
※口数の制限はありません。

　低学年の部、高学年の部、保護
者の部の３部門で行いました。子
どもたちは優勝を目指して日ごろ
の練習の成果を競い合い、保護者
たちは日ごろの運動不足を解消す
る良い機会となりました。

　ミズノ（株）が開発したオリジナ
ル運動ツールを使い、子どもの発
育発達の特性に基づく幼少期に大
切とされる「36の動作」を取り入
れた運動あそびプログラムで楽し
みました。

　令和元年11月23日（土）、24日（日）南毛利
スポーツセンターを会場にＴＡＩＫＹＯスポー
ツフェスティバルを開催しました。

　幼稚園年中から小学生までの初
心者を対象に開催。初めて握るラ
ケットで、元気にボールを追いか
けました。

　東京２０２０オリンピックの正式種
目で、人気急上昇中の「ボルダリ
ング」を体験。子どもたちはコツ
をつかむと何度もチャレンジ！！
ボルダリングは全身を使うので、
自然に体を鍛えることができまし
た。

TAIKYO
スポーツフェスティバル

ミズノ走り方教室 ＴＡＩＫＹＯ杯小学生ソフトテニス大会

ミズノプレイパーク ソフトテニス体験教室

ボルダリング体験

もう一本走るぞ！！

子どもの可能性を低く見積もらないでほしいと語る
山本准教授

パソコンを使って集計する中学生

優勝目指す選手たち

ミズノプレイリーダーが運動をリード ソフトテニスの楽しさを体験

ボルダリングを楽しむ子どもたち

スポーツ医科学セミナー ホームページを
リニューアルしました

広告募集

賛 助 会 員 募 集

インターンシップと
中学生職場体験学習を

支援


