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スポーツスポーツ
チャレンジデーチャレンジデー

　令和３年１１月２７日（土）、南毛利スポーツセンターにおいて、スポーツチャレンジデー
を開催しました。
　このイベントは、一日で複数の運動にチャレンジできるもので、テニスコートでは、
ソフトテニスを親子で楽しめる教室と大会を、体育館では、走り方や跳び箱・鉄棒など
の種目に特化した教室のほか、基本的な運動能力を伸ばす教室など、ミズノ株式会社考
案のスポーツプログラムを実施しました。

ミズノプレイパークミズノプレイパーク

ミズノ親子運動あそび教室ミズノ親子運動あそび教室

ＡＴＳＵＧＩチャレンジカップソフトテニス大会ＡＴＳＵＧＩチャレンジカップソフトテニス大会

ミズノスポーツ塾ミズノスポーツ塾（苦手克服とびばこ教室・てつぼう教室）（苦手克服とびばこ教室・てつぼう教室）

ミズノ流忍者学校ミズノ流忍者学校

ソフトテニス体験教室ソフトテニス体験教室

ミズノ走り方教室ミズノ走り方教室

　ミズノ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な「３６
の動作」を取り入れた運動あそ
びプログラムを体験しました。

　ミズノ認定のインストラク
ターから、走り方の基本やス
タートダッシュのコツなど、
かけっこで勝つためのポイン
トを教わりました。

　子どもたちの成長段階に合わ
せた親子で取り組める運動あそ
びを体験。ミズノプレイリー
ダーが、子どもたちのやる気や
好奇心を引き出して、運動を
リードしました。

　小学生対象の２部門と保護者
の部を実施。子どもたちは、優
勝目指して練習の成果を競い合
い、保護者たちは、日ごろの運
動不足を解消することができま
した。

　ミズノ認定のインストラク
ターから、上達のコツを学ん
で、苦手な跳び箱と鉄棒に何
度もトライ。成功した喜びや
達成感で、子どもたちの更な
る意欲を引き出しました。

　プログラムはオリジナルの額当て
作りからスタート。カラフルな忍者の
衣装を身にまとい、心も体も忍者に
なりきり、手裏剣の術や忍びあるき
の術などの修行に挑戦して、楽しく
遊びながら基本的な運動の動作を
身に付けました。

　初心者の子どもを対象に、親
子でも参加できる教室を実施。
初めて握るラケットに戸惑いも
ありましたが、優しい講師の
レッスンで、楽しくボールを打
つことができました。

ＡＴＳＵＧＩチャレンジカップソフトテニス大会

ミズノプレイパーク

ミズノ親子運動あそび教室

ミズノスポーツ塾（苦手克服とびばこ教室・てつぼう教室）

ミズノ流忍者学校

ソフトテニス体験教室

ミズノ走り方教室
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　“あつぎスポーツアカデミー” では、「目指せ！！ トップアスリート」をスローガンに掲げ、幼児から中学生までの年代を対象に、クオリティの
高いスポーツプログラムを提供することで、子どもたちの未来を支援しています。 会場は全て南毛利スポーツセンター　

あつぎスポーツアカデミーあつぎスポーツアカデミー未来の未来の
アスリートへアスリートへ

中学生卓球アカデミー中学生卓球アカデミー中学生バドミントンアカデミー中学生バドミントンアカデミー

小学生小学生トレーニングアカデミートレーニングアカデミー

小学生体力づくりアカデミー小学生体力づくりアカデミー

永里源気サッカーアカデミー永里源気サッカーアカデミー

中学生ソフトテニススクール中学生ソフトテニススクール

中学生バドミントンアカデミー中学生バドミントンアカデミー

オリンピアンがやってきた！
～東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を記念して、オリンピアンを招いた特別講習会を開催～

　令和3年12月4日（土）、
北京・ロンドンオリンピッ
ク日本代表の潮田玲子さ
ん、ヨネックスバドミント
ンチームコーチの今別府香
里さんと同チームの現役選
手でロンドンオリンピック
日本代表の佐藤冴香さんを
講師に招いて開催しました。
　あこがれの選手が打ち込
むスマッシュや華麗なテク
ニックに、参加者は目を輝
かせていました。

　令和３年1０月１日（金）から、ゴールデンエイ
ジと呼ばれる小学３年生から６年生までを対象に
11回シリーズで開催。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。

　令和３年1０月３０日（土）から、プレゴールデン
エイジ期の小学１年生から３年生を対象に４回シ
リーズで開催。運動の基本である「かけっこ」の
ほか、「ラグビー」と「サッカー」の競技体験を
通して、基礎体力と運動能力の向上を図りました。

　令和４年１月1７日（月）、厚木市出身のプロサッ
カー選手である永里源気さんを講師に招き、小学
４年生から６年生を対象に開催。サッカーを始め
たい初心者から、個人のスキルアップを図りたい
経験者まで、それぞれに合わせたメニューにチャ
レンジしました。
　今回は源気さんの妹で、2００8FIFA U-2０女子ワールドカップにも出場した永里亜紗乃
さんも講師として参加いただき、充実した内容となりました。

　令和３年1０月１日（金）
から、中学生のスポー
ツ活動サポートと基礎
技術の習得を目的に1０
回シリーズで開催。ア
カデミー事業初の試み
として、競技経験と指
導資格を持つ本協会職
員が講師を務めました。参加者からは、「丁寧な指導
で分かりやすかった」など、好評をいただくことがで
きました。

　令和４年１月９日（日）、
昨年末に開催された

「第７5回全日本総合バ
ドミントン選手権大
会」の女子ダブルスで
優勝したヨネックスバ
ドミントンチームの保
原彩夏選手と、同チー
ムの内藤祐輔監督を講師に招いて開催。現役トップア
スリートである保原選手のアドバイスで、レベルアッ
プを図りました。

　令和4年１月1０日（月）、
北京・ロンドンオリンピッ
ク日本代表の平野早矢香さ
んを講師に招いて開催しま
した。
　中学生とのスペシャル
マッチでは、平野さんが打
ち返すボールのスピードに
大きな歓声があがり、参加
者にとって思い出に残る一
日となりました。



［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！〉〈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
・御自宅から
・移動先又は移動中から
・レンタルオフィス・営業所などから

テレワーク・リモートワークを応援します

・データベースを使って作業の効率化
・入力作業などの単純化
・伝票発行などの自動化

業務改善・業務効率化を応援します

本社・営業所

データの一元管理

御問合せ先
有限会社ピービット
詳しく知りたいなど御興味ありましたら
お気軽に御問合せ下さいませ。

TEL：046-226-9911
Mail：office@pbit.co.jp
http：//www.pbit.co.jp
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　期日／令和３年１０月２３日（土）　会場／荻野運動公園体育館メインアリーナ令和３年度厚木市中学生卓球大会
～結　果～

幼児運動アカデミー幼児運動アカデミー キッズ野球アカデミーキッズ野球アカデミー
　令和３年１０月１日（金）から、５
歳から６歳を対象に１１回シリーズ
で開催。幼児期の発育段階に応じ
た基礎運動能力の向上を目指し、
とび箱やなわとび、柔軟体操など
に挑戦しました。

　令和３年１０月１６日（土）から、５歳から８歳を対象
に２回シリーズで開催。体力向上と野球に対する興
味を深めることを目的に、厚木市を拠点とする実業
団チームであるSBSリコーロジスティクス株式会
社野球部の皆さんを講師に招き、子どもたちに野球
の楽しさを教えていただきました。

スポーツ協会主催

スポスポーーツ大会結果ツ大会結果
成　績 １年生の部 ２年生の部 ３年生の部 ４年生の部 ５年生の部 ６年生の部
優　勝 荻野サッカー少年団 ハリマオサッカークラブ 荻野サッカー少年団 荻野サッカー少年団 林サッカークラブ ハリマオサッカークラブ
準優勝 鳶尾Jrサッカークラブ 鳶尾Jrサッカークラブ 林サッカークラブ ハリマオサッカークラブ 荻野サッカー少年団 林サッカークラブ
第３位 林サッカークラブ 荻野サッカー少年団 鳶尾Jrサッカークラブ 林サッカークラブ 鳶尾Jrサッカークラブ ペアーズ戸田サッカークラブ
第４位 ハリマオサッカークラブ 林サッカークラブ ペアーズ戸田サッカークラブ 鳶尾Jrサッカークラブ ペアーズ戸田サッカークラブ F.C.Crescer

～結　果～

１年生の部優勝
荻野サッカー少年団

２年生の部優勝
ハリマオサッカークラブ

３年生の部優勝
荻野サッカー少年団

４年生の部優勝
荻野サッカー少年団

５年生の部優勝
林サッカークラブ

６年生の部優勝
ハリマオサッカークラブ

令和３年度厚木市小学生サッカー大会 期日／令和３年４月２5日（日）～令和４年１月１０日（月）　会場／荻野運動公園競技場ほか

　スポーツ協会では、年間を通して各種の少年スポーツ大会を開催
しています。各大会で熱戦が繰り広げられ、子どもたちは、勝って
も負けても最後まで全力でプレイしていました。
　３月には、第5２回厚木市少年野球大会（少年部）と第１１回厚木市小
学生・中学生剣道演武大会を開催します。
　大会結果は、次号に掲載予定です。

期日／令和３年１２月４日（土）、１２月５日（日）
会場／上依知青少年広場

第３６回厚木市小学生ソフトボール大会

優　勝 清 水ソフトクラブ
準優勝 Ｅ Ｋ シ ャ ー ク ス
第３位 愛 甲 ソ フ ト
第３位 Ａ Ｎ ウ イ ナ ー ズ

～結　果～

優勝　清水ソフトクラブ

各部門優勝者

期日／令和３年１０月２日（土）～１１月１４日（日）
会場／及川球技場

優　勝 厚木ニューウェーブ
準優勝 ペ ガ サ ス
第３位 三 田 フ レ ン ズ

～結　果～

第5２回厚木市少年野球大会（学童部）

優勝　厚木ニューウェーブ

成　績 １年生男子の部 ２年生男子の部
優　勝 小　林　直　喜（林中学校） 堀　　　春　太（荻野中学校）
準優勝 門　倉　凌　牙（依知中学校） 永　井　聖　矢（荻野中学校）
第３位 小　林　純　忠（林中学校） 内　海　遼　祐（藤塚中学校）
第３位 河　口　　　蓮（依知中学校） 飯　塚　幹　太（依知中学校）

成　績 １年生女子の部 ２年生女子の部
優　勝 畑　中　さおり（睦合東中学校） 清　藤　　　泉 （藤塚中学校）
準優勝 古　橋　希　優（睦合東中学校） 野　村　遥　夏（藤塚中学校）
第３位 小　宮　佳　穂（藤塚中学校） 岡　田　留　音（睦合東中学校）
第３位 小　林　杏　海（林中学校） 林　　　優　子（睦合東中学校）



厚木市スポーツ少年団スポーツテスト厚木市スポーツ少年団スポーツテスト
　令和３年11月23日（火）、南毛利スポーツセンターグラウンドにおい
て、厚木市スポーツ少年団スポーツテストが開催されました。
　今回から、内容が新しくなった「運動適性テストⅡ」を採用。旧テ
ストから２種目増えた７種目を
測定し、スポーツ活動の基本と
なる運動能力を確認していきま
した。子どもたちは、新たな測
定種目に戸惑いながらも、少し
でも記録を伸ばそうと張り切っ
て各種目に挑戦していました。 腕の筋持久力のテスト
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　本情報紙に掲載する広告のスポンサーを募集しています。情報紙　本情報紙に掲載する広告のスポンサーを募集しています。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、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。スポーツ協会までお問い合わせください。

広 告 募 集広 告 募 集

賛 助 会 員 募 集賛 助 会 員 募 集

　 ※口数の制限はありません。
　●個人　１口年間：５，０００円　　●法人　１口年間：１０，０００円

　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。

期日／令和３年１2月１１日（土）～１2月28日（火）　会場／南毛利スポーツセンターほか
令和３年度厚木市小学生 ・中学生バスケットボール大会

成　績 小学生低学年　男子の部 小学生低学年　女子の部

優　勝 森の里ジュニアバスケットボールクラブ 厚木ミニバスケットボールクラブ

準優勝 厚木ＭＢＰ 厚木ＭＢＰ

第３位 厚木イッパクスターズ 厚木ラスティミニバスケットボールクラブ　Ｕ- １２ 

第４位 厚木ウインズ 森の里ジュニアバスケットボールクラブ

成　績 小学生高学年　男子の部 小学生高学年　女子の部

優　勝 厚木ＭＢＰ 森の里ジュニアバスケットボールクラブ

準優勝 リングスミニバスケットボールクラブ 厚木ＭＢＰ

第３位 厚木ウインズ 厚木ミニバスケットボールクラブ

第４位 森の里ジュニアバスケットボールクラブ 厚木ラスティバスケットボールクラブ

成　績 中学生　男子の部 中学生　女子の部

優　勝 厚木中学校 厚木中学校

準優勝 相川中学校 荻野中学校

第３位 睦合東中学校 南毛利中学校

第４位 林中学校 睦合中学校

～結　果～

小学生低学年男子の部優勝
森の里ジュニアバスケットボールクラブ

小学生低学年女子の部優勝
厚木ミニバスケットボールクラブ

小学生高学年男子の部優勝
厚木ＭＢＰ

小学生高学年女子の部優勝
森の里ジュニアバスケットボールクラブ

中学生男子の部優勝
厚木中学校

時間往復走で走る動作をチェック

中学生女子の部優勝
厚木中学校


