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今後予定しているアカデミー事業（2019年度）
•�幼児動きづくりアカデミー（１月コース、２月コース）
•�小学生トレーニングアカデミー（３学期コース）
•トップアスリート育成事業中学生ソフトテニスアカデミー（11月～３月）
•�トップアスリート育成事業中学生軟式野球アカデミー（12月14日）
•�トップアスリート育成事業中学生バドミントンアカデミー（２月予定）

　体育協会の “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とその指導者を対象に、
さまざまな競技に共通する基本動作や高い技術を直接選手から学べる事業を実施しています。

あつぎスポーツアカデミー未来の
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小学生体力づくりアカデミー
　小学１年生から３年生を対象に開
催。１学期と２学期の各学期ごとに参
加者を募集し、運動の基本となる「か
けっこ」のほか、「サッカー」の競技
体験などで楽しく体を動かし、基礎体
力と運動能力の向上を図りました。

小学生トレーニングアカデミー
　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、毎週金曜日の夕方、南毛利スポーツセンターで開催。学期ごと
に参加者を募集し、あらゆる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、各学
期の最初と最後にはアスリートテス
トを実施してその効果を確認してい
ます。
　３学期コースの募集については、
広報あつぎ（12月15日号）でお知ら
せします。

小学生軟式野球アカデミー
　９月16日（月）、市内の少
年野球チームに所属する小学
５・６年生を対象に開催。午
前中は、野球の日本代表チー
ムでも採用している運動能力
テストを実施し、ベースラン
ニングやメディスンボールス
ローなどの測定を行いまし
た。午後からは、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講師に迎えて野球教室を実施し、ボー
ルの握り方や足の運び方など基礎から指導を受けました。

トレーニングセミナー
　９月14日（土）、荻野中学校
で部活動指導者と部員を対象に
開催。講師には、侍ジャパン野
球日本代表Ｕ-12でフィジカルト
レーナーを務める川島浩史氏を
迎え、テキストを使った講義の
ほか、実際に体を動かして最新

のトレーニング方法やストレッチなどについて学びました。

幼児体操アカデミー
　５月20日（月）から７月１日
（月）までの６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、とび箱やマット運動、縄
跳びなどに挑戦しました。
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体育協会主催スポーツ大会結果

成　績 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 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 鳶尾Jrサッカークラブ
準優勝 ハリマオサッカークラブ 鳶尾Jrサッカークラブ ペアーズ戸田サッカークラブ 林サッカークラブ Ling Football Club 依知
第３位 鳶尾Jrサッカークラブ 林サッカークラブ 荻野サッカー少年団 ペアーズ戸田サッカークラブ ハリマオサッカークラブ
第４位 F.C.Crescer ペアーズ戸田サッカークラブ 林サッカークラブ 愛川サッカークラブ 林サッカークラブ

～２年生から６年生の部の結果～� ※�１年生の部は１月に実施予定です。

２年生の部優勝
荻野サッカー少年団

３年生の部優勝
荻野サッカー少年団

４年生の部優勝
ハリマオサッカークラブ

５年生の部優勝
荻野サッカー少年団

６年生の部優勝
鳶尾Jrサッカークラブ

2019年度厚木市小学生サッカー大会 　期日／平成31年４月28日（日）～　会場／荻野運動公園競技場ほか

　期日／令和元年８月31日（土）　会場／市営南毛利スポーツセンター　体育館2019年度厚木市中学生卓球大会
成　績 １年生男子の部 ２年生男子の部
優　勝 江　崎　孝太郎（厚 木 中） 佐　藤　一　太（睦合東中）
準優勝 大　野　瑞　己（睦合東中） 前　田　逢　翔（睦合東中）
第３位 森　　　祐　人（荻 野 中） 関　　　凰　介（依 知 中）
第３位 原　田　泰　知（睦合東中） 浅　野　翔　天（玉 川 中）

成　績 １年生女子の部 ２年生女子の部
優　勝 福　山　純　加（厚 木 中） 水　出　愛莉那 （藤 塚 中）
準優勝 堀　内　な　つ（愛 川 中） 水　野　杏　香 （藤 塚 中）
第３位 野　中　麻　衣（厚 木 中） 小　宮　純　子 （藤 塚 中）
第３位 衛　本　千　尋（厚 木 中） 谷田部　紗　羅 （藤 塚 中）

～結　果～

各部門優勝者

　体育協会では、年間を通して競技別の少年スポーツ大会を開催しています。勝っても負けても子どもたちは最後
まで全力でプレイ、熱戦が繰り広げられました。
　令和２年１月には小学生サッカー大会１年生の部を、３月には厚木市小学生・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／令和元年６月30日（日）、７月13日（土）　
会場／市営及川球技場

第3４回厚木市小学生ソフトボール大会

優　勝 愛甲小ソフトクラブ
準優勝 酒 井 リバ ー ソフト
第３位 恩 名 ソ フ ト
第３位 や ま が ら ソ フ ト

～結　果～

優勝　愛甲小ソフトクラブ ナイス。ジャストミート！

期日／令和元年５月18日（土）～６月２日（日）
会場／市営玉川野球場、市営厚木野球場ほか

成　績 少年部 学童部
優　勝 林 中 学 校 野 球クラブ 三 田 フ レ ン ズ
準優勝 厚木中学校野球クラブ ペ ガ サ ス
第３位 藤塚中学校野球クラブ 県 央 少 年 野 球クラブ
第３位 南毛利中学校野球クラブ

～結　果～

少年部優勝　林中学校野球クラブ

第50回厚木市少年野球大会

学童部優勝　三田フレンズ

全 165 室

マイクロバス駐車可

本厚木駅徒歩３分

ミーティングルーム完備

https://atsugi.hotel-vista.jp/ja



［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

３令和元年12月1日　76号

　第19回２０19あつぎウォークを1０月２７日（日）
に開催しました。このイベントは、平成1０年
に開催された「かながわ・ゆめ国体」を記念
して始まったもので、気軽に楽しめるウオー
キングを通して、健康づくりの大切さとあつ
ぎの魅力ある景観を再発見する機会の提供を
目的としています。
　今回は、平成11年のイベント開始以来、初
めて南毛利スポーツセンターを発着点とし、

健脚コース約1５kmとファミリー
コース約1０㎞の２コースで実施し
ました。
　当日は、午前９時からの出発式
後、健脚コースが先に出発。小町
神社前や玉川沿いを歩いて玉川公
民館を通過し七沢森林公園へ。七
沢トンネルで森の里に抜けた後、
ふじだな公園などを通って七沢森

林公園さくらの園に到着。公園で昼食を
取った後は、つつじの丘公園や恩曽川沿
いを歩き、午後０時５０分頃に南毛利ス
ポーツセンターに帰ってきました。
　ファミリーコースは、七沢トンネルま
では健脚コースと同じコースを歩き、そ
の後は、若宮公園や恩曽川沿いの堤防道
路などを通り、午後０時２０分頃に南毛利
スポーツセンターに帰ってきました。
　当日は曇り空でしたが、ウオーキング
には最適な気温となり、約２００人の参加

者は、川のせせらぎや収穫を終えた田園風景などを楽しみながら心地
よい汗を流し、秋のあつぎ路を
満喫しました。
　ゴールでは、運営スタッフの
拍手と完歩賞の厚木産新米「は
るみ」に迎えられました。

期日／令和元年８月１７日（土）～９月１４日（土）　会場／荻野運動公園体育館ほか
20１9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 リングスミニバスケットボールクラブ ＲＥＡＬ ＳＵＮＳミニバスケットボールクラブ

準優勝 厚木ＭＢＰ 森の里ジュニアバスケットボールクラブ

第３位 荻野ミニバスケットボールクラブ リングスミニバスケットボールクラブ

第４位 厚木ウインズ 厚木ＭＢＰ

成　績 小学生高学年　男子の部 小学生高学年　女子の部

優　勝 リングスミニ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（Ｕ-12）

準優勝 厚木ＭＢＰ 厚木ミニバスケットボールクラブ

第３位 厚木ラスティバスケットボールクラブ（Ｕ-12） リングスミニバスケットボールクラブ

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 中学生　男子の部 中学生　女子の部

優　勝 南毛利中学校 愛川東中学校

準優勝 林中学校 南毛利中学校

第３位 藤塚中学校 厚木中学校

第４位 愛川東中学校 林中学校

～結　果～

小学生低学年　男子の部優勝
リングス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
リングスミニバスケットボールクラブ

中学生　男子の部優勝
南毛利中学校

小学生低学年　女子の部優勝
ＲＥＡＬ ＳＵＮＳミニバスケットボールクラブ

小学生高学年　女子の部優勝
厚木ラスティバスケットボールクラブ（Ｕ-12）

中学生　女子の部優勝
愛川東中学校

２０１９ あつぎウォーク

　体育協会では、スポーツの国際大会、全国大会に出場した方の情報を集
めています。寄せられた情報は、「厚木市スポーツ人のつどい」での全国
大会等出場者紹介の資料に活用されます。
期　　間：平成３1年１月１日から令和元年1２月３1日まで
対　　象：�国際、全国大会（共にオープン大会などは除く）に、日本代表

や県代表として出場した市内在住の個人及び市内に所在するク
ラブチームや学校・事業所などで編成されたチーム

条　　件：�公募で開催された予選会を経て出場できる大会及び一定の基準

を満たした上で競技団体の推薦等により出場できる大会に限り
ます。

申込方法：�所定の報告書に必要事項を記入の上、大会の詳細が分かる資料
（開催要領等）及び予選会の結果または出場に係る競技団体の
推薦書等を必ず添付し、令和２年１月７日までに体育協会まで
お寄せください。� �
　報告書は、東町スポーツセンター、及川球技場、猿ケ島スポー
ツセンター、南毛利スポーツセンターの窓口に置いてあります。
　また、体育協会ホームページからもダウンロードできます。

全国大会等出場者情報提供のお願い

曽田会長の号砲でスタート

さあ、元気に出発 収穫を終えた田園風景の中を歩く



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

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
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　７月１４日（日）、荻野運動公園体育館で
代表チームによるバスケットボールクリ
ニックが開催されました。
　厚木市は、２０２０年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会におけるニュー
ジーランドとのホストタウン交流事業の
一環として、７月に台湾で開催された女
子バスケットボール国際大会の事前キャ

ンプを受け入れました。練習の合間に小学生を対象としたクリニックが
開かれ、代表選手と子どもたちが共に汗を流し、交流を深めました。
　参加した子どもたちは、「かっこよかった」「ジャンプ力がすごかった」

「すごく上手で試合を見たくなった」と、目を輝かせていました。
　また、８月に男子バスケットボールニュージーランド代表チームの事
前キャンプとＵ－１８ゴ
ルフニュージーラン
ド代表選手との交流
事業が行われ、１０月
には車いすラグビー
ニュージーランド代
表チームの事前キャ
ンプが実施されるな
ど、オリンピック本
番を前にして熱気が
高まっています。

あつぎの子どもたちと交流

古　舘　博　士 森　　　史　雄 三　嶋　正　志 勝　木　陽　一 石　川　ミツ枝
岩　﨑　博　美 髙　橋　健　一 鷲　尾　正　行 神　吉　善　茂 勝　俣　　　武
鍵和田　敏　雄 東　　　美奈子 井　上　敏　郎 久保田　三　義 山　下　　　浩
大　島　京　子 大久保　春　樹 又　村　　　秀 志　田　邦　昭 福　田　博　明
小　川　栄　司 田　坂　幸　治 佐　藤　吉　英 持　主　正　治 長谷川　美　雪
田　川　　　進 江　藤　敏　男

有限会社タイガープロパン 有限会社ピービット
浅岡信一税理士事務所 厚木ツマダボウル
株式会社特別警備保障 株式会社神菱商事
レンブラントホテル厚木 有限会社イシケンスポーツ本店
有限会社長澤商事 今泉産業株式会社
有限会社松浦測量 株式会社第三設備
株式会社欧文社 厚木ガス株式会社
愛甲建設株式会社 株式会社ノジマ教材
有限会社甘利園芸センター 株式会社伊波ビルサービス
相日防災株式会社厚木支店 厚木市農業協同組合
一般社団法人AGSSクラブスポルティーボ 鈴木電気管理事務所
日産自動車株式会社 株式会社アツギフードサービス
本厚木カンツリークラブ 学校法人ソニー学園 湘北短期大学

　体育協会のスポーツ振興事業推進のためにご覧の方々から温かいご支
援をいただきました。慎しんでお礼申し上げます。

（令和元年１１月1日現在　順不同・敬称略）

（令和元年１１月1日現在　敬称略・順不同）

≪個人会員≫

≪法人会員≫

～ご支援ありがとうございます～

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、体育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。入会を希望される方は、体育協会事務局までご連絡く
ださい。会費は次のとおりです。

ナショナル・ベンディング株式会社 厚木営業所 パークインホテル厚木
日立オートモティブシステムズ株式会社 株式会社内田造園
小沢商事株式会社 厚木ゴルフプラザ
株式会社シグマ 野寺電気管理事務所
株式会社ジャパンビバレッジセントラル 厚木ヤクルト販売株式会社
厚木市地域婦人団体連絡協議会 松本ほけんセンター
株式会社リコー厚木事業所 厚木市野球協会
厚木市ソフトテニス協会 厚木市少林寺拳法協会
厚木剣道連盟 厚木市グラウンド・ゴルフ協会
厚木市卓球協会 厚木市弓道協会
厚木市テニス協会 厚木市柔道協会
厚木市バウンドテニス協会 厚木市ソフトボール協会
厚木市空手道協会 厚木市スキー協会
厚木市ボウリング協会 厚木市バレーボール協会
厚木市バスケットボール協会 厚木市陸上競技協会
厚木市なぎなた協会 厚木市ダンススポーツ連盟
厚木市水泳協会 厚木市ゲートボール連合
厚木市ゴルフ協会 厚木市サッカー協会
厚木市バドミントン協会 厚木市ファミリーテニス協会
厚木市山岳協会 厚木市クレー射撃協会

女子バスケットボール
ニュージーランド代表チーム

背伸びでハイタッチ


