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スポーツ協会主催
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 荻野サッカー少年団 ハリマオサッカークラブ 林サッカークラブ
準優勝 鳶尾Jrサッカークラブ 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 鳶尾Jrサッカークラブ
第３位 林サッカークラブ 林サッカークラブ ペアーズ戸田サッカークラブ 林サッカークラブ 荻野サッカー少年団
第４位 ペアーズ戸田サッカークラブ 鳶尾Jrサッカークラブ 林サッカークラブ 鳶尾Jrサッカークラブ ペアーズ戸田サッカークラブ

～２年生から６年生の部の結果～

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
荻野サッカー少年団

５年生の部優勝
ハリマオサッカークラブ

６年生の部優勝
林サッカークラブ

令和２年度厚木市小学生サッカー大会 　期日／令和２年８月２９日（土）～　会場／荻野運動公園競技場ほか

　スポーツ協会主催の各種スポーツ大会は、新型コロナウイルス感染症
の影響により延期や中止を余儀なくされましたが、参加者や運営役員、
関係者にご協力いただき、感染症対策を施した上で７月から開催するこ
とができました。
　勝っても負けても子どもたちは最後まで全力でプレイ。各大会で熱戦
が繰り広げられ、スポーツができる喜びを実感していました。

期日／令和２年９月２０日（日）、９月２２日（火）　
会場／市営及川球技場ほか

１月　厚木市小学生サッカー大会１年生の部
２月　厚木市中学生卓球大会
　　　第３回月例マラソン

３月　厚木市小学生・中学生剣道演武大会
　　　第４回月例マラソン
※新型コロナウイルス感染症の状況等により、中止となる場合があります。

第３５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 や ま が ら ソ フ ト
第３位 愛甲小ソフトクラブ
第３位 温 水 ソ フ ト

～結　果～

優勝　清水ソフトクラブ 力強いスイングで長打の当たり

期日／令和２年７月１９日（日）～８月１日（土）
会場／市営及川球技場

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

～学童部（小学生）の結果～

今後開催を予定している
スポーツ大会

第５１回厚木市少年野球大会

一塁まで全力疾走優勝　三田フレンズ

※少年部（中学生）は中止となりました。
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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共通し

て必要なバ
ランス感覚
や俊敏性な
ど運動神経の向上を図り、各学期の最後に
は、アスリートテストを実施してトレーニ
ングの効果を確認しています。

小学生体力づくりアカデミー
　小学１年生から３年生までを対象に、南毛利スポーツセンターで
開催。１学期と２学期の学期ごとに参加者を募集し、運動の基本と
なる「かけっこ」、「サッカー」や「ラグビー」の競技体験を通して

基礎体力とコーディネーション
能力の向上を図りました。

幼児体操アカデミー
　令和２年６月１日（月）から７月６日（月）まで、
南毛利スポーツセンターを会場に５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。

中学生ソフトテニスアカデミー  強化練習会
　令和２年１１月１日（日）、ヨネックス
株式会社所属の柴田章平選手と徳川愛
実選手を講師に招き、南毛利スポーツ
センターで開催。今回は強化指定選手
のほか公募の中学生も参加し、現役
トップ選手からの直接指導で技術の向
上を図りました。
　令和２年１２月５日（土）には同会場で
２日目を実施します。

４スタンス理論講習会
　令和２年１０月２５日（日）、プロ
スポーツの世界でも取り入れ
られている「４スタンス理論」
の講習会を南毛利スポーツセ
ンターで開催。４スタンス理論
とは、人の体には４つのタイプ
があり、それぞれに正しい動か

し方があるという身体理論で、講習では最初に参加者のタイプを診
断した後、実技を行いながら理論を学び、正しい体の動かし方を確
認しました。

中学生ソフトテニスアカデミー  練習会
　令和２年６月１３日（土）、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より中学校部活動も自粛していたことから、中学生の体力や運動機
能の回復、心身のリフレッシュなどを目的に南毛利スポーツセン
ターで開催。久しぶりに顔を合わせた仲間とのラリーに子どもたち
は笑顔で汗を流しました。

スポーツ用品全般・体育器具
記念品・オリジナルプリント
アウトドア用品
アウトドアイベント
（カヌーツアー＆スクール）

有限
会社 本店

〒243-0018 神 奈 川 県 厚 木 市 中 町 3-12-7 　2F
TEL 0 4 6（22 1）41 7 6・FAX 0 4 6（22 1）33 4 4
E-mail　sp@ishiken.net
〔URL〕http://www.ishiken.net

　“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さまざまな競技に共通する
基本動作を身に着けられる事業や、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開催しています。新型コロナウイルス感染症の影響
を受けた今年度は、子どもたちの体力回復やリフレッシュを目的とした事業も実施しました。

•幼児動きづくりアカデミー（1月、2月）
•幼児運動アカデミー（1月）
•ＮＡＧＡＳＡＴＯサッカーアカデミー（1月）
•キッズ野球アカデミー（2月）
•小学生トレーニングアカデミー（1〜3月）
•小学生軟式野球アカデミー（1月）

•ＳＣＤ親子走り方アカデミー（未定）
•中学生ソフトテニスアカデミー　強化練習会（1〜3月）
•中学生卓球アカデミー（1月）
•中学生バドミントンアカデミー（2月）
※新型コロナウイルス感染症の状況等により、中止となる場合が
あります。

今後開催を予定している
アカデミー事業
（令和２年度）

あつぎスポーツアカデミー未来の
アスリートへ



［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
・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

３令和2年12月1日　78号

　スポーツ協会では、“楽しい時間の過ごし方” をテーマに自宅でできるトレーニングやヨガなどの動画を配信しています。元Ｊリーガーや陸上
競技の元日本代表選手から人気のYouTuberまで、各種スペシャリストの動画をラインナップしておりますので、ぜひご覧ください。

●永里源気先生「親子でボール遊び」ほか
●狩野麻理絵先生「自宅でヨガを始めよう」ほか
●�ワイズ・スポーツ＆エンターテイメント「お家で足趾トレーニング」ほか
●小林雄一先生「走り方トレーニング（骨盤体操）」ほか
●�谷口耕太郎先生「走り方トレーニング（腕振り＆腕の筋力トレーニング）」
ほか
●臼井幸平先生「ボールタッチチャレンジ（初級編）」ほか
●あゆタロウ先生「体幹トレーニング」ほか
●大坪タツヤ先生「自宅で出来るサーキットトレーニング」ほか

動画配信中　３密を避けて体を動かそう

厚木市スポーツ少年団スポーツテスト

親子でボール遊び 自宅でヨガを始めよう

お家で足趾トレーニング 体幹トレーニング

　令和２年１１月７日（土）、荻野運動公園競技場において、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。
　テストでは５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。
結果をもとに、自身の不足している能力を伸ばすことで、競技力の向上は
もちろん、健康に自信を持ってもらうことを目的としています。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた今回は、感染防止のため人数
を制限し、マスクの着用やチェックリストの確認などの対策を図りました。
例年とは違うテストになりましたが、子どもたちは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 敏しょう性のテスト

　令和２年１１月３日（火）に開催を予定していました「２０２０あつぎウォーク」は、新型コロナウイルス感染症の感染状況から、参加者をはじめ事業
にかかわる全ての皆さまの安心・安全を最優先に考え事業を中止いたしました。イベントを楽しみにされていた皆さまには、大変残念なご報告と
なってしまいましたが、次年度の開催に向け安心・安全な運営ができるよう準備と検討を進めてまいります
ので、ご理解くださいますようお願いいたします。
　今回は主に相模川沿いをコースとした健脚コース約１３kmとファミリーコース約９㎞の２コースで、川沿
いの堤防道路やスポーツ広場、今年３月３１日に開通した「相模大堰管理橋」などを歩く予定でした。
　ウォーキングは誰もが手軽に行える「有酸素運動」です。日々の運動不足解消と健康増進に、コロナ禍の
心身リフレッシュに、今回のコースを歩いてみてはいかがでしょうか。
　コース詳細はスポーツ協会公式サイトでご覧いただけます。
　また、「２０２０あつぎウォーク」以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響
により各種スポーツイベントが中止となりました。中止となった主な事業は次
のとおりです。
日程 スポーツ協会主催
４月 第２６回厚木市中学生ソフトテニス大会

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
キッズスポーツチャレンジ

１１月
２０２０あつぎウォーク
第１回月例マラソン
スポーツフェスティバル

１２月
第２回月例マラソン
中学生軟式野球アカデミー
中学生ソフトボールアカデミー

通年 スポーツ教室（２４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

９月
第４３回厚木市民体育祭
ねんりんピックかながわ２０２１プレ大会

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

１２月 第９回ちびっこマラソン＆駅伝競走大会
１月 第６７回あつぎ駅伝競走大会

相模大堰管理橋

酒井スポーツ広場

２０２０ あつぎウォーク 中止

スポーツ協会では協会公式サイトのほか、Facebook、Instagram、Twitterでも情報を発信しています。

小田
急線

小田原厚木道路

本厚
木駅

酒井スポーツ広場

旭町スポーツ広場

厚木野球場

中央公園

相川小

戸田小

厚木小

恩曽川
相模川

コース図

相川中
新東名高速道路

相模大堰管理橋

東名高速道路

厚木清南高

厚木第二小

玉
川

厚木IC

厚木南IC

厚木中

健脚コース
（約13㌔）
ファミリー
コース
（約9㌔）

※交通ルールを守って歩きましょう。　※体調が思
わしくないときは中止しましょう。　※こまめに水
分補給と休憩をとりましょう。　※コースはウォー
キング用に整備されたものではありません。状況に
より歩きにくい場合や通行できない場合もあります。

コース図

YouTube
チャンネル



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
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　本情報紙に掲載する広告を募集しています。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。

広告募集

　スポーツ協会では、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」
で行う全国大会等出場者紹介の資料に活用させていただきます。

期　　間 令和２年１月１日から令和２年12月31日まで

対　　象
�国際大会、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。

提供方法

�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３年１月
６日までにスポーツ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、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、スポーツ協会公式サイトからダウンロー
ドできます。

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

株式会社松本ほけんセンター 学校法人ソニー学園�湘北短期大学
レンブラントホテル厚木 本厚木カンツリークラブ
株式会社にしき パークインホテル厚木
株式会社シグマ 球スポーツ
ナショナル・ベンディング株式会社�厚木営業所 株式会社内田造園
厚木ヤクルト販売株式会社 株式会社ジャパンビバレッジセントラル
株式会社ヒロコーポレーション 株式会社アツギフードサービス
株式会社リコー�厚木事業所 有限会社ピービット
有限会社タイガープロパン 株式会社神菱商事
ダイト空調工業株式会社 株式会社第三設備
小沢商事株式会社 有限会社松浦測量
株式会社マッハエンジニアリング 有限会社長澤商事
浅岡信一税理士事務所 株式会社欧文社

　スポーツ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。謹んでお礼申し上げます。

（令和２年11月１日現在　敬称略・順不同）

（令和２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、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。入会を希望される方は、スポーツ協会までご連絡
ください。

全国大会等出場者情報提供のお願い

有限会社甘利園芸センター 愛甲建設株式会社
今泉産業株式会社 有限会社イシケンスポーツ本店
マイプランニング 株式会社特別警備保障
厚木ガス株式会社 有限会社ナガノ設備
鈴木電気管理事務所 野寺電気管理事務所
日産自動車株式会社 株式会社ノジマ教材
株式会社伊波ビルサービス 厚木市農業協同組合
日立オートモティブシステムズ株式会社 厚木市ファミリーテニス協会
厚木市地域婦人団体連絡協議会 厚木市テニス協会
厚木市サッカー協会 厚木市弓道協会
厚木市卓球協会 厚木市ソフトテニス協会
厚木市バウンドテニス協会 厚木剣道連盟
厚木市バスケットボール協会 厚木市バドミントン協会
厚木市グラウンド・ゴルフ協会 厚木市バレーボール協会
厚木市ボウリング協会 厚木市少林寺拳法協会
厚木市水泳協会 厚木市スキー協会
厚木市ソフトボール協会 厚木市ゴルフ協会
厚木市空手道協会 厚木市野球協会
厚木市ダンススポーツ連盟 厚木市山岳協会
厚木市陸上競技協会

※�「厚木市スポーツ人のつどい」は、新型コロナウイルス感染症の状況等により、
中止となる場合があります。


