
スポーツによる人づくり　まちづくり

本紙はスポーツ振興くじの助成を受けています。

vol.82
2022年
12月1日号 〒243-0039　�厚木市温水西１丁目27番１号

厚木市営南毛利スポーツセンター内
TEL.046-247-7212　FAX.046-248-7151
HP https://www.atsugi-sports.com/
Eメール info@atsugi-sports.com

公益財団法人
厚木市スポーツ協会

ＩＮＤＥＸ
厚木市スポーツ協会主催スポーツ大会結果………　１、２
2022あつぎウォーク ……………………………………　２

あつぎスポーツアカデミー………………………………　３
2022あつぎマラソン、キッズスポーツチャレンジ、
　中学生職場体験学習を支援、賛助会員・広告募集…　４

厚木市スポーツ協会主催厚木市スポーツ協会主催
スポーツ大会結果スポーツ大会結果
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 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 荻野サッカー少年団

準優勝 リベルボーラFC リベルボーラFC ハリマオサッカークラブ F.C.Crescer リベルボーラFC

第３位 ハリマオサッカークラブ 荻野サッカー少年団 ブラックジャガーズ リベルボーラFC ペアーズ戸田サッカークラブ

第４位 鳶尾Jr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 ペアーズ戸田サッカークラブ 鳶尾Jr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
ハリマオサッカークラブ

４年生の部優勝
荻野サッカー少年団

５年生の部優勝
荻野サッカー少年団

６年生の部優勝
荻野サッカー少年団

令和４年度厚木市小学生サッカー大会 　期日／令和４年４月24日（日）～　会場／荻野運動公園競技場ほか

　厚木市スポーツ協会が、年間を通して小学生及び中学生を対象に行っ
ている各種スポーツ大会の結果をお知らせします。
　各大会で熱戦が繰り広げられ、勝っても負けても、子どもたちは最後
まで全力でプレイしていました。
　また、来年の１月には小学生サッカー大会１年生の部、３月には少年
野球大会の少年部と厚木市小学生・中学生剣道演武大会の開催を予定し
ております。
　大会結果は、次号本紙に掲載予定です。

期日／令和４年７月９日（土）、１０日（日）
会場／市営及川球技場

第３7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 愛 甲ソフトクラブ

第３位 Ｅ Ｋ シ ャ ー ク ス

第３位 玉 川 Ｃ Ｃ

優勝　清水ソフトクラブ

期日／令和４年５月１５日（日）、22日（日）
会場／市営及川球技場、猿ケ島野球場

優　勝 厚木ニューウェーブ

準優勝 三 田 フ レ ン ズ

第３位 荻 野 リ バ ー ス

～学童部（小学生）の結果～

第５３回厚木市少年野球大会

優勝　厚木ニューウェーブ
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中学生女子の部優勝　睦合中学校中学生男子の部優勝　相川中学校

令和４年度厚木市小学生・中学生バスケットボール大会
期日／令和４年７月３０日（土）～９月４日（日）　会場／荻野運動公園体育館ほか

小学生高学年女子の部優勝
 厚木ＭＢＰ

小学生高学年男子の部優勝
厚木ＭＢＰ

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

小学生低学年男子の部優勝
厚木ウインズ

成　績 小学生低学年男子の部 小学生低学年女子の部

優　勝 厚木ウインズ 森の里ジュニアバスケットボールクラブ

準優勝 厚木ＭＢＰ 厚木ラスティバスケットボールクラブ　Ｕ- １２

第３位 厚木ラスティバスケットボールクラブ　Ｕ- １２ 厚木ミニバスケットボールクラブ

第４位 厚木Buddyミニバスケットボールクラブ 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 厚木ＭＢＰ 厚木ＭＢＰ

準優勝 厚木Buddy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

第３位 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

第４位 厚木ラスティバスケットボールクラブ　Ｕ- １２ 厚木ウインズ

成　績 中学生男子の部 中学生女子の部

優　勝 相川中学校 睦合中学校

準優勝 愛川中原中学校 南毛利中学校

第３位 厚木中学校 林中学校

第４位 南毛利中学校 荻野中学校

大関さん　　畑中さん 小林さん　　服部さん

各部門優勝者

令和４年度厚木市中学生卓球大会
期日／令和４年８月２７日（土)、２８日（日）　会場／市営南毛利スポーツセンター　体育館

成　績 １年生男子の部 ２年生男子の部

優　勝 服　部　快　斗（荻野中学校） 小　林　純　忠（林中学校）

準優勝 中　川　准　聖（依知中学校） 河　口　　　蓮（依知中学校）

第３位 舘　林　　　蓮（林中学校） 萩　原　裕　一（林中学校）

第３位 佐　藤　新　太（林中学校） 門　倉　凌　牙（依知中学校）

成　績 １年生女子の部 ２年生女子の部

優　勝 大　関　　　華（睦合東中学校） 畑　中　さおり（睦合東中学校）

準優勝 山　田　海　奈（荻野中学校） 芦　田　莉　奈（藤塚中学校）

第３位 能　條　柚　希（藤塚中学校） 小　宮　佳　穂（藤塚中学校）

第３位 加　藤　菜　羽（荻野中学校） 古　橋　希　優（睦合東中学校）

　令和４年１０月２３日（日）、２０２２あつぎウォークを開催しました。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、気軽に楽しめるウォーキングを通して、生涯ス

ポーツの振興と市民の健康増進を
図るとともに、厚木市の魅力を再
発見してもらうことを目的として
います。
　過去２年は新型コロナウイルス
感染症の影響で中止しており、３

年ぶりの開催となった今回は、主に小鮎川と荻
野川沿いの堤防道路を歩いて、厚木中央公園と
及川球技場の間を往復する約７㎞のコースで実
施しました。
　当日は気持ちのよい秋晴れとなり、絶好の
ウォーキング日和。約３００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、秋のウォーキングを満喫しました。ゴール
した参加者には、完歩賞として厚木産の新米「はるみ」を配布しました。

２０２２あつぎウォ２０２２あつぎウォーークク
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　“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、クオリティの高いスポーツ
プログラムを提供しています。

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

会場は全て南毛利スポーツセンター

中学生バレーボールアカデミー中学生バレーボールアカデミー
　令和４年１０月３０日（日）、ロンドンオリンピック
銅メダリストの迫田さおりさんと江畑幸子さんを講
師に招き、バレーボール部に所属する中学生を対象
に開催し、2００人が参加。
　講習では、基礎的な実技指導に加え、サーブやス
パイクなどの実戦的なメニューも行われ、あこがれ
のメダリストからの直接指導に、参加者は目を輝か
せ、必死にボールを追いかけていました。
　なお、講習後にお二人から参加者全員にサイン入
りの色紙のプレゼントがあり、子どもたちは大喜び
でした。 迫田さん江畑さん

小学生トレーニングアカデミー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、学
期ごとのコースを開催。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
図ることを目的に、各種のトレーニ
ングに取り組んでいます。

キッズ野球アカデミーキッズ野球アカデミー
　令和４年７月９日（土）、子どもたちの体力
向上とスポーツの楽しさを知ってもらうことを
目的に、年中から小学２年生までを対象に開催。
　市内の「SBSリコーロジスティクス野球部」
の皆さんに講師を務めていただき、スポンジボー
ルなどを使用して、キャッチボールやバッティ
ングなどに挑戦。楽しく野球を体験しました。

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
　湘南ベルマーレスポーツクラブのコーチ
により、小学１年生から３年生までの子ど
もたちを対象に、学期ごとのコースを開催。
運動の基本となる「かけっこ」のほか、「ラ
グビー」や「サッカー」などの球技に加え、
「ダンス」で楽しく体を動かし、基礎体力
と運動能力の向上を図っています。

スポーツクリニックスポーツクリニック
　令和４年６月１８日（土）と７月１６日（土）、
小・中学生とその保護者や指導者を対象に、
怪我の防止に効果的なストレッチやトレーニ
ング方法についての講習会を開催。
　侍ジャパン野球日本代表Ｕ-１2のアスレ
ティックトレーナーを務めた経験もある川島
浩史氏を講師に迎え、最新の理論を学びました。

幼児運動アカデミー幼児運動アカデミー
　５歳から６歳の子ども
たちを対象に、学期ごと
のコースを開催。発育段
階に応じた基礎運動能力
の向上を目指し、「跳び
箱」や「鉄棒」、「縄跳び」
などに挑戦しています。

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
　中学校の部活動からソフトテ
ニスを始めた中学生を対象に、
学期ごとのコースを開催。競技
経験と指導資格を持つ本協会職
員が講師を務め、基礎から丁寧
に指導し、技術の向上を図って
います。

今後に予定している
あつぎスポーツアカデミー
（令和４年度）

•幼児運動アカデミー	 （３学期コース）
•小学生体力づくりアカデミー	 （３学期コース）
•小学生トレーニングアカデミー	 （３学期コース）
•永里源気サッカーアカデミー	 （１月）
•バスケットボールクリニック	 （１月2９日）
• 中学生ソフトテニススクール	 （３学期コース）

•中学生ソフトテニスアカデミー	合同練習会	 （１月～３月）
•中学生ソフトテニスアカデミー	強化練習会	 （１月～３月）
•中学生バドミントンアカデミー	合同練習会	 （２月2５日）
• 中学生卓球アカデミー	合同練習会	 （２月2６日）
• 第２回スポーツクリニック	 （１2月１７日）

〜オリンピアンがやってきた!〜〜オリンピアンがやってきた!〜
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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等へ配布しています。広告に関する詳細は、市内全戸及び関係団体等へ配布しています。広告に関する詳細
は、厚木市スポーツ協会までお問い合わせください。は、厚木市スポーツ協会までお問い合わせください。

情報紙広告募集情報紙広告募集

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、厚木市スポーツ協会の目的及び事業に賛同する法人・
団体及び個人のことで、事業に対しご援助いただいております。入会
を希望される方は、事務局までご連絡ください。
　会費は次のとおりです。

　令和４年７月24日（日）、南毛利
スポーツセンターにおいて、子ども
たちがスポーツに親しむ機会を提供
することを目的に、「キッズスポーツ
チャレンジ」を開催しました。

　今回は「キッズダンスにチャレン
ジ」と題して、年中から小学１年生
までの子どもたちがダンスに挑戦。
音楽に合わせて元気に体を動かし、
ダンスの楽しさを体験しました。

　厚木市スポーツ協会では、中学生の職場体験学習
を支援しています。
　令和４年度は、これまでに4校から15人を受け入
れ、南毛利スポーツセンターの窓口業務やグラウンド整備などの施
設管理業務を中心に、ボールの空気入れなどスポーツイベントの準
備も体験してもらいました。

　なれない作業に戸惑いながらも、意欲的に取り
組み、仕事の「やりがい」や「達成感」を学んで
もらえたようです。短い期間でしたが、今回の経
験が将来に少しでも役立つことを期待しています。

キッズスポーツチャレンジキッズスポーツチャレンジ

中学生職場体験学習中学生職場体験学習をを支援支援

２０２２あつぎマラソン ～秋空の厚木路を選手が力走～
　令和４年1０月３０日（日）、荻野運動公園を発着点に、２０２２あつぎマラ
ソンが３年ぶりに開催されました。市内外から約1０００人が参加し、秋空
の下、厚木路を駆け抜けました。
　同大会は、スポーツ交流の促進と生涯スポーツの推進を目的に厚木市
と厚木市教育委員会が主催し、今年で３7回目。今回、1０㎞のコースは関
門制限時間の緩和やコースの変更で、より参加しやすい大会にリニュー

アルされました。
　1０kmの部では、新型コロナウイルス感染防止対策として、参加者を
複数のブロックに分けて時間差でスタートするウェーブスタートを採
用。競技終了後には、九つの部門の６位までが表彰され、各部門の１位
に輝いた選手には、メダルと賞状、副賞が手渡されました。

《
各
部
優
勝
者
一
覧
》

29歳以下男子優勝　浅岡選手

部　　門 氏　　名 記　　録

1０㎞の部

２9歳以下男子 浅　岡　祐　希 ３０分４３秒
３０歳代男子 中戸川　　　敦 ３２分1４秒
４０歳代男子 秋　吉　　　元 ３２分1０秒
5０歳代男子 高　橋　俊　幸 ３４分４5秒
6０歳以上男子 北　條　伸　行 ３9分1０秒
３9歳以下女子 髙　野　温　菜 ３6分1８秒
４０歳以上女子 西　本　ふ　み ４０分２5秒

３㎞の部 中学生男子 塚　本　遥　斗 1０分３6秒
中学生女子 奥　村　偲　生 11分5０秒


