
本紙はスポーツ振興くじ助成を受けて発行しています。
※J:COMチャンネルは、J:COM TVご加入者さま、J:COM対応済みの建物にお住まいの方な
らどなたでも無料でご覧いただけるチャンネルです。※テレビのチャンネル設定（再スキャン）が
必要な場合があります。※放送予定は予告なく変更になる場合があります。

※J:COMチャンネルは、J:COM TVご加入者さま、J:COM対応済みの建物にお住まいの方な

J:COMチャンネル
（地デジ11ch）で生放送!

「デイリーニュース」
地元情報満載!

（月）～（金） 夜6：00～
地元の気になる出来事をご紹介する地元目線のニュース番組。行政
や防犯・防災の取り組み、イベント開催予定など、地域の話題をお届
けします。生活に役立つ情報がきっと見つかる！

※2015年7月末現在（一部除く）。※ご住所や建物によってはご利用
いただけない場合があります。※会社名・製品名・サービス名は、各社
の登録商標または商標です。一部申請中のものを含みます。

0120-999-000
AM9:00～PM9:00

【年中無休】 jcom

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。

【デイリーニュース広告】サイズ：左右 ×天地

Free Paper
ご自由にお持ち帰りください

主なスケジュール（予定）

少年少女スケート教室 in 富士急ハイランド　開催！！
平成27年12月25日（金）　（荒天時：26日（土）に順延）　午前8時出発　午後5時解散（予定）

今号の主な記事
◆少年少女スケート教室開催
◆湘南ベルマーレ公式戦結果
◆キラリ輝く　はだのっ子
◆冬から始まるスポーツ教室予定
◆スポーツカレンダーはだの
◆自費製作ミニボウリングで地域貢献

スポーツ＆レジャーで彩る秦野・ひと・まち・みらいをつなぐ情報誌

第75号  発行日：平成27年11月15日  発行元：（公財）秦野市スポーツ振興財団  発行人：理事長 落 信久  発行部数：45,000部

　冬の人気プログラム、小学４年生～６年生を対象にした「少年少女スケー
ト教室」が今年も開催されます。
　会場は、世界文化遺産に登録された富士山の麓にある、富士急ハイラン
ドの園内スケート場です。
　講師は、神奈川県スケート連盟に所属される専門指導員の皆様ですから、
初心者の方でも安心してご参加いただけます。
　スケート靴の履き方から滑り方まで丁寧な指導で、午後には、コースの
中で思い思いのシュプールを描き、楽しそうに滑るお子様の姿があちらこ
ちらで見られます。
　日帰りのスケート教室ですが、専門指導員から学んだ技術は、こどもた
ちの自信につながっているようです。
　帰りのバスの中では「またスケートしたい！」「来年も絶対参加するよ！」
「今度は家族と滑りに行きたい！」など明るい声と笑顔で盛り上がります。
　お申込の受付は11月19日からはじまり、先着順の受付となります。
　この冬の思い出づくりに、少年少女スケート教室に参加してみません
か？
　皆様からのお申込を心よりお待ちいたしております。

日　時：平成27年12月2日（水）午前9時～１２時
会　場：総合体育館メインアリーナ
定　員：25組（50名）　※定員まで先着順で受付　
　　　　（ダブルス形式のためペアの申込が基本。1人での申込も可。）
対　象：ダブルスのルールを理解している初級者・中級者
内　容：バドミントン初級者から中級者が集い、交流を目的として
　　　　ローカル・ルールで開催する楽しさを追及した交歓会です。
費　用：1人／ 500円（保険料込み）
申込み：秦野市スポーツ振興財団へ電話（０４６３－８４－３３７６）
　　　　又は総合体育館受付で直接お申込みください。

　スポーツを始めたいけど何をすればよいのかわからない。エアロビ
クスが自分にあうか一度体験したい。そんな時は総合体育館で開催し
ている当日受付型スポーツ教室（1回400円）に参加してみませんか？　
20～ 80歳代という幅広い方々にご参加いただいてます。
　種目は、健康体操、リフレッシュヨガ、タイ式ヨガ、ボクシングエ
アロ、はじめてエアロビクス、初級エアロビクス、初中級エアロビク
ス、中級エアロビクスなどを取り揃えています。
　ご都合にあわせて、いつでも気軽にご参加いただける内容です。百
聞は一見に如かず。ぜひ一度お試しください。

わくわくスポーツ交歓会「バドミントン」募集中！
12 月 2日（水）　9時から総合体育館で開催

7：30 集合（総合体育館ロビー）
8：00 出発（大型バス3台）
9：30 富士急ハイランド到着・入園
10：00 スケート教室（午前の部）
12：00 昼食（カレーライス）
13：00 スケート教室（午後の部）
15：00 終了・荷物のまとめ
15：30 秦野へ向け出発
17：00 解散（総合体育館ロビー）

開 催 日：平成27年12月25日（金）
※荒天の場合26日（土）に順延

開催場所：富士急ハイランド
集合時刻：午前7時30分
集合場所：総合体育館ロビー

※26日（土）に順延時も同じ
参 加 費：参加者1名につき 6,500円

（ 参加費には入場料、昼食、ス
ケート靴借用料、バス運行費
用及び保険料を含みます。な
お、昼食やスケート靴を持参さ
れた場合も変更はありません。）

申込受付：平成27年11月19日（木）～
定員まで先着順で受付

申込方法：電話（０４６３－８４－３３７６）
又は、総合体育館受付窓口で
直接お申込み
※メールでの申込は不可

日　　時：平成28年2月21日（日）　午前8時～ 12時（予定）
場　　所：秦野市中央運動公園内　陸上競技場及びランニングコース
対　　象：スポーツ活動に関心のある少年少女及びスポーツ少年団に所属する

小学4年生から6年生（最大36チーム）
主　　催：（公財）秦野市スポーツ振興財団
コ ー ス：（男女共通）　

中央運動公園陸上競技場内1周～競技場外周ランニングコース1周
全6区間　計 約8.2㎞（1区間 約1.3㎞（ただし第6走者のみ1.7㎞））

チーム構成：1．走者6名、補欠2名（ロードレース出場者）の計8名でチーム
を編成する。走者6名でのエントリーも可だが、棄権者が出た
場合失格になるので注意すること。

2．男子の部に限り男女混合でのエントリーも可
3．1団体から複数チームの参加も可

申 込 み：平成28年1月15日（金）～ 1月31日（日）に秦野市スポーツ振興財団
へ電話（０４６３－８４－３３７６）又は総合体育館受付で直接お
申込みください。申込受付時に、次の①から④をお伺いいたします。
①チーム名　
②参加者氏名（選手６名、補欠２名以内）
③チーム代表者氏名・連絡先（電話・メールアドレス）
④選手付添い者（当日の選手管理、リレー選手の呼出をご担当い
ただきます。）

　小学4年生から6年生　 駅伝初心者も大歓迎！
　6人集まれば、どなたでも参加できます！
　募集要項は、体育館で配布又は秦野市スポーツ
振興財団のホームページからダウンロードしてください。

健康体操教室

教室の開催日程、参加の方法等の詳細は本紙スポーツ教室予定のページをご覧下さい。

チームの絆を深めるために

駆け出すはだのっ子たち

ヨガ教室

はだのっ子駅伝交流会参加チーム募集 気軽に参加　当日受付型スポーツ教室！

One For All All For One
～みんなでつなごう　はだのっ子のきずな～



秦野初！　湘南ベルマーレフットサルクラブ公式戦を開催しました！！
公式記録　観客数 2,020人を記録　結果はペスカドーラ町田に惜敗

キラリ輝く　　はだのっ子！

スポーツサポーター　ご存知でしょうか？

募集

　10月4日（日）おおね公園庭球場において、車いす利用の障害者と健常者がペ
アを組み試合を行う、第4回秦野車いすテニス・ニューミックス大会が、秦野　東京オリンピック追加種目最終候補として、来年8月開催予定のIOC 

（国際オリンピック委員会）総会へ提案されるスポーツクライミング。
　昨年、秦野市スポーツ振興財団主催の「こどもスポーツクライミン
グ教室」が初開催された後、神奈川ジュニアスポーツクライミングク
ラブ（KJCC）が県内初のクラブとして発足しました。
　現在、13名のはだのっ子が5年後のオリンピックを目指して登録し

スポーツクライミング体験会のご案内
　秦野市スポーツ振興財団主催の「ふれあいスポーツデー」に高さ3
メートルの簡易ウォールを設置しています。スポーツクライミングを
体験してみたい小学生は、ふれあいスポーツデーにご参加ください！
開催日：12月5日（土）、2月6日（土）、3月5日（土）
場　所：秦野市総合体育館メインアリーナ　　時　間：9時～ 12時
持ち物：室内用シューズ、水分補給用飲料、汗拭きタオル

　これまでスポーツを主管していた文部科学省は3
課体制（スポーツ･青少年企画課、スポーツ振興課、
競技スポーツ課）でしたが、スポーツ庁では5課体
制（政策課、スポーツ健康推進課、競技力向上課、
スポーツ国際課、オリンピック･パラリンピック課）
となり、予防医学の知見に基づいたスポーツの普及
や障がい者スポーツの充実、スポーツを通じた国際
貢献など、あらたな役割が明確化されました。

★神奈川ジュニアスポーツクライミングクラブ★

　スポーツサポーターとは、スポーツの爽快感を参加者と共有し、スポーツ＆
レジャー活動と健康づくりを応援するボランティアスタッフです。
　主に公共機関や団体が主催するスポーツ大会やイベント等に運営スタッフと
して参加し、参加者への案内や誘導、交流の場を創り上げていただく役割など
があります。
　市内公共スポーツ施設に勤務する小林明さんは、湘南ベルマーレのゲーム、
箱根駅伝、市陸上競技大会、ウルトラマラソン大会などにボランティアとして
参加しています。その魅力について聞いてみました。
編集者：はじめてボランティアに参加したきっかけは？
小林氏：最初は選手として参加していましたが、スポーツを通して地域貢献した

いという思いがあり、ボランティアとして大会を盛り上げる側に回りま
した。

編集者：ボランティアに参加する魅力は何ですか？
小林氏：選手と一緒に大会を楽しめて、同じ趣味の仲間を増やせたことですね。
編集者：ありがとうございました。
　秦野市スポーツ振興財団では、スポーツサポーター養成の講座を開始する予定 
です。皆さんもスポーツサポーターになって市民スポーツを支えてみませんか？

本紙ではキラリ輝く「 はだのっ子」を応援していきます。
掲載を希望される方、推薦したい方は、秦野市スポーツ振
興財団（電話 ０４６３－８４－３３７６）スポーツライ
フはだの発行担当までご連絡をお待ちしてます。

車いすテニス・ニューミックス大会を開催しました！

入賞者ペアの皆さん

KJCCのはだのっ子の皆さん

スポーツクライミング教室風景

古谷市長のキックオフでスタート
小田原提灯でホーム色満載

湘南ベルマーレの得点
植松選手のゴール！！

はだの丹沢三兄弟と
Canon ～カノン～

サイドから攻め入る湘
南ベルマーレ大徳選手

えん舞連によるヨサコイ披露
盛り上げていただきました！

ており、月2回日曜日に、県立山岳スポー
ツセンターで練習に励んでいます。
　クラブ代表の東昭一さんは「秦野からぜ
ひオリンピックを目指す選手を育てたい！」 
と力強く意気込みを語ってくれました。
コーチの林道弘さんは「子供たちに楽しい
クライミングを教えたい！」とスポーツク
ライミングの魅力を語ってくれました。
　はだのっ子からオリンピック選手が出る
日も近いかもしれません！スポーツクライ
ミングにご注目ください！

市テニス協会の主催で開催されました。
　試合の特徴は、車いす利用者はツーバウンド以内で
ボールを打ち返すことができる「車いすルール」であ
ること。健常者が車いすルールを忘れ、ツーバウンド
で打ち返された生きたボールを見過ごし一点を献上す
る珍プレーも続出し、笑いのある大会となりました。
　優勝は、佐藤敦・保坂明彦ペア、準優勝は、町田純
也・越路修ペア、三位は、清水信正・大竹ひとみペア
の皆さんでした。

　秦野初開催のフットサル公式戦が、10月4日（日）市制施行60周年記念事業として総合
体育館メインアリーナで開催されました。市制施行60周年を記念して、湘南ベルマーレ
フットサルクラブから背番号60のユニフォームが市長に寄贈され、丹沢はだの三兄弟が
見守る中、市長の始球式でゲーム開始のホイッスルが鳴り響きました。
　今回のフットサル公式戦は、客席とコートが非常に近く、目の前で選手の熱気あふれる
プレーを楽しむことができ、観るものを圧倒するほど、迫力に満ちあふれていました。
　結果は残念ながら、強豪のペスカドーラ町田に惜敗してしまいましたが、会場はベルマー
レ色に染まり、選手の見事なプレーに多くのお客様から熱い歓声が送られていました。
　試合前には、秦野市内で活動するダンスサークル「えん舞連」の皆さんによるヨサコイ
演技が披露され秦野色を演出していただきました。ハーフタイムには、女性三人組ボーカ
ルユニット「CANON～カノン～」のミニライブ、試合終了後はベルマーレ選手のサイ
ン会等も行われました。
　平成28年度も秦野開催に向けて調整中です。乞うご期待ください！

スポーツ庁が発足しました！
スポーツ庁が平成27年10月1日付けで発足しました。



教　室　名 曜日 時　間 日　　　程

はじめて
エアロビクス

月 9：30～10：50 11/30、　12/7・14・28、　1/4・11・25、　2/1・8・22・29
水 19：30～20：50 11/25

土 9：30～10：50 12/26、　1/23・30、　2/6
11：30～12：50 11/21・28、　12/12・19、　2/13・20・27

エアロビクス
初級

火 9：30～10：50 11/17・24、　12/8・15・22、　1/5・19・26、　2/2・9・16・23

木 9：30～10：50 1/14
19：30～20：50 11/19・26、　12/3・10・17・24、　1/7・14・21・28、　2/4・11・18・25

エアロビクス
初中級

水 19：30～20：50 11/18、　1/20、　2/17

金 9：30～10：50 11/20・27、　12/4・11・18・25、　1/8・22・29、　2/5・12・26
19：30～20：50 12/4、　1/8、　2/5

エアロビクス
中級 土 11：30～12：50 12/26、　1/23・30、　2/6

13：30～14：50 12/5

ホリデー
フィットネス

月 13：30～14：50 12/28、　1/11
水 11：30～12：50 12/23
木 9：30～10：50 2/11

ボクシングエアロ 火 13：30～14：50 11/17・24、　12/1・8・15・22、　1/5・19・26、　2/2・9・16・23
リフレッシュ・ヨガ 月 19：30～20：50 11/23・30、　12/7・14、　1/4・11・25、　2/1・8・22・29
タイ式ヨガ 水 9：15～10：35 11/18・25、　12/2・9・16、　1/6・13・20・27、　2/3・10・17・24
健康体操 木 13：30～14：50 11/19・26、　12/3・10・17・24、　1/7・14・21・28、　2/4・11・18・25

冬から始まるスポーツ教室予定　School Information

当日受付型スポーツ教室のご案内（1回 400円） 受付方法

この冬、楽しいスポーツライフのための
スポーツ教室を企画中です。ご期待ください。

事前受付型スポーツ教室のご案内

◆機能的トレーニング（1/19㈫～）
◆こども卓球教室（2/4㈭～）
◆初心者ボウリング教室（2/5㈮～ 西武ボウル）
◆健康体操教室（2月頃～予定上公民館）
◆親子ビクス教室（2月中旬～）
◆チャレンジ体操教室（2月下旬～）　ほか
新規教室の募集は、広報はだの等でお知らせします。

月～金　８：３０～１７：１５
電　話　０４６３－８４－３３７６

★先着順で受付ける教室と、定員を超える応募があった場合に抽選となる教室があります。
★会場名の記載が無い教室は、総合体育館（秦野市平沢）が会場です。

受付期間を確認してお申込みください。
定員に満たない場合は、延長受付します。

ホームページからも教室の申込みができます！

　当日受付型スポーツ教室では、都合の良い日、時間に身体を動かしたい
高校生以上の方なら、どなたでも気軽に参加できる多様なプログラムを用
意して、皆さまの参加をお待ちしています。初めての方でも、気軽に参加
できるプログラム内容になっているのが特徴で、身体を動かしたいと思っ
た方は、迷わず総合体育館へ足をお運びください。

1．総合体育館受付横の自販機でチケット（1回400円）を購入
　　チケットは、プログラム開始1時間前から販売が開始されます。
2．会場入口でスタッフにチケットをお渡しください。
　　プログラム開始15分前から会場へ入室ができます。
3．1回80分のプログラムをお楽しみください。
　　水分補給飲料、タオル、シューズ（ヨガ除く）はご持参ください。

秦野市スポーツ振興財団ホームページ（www.hadano-sports.com）にも予定を掲載しています。

ナイターテニス教室

日時　1/5･19･26、2/2･9･16･23、3/1･8･15
　　　火曜日　全10回　19：15 ～ 20：45
対象　高校生以上  24名　参加費  6,000円
内容　ルールを学び交流試合を楽しみます。
備考　受付期間　12/3 ～ 12/9　抽選日　12/10

教
室
名

卓球教室

日時　1/25、2/1･8･16㈫･22･29、3/7･14
　　　月曜日　全８回　13：00～ 15：00
対象　高校生以上  40名　参加費  3,000円
内容　初心者から中級者まで対象の卓球教室
備考　受付期間  12/17 ～ 23　抽選日  12/24

教
室
名

こどもスポーツクライミング教室

日時　2/21･28、3/6･13
　　　日曜日　全４回　10：00～ 12：00
対象　小学3～ 6年生  20名　参加費  4,500円
内容　高さ15メートルの壁にチャレンジします。
備考　受付期間  2/2 ～ 8　抽選日  2/9

教
室
名

おおねテニス（初級・中級）教室

日時　1/8･15･22･29、2/5･12･19･26、3/4･11
　　　金曜日　全10回　初級  9：30 ～ 11：00
　　　　　　　　　　　 中級  11：15 ～ 12：45
対象　高校生以上　各24名　参加費　5,500円
備考　受付期間　12/3 ～ 12/9　抽選日　12/10

教
室
名

キッズスイミング教室

日時　1/5･12･19･26、3/1･8･15･29 
　　　火曜日　全８回　16：50～ 17：50
対象　小学1～ 6年生  36名　参加費  4,800円
内容　楽しみながら泳ぎの基礎を学びます。
備考　受付期間  12/3 ～ 9　抽選日  12/10

教
室
名

こどもテニス（PLAY+STAY）教室

日時　2/2･9･16･23、3/1･8･15･22
　　　火曜日　全８回　17：30～ 18：30
対象　小学1～ 4年生  30名　参加費  3,500円
内容　低反発ボールを用いた室内テニスです。
備考　受付期間  1/5 ～ 10　抽選日  1/11

教
室
名

テニス（初級・中級）教室

日時　1/5･12･19･26、2/2･9･16･23、3/1･8
　　　火曜日　全10回　初級  9：30 ～ 11：00
　　　　　　　　　　　 中級  11：15 ～ 12：45
対象　高校生以上　各24名　参加費　5,500円
備考　受付期間　12/3 ～ 12/9　抽選日　12/10

教
室
名

初級スイミング教室

日時　1/8･15･22･29、3/4･11･18･25
　　　金曜日　全８回　10：50～ 11：50
対象　高校生以上  30名　参加費  4,800円
内容　4泳法の取得を目指して基礎を学びます。
備考　受付期間  12/3 ～ 9　抽選日  12/10

教
室
名

こども体操教室

日時　1/30、2/6･13･20･27、3/5･12･19
　　　土曜日　全８回　15：00～ 17：00
対象　年長～小学2年生  30名　参加費  4,500円
内容　マット・跳び箱・鉄棒の基礎を習得します。
備考　受付期間  1/5 ～ 10　抽選日  1/11

教
室
名

アクアフィットネス教室

日時　1/8･15･22･29、3/4･11･18･25 
　　　金曜日　全８回　19：30～ 20：30
対象　高校生以上  50名　参加費  4,500円
内容　夜間に行う水中エアロビクス運動教室
備考　受付期間  12/3 ～ 9　抽選日  12/10

教
室
名

アクアグローブ教室

日時　1/6･13･20･27、3/2･9･16･23 
　　　水曜日　全８回　13：50～ 14：50
対象　高校生以上  50名　参加費  4,500円
内容　水中用グローブを付けてエアロビクス運動
備考　受付期間  12/3 ～ 9　抽選日  12/10

教
室
名

アクアビクス教室

日時　1/7･14･21･28、3/3･10･17･24
　　　木曜日　全８回　13：50～ 14：50
対象　高校生以上  50名　参加費  4,500円
内容　水中で行うエアロビクス運動
備考　受付期間  12/3 ～ 9　抽選日  12/10

教
室
名

お申し込み

冬から始まるスポーツ教室予定　冬から始まるスポーツ教室予定　School InformationSchool Information

秦野市スポーツ振興財団 検索

リフレッシュ・ヨガ

ボクシングエアロビクス

会場　中央運動公園庭球場（オムニ） 会場　中央運動公園庭球場（オムニ）会場　おおね公園庭球場（ハードコート）

会場　おおね公園会場　おおね公園

会場　県立山岳スポーツセンター

会場　おおね公園

会場　おおね公園 会場　おおね公園
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ふれあいスポーツデーにも出店

総合体育館
11月15日（日）秦野市インディアカ大会（主催：秦野市インディアカ協会）
11月22日（日）第40回関東地区空手道選手権大会（主催：日本空手協会関東地区本部）
11月29日（日）第15回はだのキッズチャレンジ体操競技会（主催：湘南とびうお体操クラブ）
12月 5 日（土）ふれあいスポーツデー（主催：秦野市スポーツ振興財団）
12月13日（日）少年少女バドミントン大会（主催：秦野市こども育成課）
2 月 6 日（土）ふれあいスポーツデー（主催：秦野市スポーツ振興財団）
2 月 6 日（土）・7日（日）

第26回関東高等学校バスケットボール新人大会（主管：神奈川県バスケットボール協会）
2 月11日（木･祝）秦野市柔道協会こども柔道大会（主催：秦野市柔道協会）

陸上競技場（中央運動公園）
12月 6 日（日）はだの丹沢水無川（みなせ）マラソン大会（主催：秦野市・秦野市陸上競技協会）
1 月17日（日）第61回秦野市駅伝競走大会（主催：秦野市）
2 月14日（日）第70回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会（主催：神奈川県教育委員会ほか）
2 月21日（日）第7回はだのっ子駅伝交流会（主催：秦野市スポーツ振興財団）

秦野球場（中央運動公園）
11月28日（土）J:COMカップ学童軟式野球大会（主催：秦野市少年野球連盟）

庭球場（おおね公園）
11月15日（日）第6回秦野市ジュニアテニス大会（主催：秦野市テニス協会）

その他
1 月 1 日（金･祝）ニューイヤーウォーク in 弘法山（主催：秦野市）

はだの丹沢水無川マラソン

ふれあいスポーツデー

秦野市内のスポーツ施設で開催される主なスポーツ大会・イベントのスケジュール（予定）を掲載します。
日時や参加資格等の詳細については、各大会・イベントの主催者・団体等へご確認ください。
記載の無い、各スポーツ施設で開催される大会予定は、秦野市ホームページの各スポーツ施設案内ページからもご確認いただくことができます。

　秦野市スポーツ振興財団は、秦野市民が生涯にわたりス
ポーツに親しむことができるようスポーツの普及振興を図る
ことにより、健康で明るく潤いのある豊かな暮らしの実現と
活力のある地域社会の形成に寄与することを目的に、平成8
年3月28日に設立され、さまざまな事業を行っています。
　　◆所在地　秦野市平沢１０１－１　総合体育館内
　　◆電　話　０４６３－８４－３３７６
　　◆Ｈ　Ｐ　www.hadano-sports.com

　秦野市ボウリング協会理事長の佐々木晋さんが、子
どもから大人まで気軽にボウリングに親しめるよう、
ミニボウリングレーン（全長 4.5m、幅 60cm、高さ
35cm）を自費製作されました。本物に近い体験をし
てもらいたいという思いから、ピンとボールはボウリ
ング場で使用されているものと同じ材質で作られたも
のが使われています。
　佐々木さんは、公民館や地域の祭り、イベントに積
極的に参加し、ボウリングの魅力を一人でも多くの方
へ届けたい、老人ホームなどの福祉施設内でも、気軽
にボウリングを楽しんもらいたい、と要請があれば組
立式のキッドを持ってど
こにでも出張しますよ！
と語ってくれました。
　ふれあいスポーツデー
でも体験できます。まず
は実際にご体験ください。
　出張依頼・ご相談は、佐々木さんまでご連絡ください。 
　【電話】０８０－５４３２－４２７２

　戦後間もない昭和22年に始まった「かながわ駅伝」
は、平成15年の第57回大会から秦野市がスタート地
点となり相模湖までの7区間、市町村対抗形式で開催
されています。
　今年のスタートは、平成28年2月14日（日）午前9
時秦野市中央運動公園から相模湖に向けて号砲が鳴り
響きます。
　平成12年以来の優勝に向けて、秦野市代表選手団
をみんなで応援して大会を盛り上げましょう！

「かながわ駅伝」競走大会 秦野市栄光の軌跡（平成元年大会から） 自費製作「ミニボウリング」で地域貢献！

　秦野市民の皆様が広くス
ポーツに親しんでいただけ
るよう、スポーツの普及振
興に役立たせていただくた
め、寄付をおねがいしてお
ります。
　詳しくは、秦野市スポー
ツ振興財団事務局までお問
い合わせください。

寄付のお願い公益財団法人
秦野市スポーツ振興財団とは

大会 開　催　日 秦野市順位 大会 開　催　日 秦野市順位 大会 開　催　日 秦野市順位
第43回 ㍻元年2月12日 2位 第53回 ㍻11年2月14日 2位 第63回 ㍻21年2月 8日 7位
第44回 ㍻ 2年2月11日 2位 第54回 ㍻12年2月13日 優勝 第64回 ㍻22年2月14日 6位
第45回 ㍻ 3年2月10日 2位 第55回 ㍻13年2月11日 2位 第65回 ㍻23年2月13日 7位
第46回 ㍻ 4年2月 9日 2位 第56回 ㍻14年2月10日 4位 第66回 ㍻24年2月12日 5位
第47回 ㍻ 5年2月14日 4位 第57回 ㍻15年2月 9日 3位 第67回 ㍻25年2月10日 9位
第48回 ㍻ 6年2月13日 大雪中止 第58回 ㍻16年2月 8日 5位 第68回 ㍻26年2月 9日 大雪中止
第49回 ㍻ 7年2月12日 優勝 第59回 ㍻17年2月13日 4位 第69回 ㍻27年2月 8日 12位
第50回 ㍻ 8年2月11日 優勝 第60回 ㍻18年2月12日 5位 第70回 ㍻28年2月14日 目指せ優勝
第51回 ㍻ 9年2月 9日 3位 第61回 ㍻19年2月11日 4位
第52回 ㍻10年2月 8日 2位 第62回 ㍻20年2月10日 大雪中止

スポーツカレンダーはだの


