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ごあいさつ 

 ～ 一つになる ～    南足柄市体育協会 会長  池田 和男 

 

日頃より、本協会の事業に関しまして、ご理解・ご協力を賜り、大変感謝申し上げます。 

 さて、ロシアで熱戦が繰り広げられたサッカーワールドカップは、フランスの優勝で幕を閉じました。西野

ジャパンはグループリーグを突破し、決勝トーナメントに進出しました。ベルギーとの準々決勝を賭けた戦い

は、今大会のベストゲームの一つに数えられるほどスリリングな展開で、ワクワク、ドキドキ、ハラハラの連

続でした。掴みかけた勝利は残り 20 分でするりと逃げていきましたが、サムライブルーに世界が大きな拍手

を送った歴史的な一戦となりました。 

 日本チームの戦いを通じて感じたことは「一つになる」ということでした。２か月前の監督交代で選手の心

と部屋のドアが開けられました。選手は休憩時間も部屋を出て集まり、選手同士や監督、コーチとのコミュニ

ケーションを取っていきました。予選リーグ 終戦のポーランド戦では残り 10 分、他会場の結果に賭け、攻

めずに、自陣でボールを回し続けました。長谷部選手が交替で入り意思統一を図り、チーム、ベンチが一つに

なって、ベスト 16 入りを勝ち取りました。 

また、日本では、連日、マスコミが応援の熱狂ぶりを伝えました。西野ジャパンの活躍に、日本全体が「一

つになる」瞬間を何度も見ました。 

 東京オリンピック・パラリンピックがいよいよ 2 年後に迫ってきました。陸上、女子サッカー、パラ卓球な

どで南足柄市出身の選手がオリ・パラ出場をめざしています。出場の可能性は十分にあると思っています。

2020 年夏、地元出身のオリンピアン、パラリンピアンに、南足柄が一つになって応援する姿を夢見ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 覧 

～ なでしこジャパンの新星 ～ 
宮澤ひなた選手（南足柄中学校出身）大活躍 

 
 ８月、フランスで開催されたＵ－20 サッカー女子ワールドカップで、ヤングなでしこ
は初優勝という快挙を成し遂げました。当市（南足柄中学校）出身の宮澤ひなた選手は 
チームの主力選手として全６試合に先発出場、決勝戦では、相手スペインに終始押され 
気味の試合展開の中、前半 38 分豪快なミドルシュートで先制点を奪うなど、攻守に大活
躍。そのスピードとテクニック、実戦でのバランス感覚は世界を驚かせました。 

来年のワールドカップ フランス大会、２年後の東京オリンピックと 
フル代表での活躍が期待されます。 

皆さん、宮澤ひなた選手を応援しましょう。 
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＜2018 年度 南足柄市体育協会役員名簿＞ 
   

今年度の本部役員および各部・協会の役員を紹介します。 
各部・協会にお問い合わせがある場合は、体協事務局を通じて連絡をお願い致します。 

 

● 本 部     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 前段左から： 辻村、佐々木、池田、岩崎、山田  後段左から：日下、乗冨、栗原、湯川、多田、村野  外上から：小松、月村       

 

● 各部・協会 

 

役職名 氏  名 役職名 氏  名 

会 長 池田 和男 会 計 小松  勇  多田 徹  

副会長 岩崎 典子   佐々木 幸時 書 記 月村 邦夫  湯川 由紀子 

理事長 山田 宣博 監 事 栗原 真司  乗冨 正己 

副理事長 辻村 政明   村野 進 事務局長 日下 裕司  (文化スポ－ツ課) 

協会・部名 常任理事 理 事 会 計 

陸上競技協会 栗原 欽吾 磯崎 豊   植木 武   日比野 勢都夫 実方 秀直 

サッカー協会 小木曾 英司 菊地 廣   多田 徹   仲手川 哲    小倉 佳剛 

野球協会 本多 努 辻村 政明  笠間 真二  辻村 孝子 込山 敏 

バレーボール協会 須藤 亘 髙田 彰   佐藤 克徳  露木 雅史 岩崎 典子 

ソフトテニス部 前田 緊一 菊地義一   萩野 利夫  石井 雅弘 磯崎 敏博 

南足柄剣道協会 内藤 定雄 呉地 泰夫  奥津 貴 本多 範安 

卓球部 立木 伸次郎 安東 信昭  池田 文夫  入江 せつ子 相原 達美 

弓道協会 二見 晉 杉本 真教  石川 京子  庄司 敏一 家住 裕子 

水泳協会 大越 正大 角田 岳人  中村 敬   大澤 貴子 鈴木 憲幸 

ソフトボール協会 中村 直行 村野 進   飯山 敦  菊地 光男 

柔道協会 山田 宣博 山内 輝義  鈴木 将文  本多 一也 山田 宣博 

オリエンテーリング部 乗冨 正己 矢後 直次   市丸 久雄 

ゴルフ協会 鈴木 章宏 山崎 雅宏  高井 正行  小松 勇 瀬戸 敏男 

和道流空手道連盟足柄支部 松下 和幸 西本 太左人 常盤 孝司  中村好志 下田 昇 

ＮＰＯ法人極真会 深瀬 和明 瀬戸 清照  竹内 寛   田邉 庸子 瀬戸 かほる 

南足柄テニス部 笠間 正安 船戸 祐美 立野 久美 

ボウリング協会 露木 辰雄 小林 隆男  遠藤 芳広  唐津 正 小林 智鶴 

インディアカ協会 佐々木 幸時 瀬戸 哲夫  杉山 志春 加藤 典子 
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＜第 47 回 南足柄市総合体育大会（体協関係）の結果報告＞ 

種目・開催日・開催場所 部 門 優 勝 準優勝 第３位 

バレーボール 
（６／３）市体育センター 

男子 和田河原自治会 壗下自治会 台河原自治会 

女子 日影・日向・山崎自治会 広町自治会 竹松自治会 

テニス 

 (６／３)  運動公園   

男子ダブルス 梶 篤司/大沢 健     原 光一/高橋 和彦 湯川 紀之/内田 雅樹 

女子ダブルス 立木 加奈恵/天野 実佳 小越 千代/高橋 あゆみ 山田 仁美/高橋 幸枝 

ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ 高橋 和哉/立野 久美 渡辺 正彦/内田 久美子 高橋 裕昭/政尾 啓子 

サッカー （６／３） 

市体育センターグランド 

シニアの部 新星 ポン太キッカーズ   

レディースの部 Toresen ポン子キッカーズ 新星なでしこ 

卓球 

（６／10） 

     市体育センター 

団体戦 狩野自治会 飯沢自治会 和田河原自治会 A 

個人戦男子 山岸 栄輝（福泉） 永瀬 典生（岩原） 
大友 慎哉（関本） 

佐藤 正徳（飯沢）  

個人戦女子 石綿 静菜（狩野） 合田 菜桜（南足柄中） 
入江せつ子（和田河原）

辻 幸子（関本） 

パークゴルフ 
（６／１０）大口河川敷 

      パークゴルフ場 

団体戦 飯沢自治会 沼田自治会 山崎自治会  

個人戦男子 諏訪部 力（飯沢）  針谷 敏夫（飯沢） 加藤 彪夫（沼田） 

個人戦女子 萩原 都（狩野） 露木 一江（竹松） 深堀 秋子（飯沢） 

ボウリング 
（６／１７）Ｘ－ボウル 

男子の部 櫻井 勝則（ハイゲーム） 遠藤 芳広 久岡 豊 

女子の部 遠藤 典香（ハイゲーム） 大木 初代 小林 智鶴 

インディアカ(７／８) 

市体育センター 
50 歳以上の部 コスモス AP ミント 泉クラブシニア 

女子の部  クローバー 玉ふぁみリィ 泉クラブレディース 

野球  （７／８・１５)  運動公園 和田河原自治会 沼田自治会 中沼自治会 

弓道  （７／１５)  

市体育センター 

男子の部 二見 晉（福泉）    大原 祐二（雨坪） 菊地 高雄（塚原）  

女子の部 永田 一葉（塚原）  片野 小百合（向田）   西原 光代（班目） 

    

種目 部 門 優 勝 者 

水泳 

 

（６／３） 

 市体育センター 

   温水プール 

男子の部       

４０歳以上 平泳ぎ 50ｍ 平泳ぎ 100ｍ  樽山 真一(関本) 

６０歳以上 自由形 25ｍ    古賀 謙次郎(岩原) 
 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 25ｍ 自由形 100ｍ 布施田 裕一(和田河原)
 自由形 50ｍ 平泳ぎ 50ｍ 林 道生(岩原) 

７０歳以上 自由形 25ｍ   中村 敬(生駒) 
 背泳ぎ 25ｍ 背泳ぎ 100ｍ 浅井 高光(向田） 
 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 自由形 100ｍ 石黒 博亮(福泉） 

８０歳以上 自由形 50ｍ 背泳ぎ 50ｍ 土屋 征四郎(ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ）

女子の部        

３０歳未満 平泳ぎ 50ｍ 自由形 100ｍ 太田 杏奈(山崎） 

４０歳以上 自由形 25ｍ    保田 明子(岩原) 
 自由形 50ｍ   澤原 朋子(関本） 

５０歳以上 自由形 50ｍ 自由形 100ｍ 柳川 まり子(生駒) 

＊記載されていない市総体参加の部・協会結果は次号(３月)で紹介します。 

竹内 寛 氏 
（ＮＰＯ法人極真会） 

 
多年にわたり、本部

役員を歴任され、市の

体育振興並びに体育

協会の発展に寄与さ

れた。 

磯崎 敏博 氏 
（ソフトテニス部） 

 

多年にわたり、本部

役員及び常任理事を

歴任され、市の体育振

興並びに体育協会の

発展に寄与された。 

2018 年度 南足柄市体育協会功労者表彰 

菊地 義一 氏 
（ソフトテニス部） 

 

多年にわたり、ソフ

トテニス部の役員を

歴任され、ソフトテニ

ス部並びに体育協会

の発展に寄与された。

髙田 明美 氏 
（バレーボール協会） 

 

多年にわたり、バレー

ボール協会の役員を歴

任され、バレーボール協

会並びに体育協会の発

展に寄与された。 

柏木源一郎 氏
（剣 道 部） 

 

多年にわたり、常任

理事を歴任され、市の

体育振興並びに体育

協会の発展に寄与さ

れた。 
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日頃より、本協会事業の振興に多大なるご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。＜掲載順不同＞ 
 

賛    助    会    員    名 

富士フイルム株式会社神奈川工場 相陽工業株式会社 豊玉香料株式会社小田原工場 

文化堂印刷株式会社 株式会社アグサ 足柄香粧株式会社  

医療法人おぎの整形外科・歯科 相日防災株式会社南足柄支店 株式会社深瀬組 

株式会社内藤新聞店 有限会社山本精肉店 クッキング工房りんどう 

瀬戸歯科医院 株式会社加藤組 Ⅹ‐ＢＯＷＬ小田原 

桃太郎商店 足柄ハリカ 大黒一 

有限会社ばんらい 有限会社三好屋 有限会社サワ薬局 

株式会社永田組 きよ竹食堂 有限会社高橋酒店 

わかふじ 土岐歯科医院 南足柄衛生有限会社 

株式会社まるだい運輸倉庫 株式会社加登建設 井上樹脂株式会社 

島川電気株式会社 東海氣熱株式会社 諸星産業株式会社足柄ＬＣ 

伊豆箱根鉄道株式会社 有限会社奥津太一商店  加藤商店（ふるぎや） 

株式会社あしがら印刷 櫻井工業株式会社 小泉相模株式会社相模西営業所 

矢後理容店 株式会社下田組  かながわ西湘農業協同組合 

東雄技研株式会社 株式会社長崎畜産 株式会社ディスペンパックジャパン 

南開工業株式会社 株式会社神成工業 「だんまや水産」大雄山店 

有限会社勝又 富士フイルム生活協同組合 有限会社冨士乃瀧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 編集後記 ★ 

 

新年度､一部役員(本部役員、常任理事等)に変更がありました｡より充実した活動を進めていきます。 

なお、次回広報誌では、各団体の近況を掲載したいと思います。               

  （広報委員長 辻村 政明 ） 

2018 年度賛助会員名簿 

参加者募集 「スポーツにおける ハラスメント防止研修会」 
           — みんながスポーツを楽しむために —    

スポーツ界における暴力行為が大きな社会問題となっている今日、スポーツの意義や価値
を再確認するとともに、スポーツ界から暴力行為を根絶するために参加してみませんか。 

 
日時場所 平成 31 年 1 月 16 日(水) 19 時～ 南足柄市役所 ５階大会議室 

講  師 特定非営利活動法人 湘南 DV サポートセンター 代表 瀧田信之 氏 

申込方法 12 月 28 日(金)までに 文化スポーツ課 電話 73-8451 へ  


