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ごあいさつ
NPO法人磐田市体育協会　会長　杉山　元

　昨年1年間は、5市町村体育協会が、行政と同じ新いわた氏誕生（平成17年4月1日）に合併
できるよう、精力的に話し合いを進めてまいりました。そして、去る3月13日、旧豊田町のア
ミューズ豊田にて5市町村体育協会の合併調印式を行い、新たなスタートを切ることができま
した。
　NPO法人磐田市体育協会は、平成16年4月1日から市内の体育施設を受託し、運営をしてま
いりました。最初の年は、むずかしい面もありましたが、周りの方々のお力添えをいただいて
無事乗り切ることができました。
　本年は、新磐田市体育協会としてスタートしますが、旧5市町村はそれぞれ昨年同様の活動
を進めてまいります。今年1年はさらに話し合いを重ね、平成18年4月1日には、気持ちをひと
つにしてスタートできるよう努力して参ります。
　関係各位のご協力をお願いし、あいさつとさせていただきます。
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■磐田支部■
大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ

陸上競技
 磐田陸上記録会・マスターズ大会 磐田市陸上競技場 8/21 幼～一般 磐田市陸上競技協会
 陸上教室（前期） 磐田市陸上競技場 4月～8月 小中学生 134-9231
 陸上教室（後期） 磐田市陸上競技場 9月～3月 小中学生
 9月記録会 磐田市陸上競技場 9/25 小～一般
バレーボール
シニア男女混合バレーボール大会 未定 9/18 男40･女45歳以上
卓球
第8回ジュビロ杯小笠･磐周中学生卓球大会 総合体育館 10/29 小笠･磐周中学生 ㈱セントラルスポーツ

136-0360
野球
第48回県西部新人野球磐田大会 磐田城山球場 未定 西部地区中学生 川出 134-3051
第27回市議長杯軟式野球大会 磐田城山球場他 7月 一般
第33回軟式野球大会 磐田城山球場他 7月 一般
空手道
磐田市空手道連盟演武会 志道館 7月 小・中・一般 永見 132-3264
剣道
磐田剣道大会 総合体育館 8/8 小～一般 大場 137-4814
 バスケットボール
 ミニの部選手権大会 静岡アリーナエコパ･ 9/4・11 加盟ミニバスチーム 金原 142-1462
 磐田市総合体育館
磐周新人バスケットボール磐田大会 磐田第一中学校ほか 10月上旬 磐周地区中学生 相場 166-4339
 ミニの部ジュニア大会 東遠さんりーな（掛川）ほか 12/11 加盟ミニバスチーム 金原 142-1462
 第10回3on3磐田市民大会 磐田市総合体育館 12/18 市民･在勤在学者 堀内 135-6894
 市民バスケットボール教室 磐田市総合体育館 毎月第2水曜 市民･在勤在学者
庭球
 初心者ソフトテニス教室 東大久保テニスコート 8/3～8/24（全4回）中～一般

毎週水曜
初心者硬式テニス教室（第2回） 東大久保テニスコート 9/2～10/14（全7回）小5～一般

毎週金曜 
磐田市民硬式テニス大会（合併記念大会）東大久保テニスコート他 9/25（予備日10/2）一般男女 田中 138-2090
磐田市民ソフトテニス中学生大会 東大久保テニスコート 9/11（予備日18） 中学生
 第22回双葉杯争奪シングルステニス大会 東大久保テニスコート他 10/9（予備日16日）一般男女･ｼﾆｱ男子
ソフトボール
 第43回一般女子大会 天竜川運動公園 8/28･9/4･11 県ソ協登録支部代表 内山 136-1118
 理事長杯争奪大会 天竜川運動公園 9/18 協会登録ﾁｰﾑ
 磐田父親ソフトボール大会 天竜川運動公園 9/18
磐田市民Ｆピッチ･Ｓピッチ大会 天竜川運動公園 10/23 市在住･在勤
ゴルフ
磐田市民大会 豊岡国際カントリークラブ 10/10 市内在住･在勤者 事務局 132-3105
トライアスロン
 第14回サンライズイワタIN 磐田 竜洋海洋センター及び 9/18 16歳以上 磐田カルチャースイミングセンター

スズキ（株）竜洋コース 杉山 132-4119
水泳            
小学生水球教室（夏期） 磐田南高校プール 6月～8月 小中学生 磐田南高校 丹生 132-7286
小学生水泳大会 中部小学校プール 8/13～8/16 小学生 市総合体育館 
中遠地区広域兼磐田市水泳大会 磐田市民プール 8/28 小～一般 132-4236
小学生水球教室（冬期） 福田屋内スポーツセンタープール 11月～3月 小中学生 磐田南高校 丹生 132-7286
相撲
 市民相撲大会 市営相撲場 7/3 小～一般  134-9135

磐田市見付4075-1 磐田市総合体育館内　TEL.0538-33-3443 FAX.0538-34-3443

平成17年度

（6月～12月）



大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ

大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ

■福田支部■

ボウリング
 初心者ボウリング教室 磐田グランドボウル 4～9/24 どなたでも 磐田市ボウリング連盟

134-9271
第1回磐田市ボウリング大会 磐田グランドボウル 7/31 市内在住･在勤･在学 磐田グランドボウル
 磐田市スポーツ祭ボウリング大会 磐田グランドボウル 9/11 小～一般 132-7125
スコアーアップボウリング大会 磐田グランドボウル 10/8 どなたでも 磐田市ボウリング連盟

134-9271
磐田市ボウリング国体予選会 磐田グランドボウル 12月 高校・一般 磐田グランドボウル

132-7125
ゲートボール 
 第28回高齢者大会 中央公園グラウンド 10/20 県協会員 大島 135-1454
 第12回レディース大会 中央公園グラウンド 10/27 県協会員
サッカー
小学2年生サッカー大会 未定 9/10 小学2年生 大橋 137-0537
 小学4年生サッカ－大会 未定 10/30 小学4年生
 小学1年生サッカー大会 未定 12/4 小学1年生
 磐田市議長杯サッカー大会 未定 12/26・28 高校生 山田 137-9987
弓道
初心者弓道教室 市営弓道場 9月予定 一般 市営弓道場 132-9009
アーチェリー
市民アーチェリー体験 東大久保運動公園 9/4 中学生以上 山中 137-4995
秋季初心者アーチェリー教室 東大久保運動公園 9/11～全4回 中学生以上
磐田支部主催　
第13回とんぼの里ウォーキング大会＆ 磐田市陸上競技場ほか 10/10 どなたでも 磐田市体育協会磐田支部
市民スポーツレクリエーションのつどい 133-3443
第18回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 磐スポーツ交流の里ゆめりあ 11/13 どなたでも

野球
第26回支部長杯野球大会 福田公園野球場 10月末 加盟団体 鈴木 155-2323
第28回暁杯野球大会 福田公園野球場 11月末 加盟団体
中学新人戦福田大会 福田公園野球場 8月中旬 加盟団体
第26回選抜少年野球福田大会 福田公園野球場 8/28～ 加盟団体
第5回遠州若潮杯選抜少年野球大会 福田公園野球場 11月初旬 加盟団体
ソフトボール
理事長杯ソフトボール大会 福田公園多目的広場ほか 7/3・10・17 加盟団体 鈴木 155-4522
協会杯ソフトボール大会 福田公園多目的広場ほか 8/28・9/4・11 加盟団体
福田選手権ソフト大会 福田公園多目的広場ほか 10/16・23・30 加盟団体
婦人バレーボール
秋季大会 福田南島体育館 9/25 加盟団体 水崎 158-1876
冬季大会（体協福田支部長杯） 福田南島体育館 11/27 加盟団体
卓球
第29回福田支部長杯卓球大会 福田南島体育館 9/4 近隣市町村小中学生 本間 155-2375
剣道
剣道教室 福田中学校体育館 毎週水・金曜日 小学生以上 橋本 155-4128
剣道教室 福田中学校格技場 毎週月曜日 小学生以上

磐田市南島393-1 福田南島体育館内　TEL.0538-58-3131 FAX.0538-58-3133

スポーツいわたお詫びと訂正
　本誌前号にて、「今年活躍した皆さんご紹介」のコーナーで、第59回国民体育大会夏季大会サッカー競技（少年男子）出場
の選手所属学校に誤謬がありましたので、深くお詫びいたしますと共に、下記のとおり訂正させていただきます。大変申し訳ござ
いませんでした。なお、下記選手の皆さんは、ジュビロ磐田に入団され、現在レギュラーポジション目指して練習に励んでおられる
ことを申し添えます。

記
　　　　　　　　（誤）　　　　　　　　　 （正） （誤）　　　　　　　　 （正）

八田直樹（磐田南高校3年）⇒　（磐田東高校3年）　森下　俊（磐田南高校3年）⇒（磐田東高校3年）
上田康太（磐田南高校3年）⇒　（磐田東高校3年）　中村　豪（磐田南高校3年）⇒（磐田東高校3年）
藤井　貴（磐田南高校3年）⇒　（磐田東高校3年）



大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ

大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ

■竜洋支部■ 磐田市駒場6866-27 竜洋海洋 センター内　TEL.0538-66-5580 FAX.0538-66-8555

野球
自治会対抗野球大会 竜洋野球場 8/2～30 一般 坂口 166-3022
商工会野球大会 竜洋野球場 10/23・30 一般
陸上競技
健康マラソン大会 海洋公園 12/11 どなたでも 大石 166-1440
バレーボール
女子バレーボールリーグ戦 体育センター 7/8～ 一般 平田 166-3317
男女混合バレーボール大会 体育センタ 11/27 一般
各地区バレーボール教室 竜洋地区内小学校体育館 年間 どなたでも
卓球
卓球教室 竜洋地区内小学校体育館 10/8～11/5 どなたでも 古田 166-2252
竜洋地区卓球大会 海洋公園BG体育館 11/6 どなたでも
ソフトボール
秋季50・60ソフトボール大会 天竜川運動公園 11/13（予備日11/20）一般 鈴木 166-3527
三地区ソフトボール大会 天竜川運動公園 11/27・12/11 一般
スポーツ少年団
スポ少野球竜洋カップ大会 竜洋野球場 8/14･20 小学生 稲垣 166-5580
水泳
水泳教室 海洋公園BGプール 7/7～23 竜洋地区小学校3年生以上 木・土曜日 全6回
第42回竜洋水泳大会 海洋公園BGプール 7/31 どなたでも 鷹野 166-4322
少林寺拳法
初心者少林寺拳法教室 海洋公園BGプール 9/30～11/4 どなたでも 鈴木 166-5069
テニス
ソフトテニス（中学生のBG部）大会 竜洋リーバーサイドテニスコート 11月 中学生 安達 166-1617　
第4回中学対抗ソフトテニス竜洋大会 竜洋リーバーサイドテニスコート 11月 中学生
空手道
初心者空手教室 海洋公園BG体育館 10/27～11/24 どなたでも 木曜日全6回 

深沢 166-1901
ゲートボール
第9回阿部杯争奪戦 十束公園 9/11 竜洋・磐田南地区チーム 村井 166-6431
竜老連ゲートボール大会 十束公園 10月 登録チーム
竜洋ふれあい広場三世代交流大会 十束公園 11/6 竜洋地区親子三代チーム
サッカー
フットサル大会 竜洋スポーツ公園 8/21・28 一般 鈴木 155-6200
中日旗サッカー大会 竜洋スポーツ公園 12/4・11 一般
トライアスロン
サンライズin竜洋トライアスロン大会 海洋公園・スズキ竜洋テストコース 9/18 一般 杉山 166-1774
ボクシング
ボクシング教室 体育センター 未定 佐藤 166-9307
グランドゴルフ
第3回グランドゴルフ大会 多目的グラウンド 8/28 どなたでも 人数制限なし
グランドゴルフ教室第3日目 なぎの木会館芝生駐車場 9/10 どなたでも 鎌田 166-6886
第3回風竜グランドゴルフ大会 多目的グラウンド 11/13 どなたでも

柔道
はまぼう柔道大会 福田屋内スポーツセンター 9/11 小中学生 西島 155-5247
柔道教室 福田屋内スポーツセンター 毎週水・土曜日 幼稚園～一般
柔道教室 福田中学校武道場 毎週火・金曜日 幼稚園～一般
柔道教室 福田豊浜体育館 毎週水・土曜日 幼稚園～一般 伊藤 155-5009
柔道寒稽古 福田中学校武道場 12/31～1/2 幼稚園～一般 西島 155-5247
空手道
東海地区空手道大会 福田屋内スポーツセンター 11/13 県連盟団体 松下 158-1181
空手教室 福田屋内スポーツセンター 毎週月・水曜日 幼稚園～一般 西島 155-5247
サッカー
福田サッカーフェスティバル 福田公園多目的広場ほか 12/24・25 招待チーム 栗田 155-2632
バレーボール
選抜福田大会 福田南島体育館ほか 9月下旬 招待チーム 小野田 155-4802



この大会は、重度障害者である四肢障害者を対象とした車椅子ツイ
ンバスケットボールを開催して、身体障害者相互の親睦を深めると
ともに、障害者がスポーツに参加する意欲の向上を図り、健常者と
のふれあいの場を広げ、更なる社会参加の促進を図ります。 

※観戦は無料です。
　県内からは藤枝順心高等学校、桐陽高等学校、静岡県立清水南高等学校の
　3チームが出場します。どうぞ会場で声援を送って下さい。

●第14回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

●ツインバスケット大会  アミューズ豊田　8月21日（日）

どなたでも観戦できますのでぜひ会場まで足を
はこんで下さい　

  　10538-36-3211 （アミューズ豊田）

日 時 平成17年7月 31日（日）～8月7日（日） （8月4日休養日）
会 場 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ・磐田市陸上競技場・

竜洋スポーツ公園サッカー場
　　　 決勝 ヤマハスタジアム
問い合わせ 磐田市スポーツのまちづくり推進課　10538-37-4832

■豊田支部■
大　会　名 会　場 日　時 対　象 問い合わせ

陸上競技
 豊田陸上教室 磐田陸上競技場 6月～ 支所内小中学生 事務局 136-3211
 元旦マラソン大会 支所内 1/1 どなたでも 澤 134-5520
 ソフトボール
豊田S・A会長杯ソフトボール大会 天竜川運動公園 8/7・8/21 支所内在住 井口 135-0232

水野 134-1816
バレーボール
マスクメロン杯家庭婦人バレーボール大会 アミューズ豊田 9/11 先着40チーム 松井 134-9021
豊田男女混合バレーボール300大会アミューズ豊田 12/11 市内在住・在勤
卓球
豊田卓球大会（秋季） アミューズ豊田 11/27 支所内在住・在勤 大橋 132-0217
硬式テニス
硬式テニス大会（ダブルス） ラブリバーテニスコート 10/30 どなたでも 平野 134-0529
テニススクール ラブリバーテニスコート 7/1～8/5 高校生以上
ソフトテニス 
豊田中学生女子秋季ソフトテニス大会 ラブリバーテニスコート 9/3 磐周地区中学1・2年生 高田 138-1415
 豊田ソフトテニス大会 ラブリバーテニスコート 10/2 市内在住
バウンドテニス
豊田バウンドテニス親睦交流大会 アミューズ豊田 9/25 愛好者16歳以上 鈴木 138-1418
初心者教室 アミューズ豊田 11/8・11/15 どなたでも
 バドミントン
豊田バドミントン大会 アミューズ豊田 11/13 愛好者 深津 134-6049
ゲートボール
豊田ゲートボール大会（夏季） 豊田南第3保育園 8/21 支所内在住 永田 135-0074
 3B体操
 豊田3B体操の集い アミューズ豊田 12/4 どなたでも 堀内 1053-479-0757
ドッジボール 
豊遊杯ゆやの里ドッジボール大会 アミューズ豊田 11/26 市内在住 事務局 136-3211
その他
熊野の里ウォーキング 支所内 11/27 どなたでも 事務局 136-3211

磐田市上新屋304 アミューズ豊田内　TEL.0538-36-3211 FAX.0538-36-6422



日 程 第1回　7月23日（土）
第2回　8月 6 日（土）
第3回　8月20日（土）
第4回　9月10日（土）
第5回　9月24日（土）

会 場 磐田市陸上競技場
時 間 17：00～20：00
受付（当日） 17：00～17：30

種目・スタート時間 1500m　18 ：00 
3000 ｍ　18：30
5000 ｍ　19：00

参 加 料 　　無料
参加資格 　　磐田市在住・通学・通勤者

●市町村対抗駅伝 合同記録会

参加者募集中！！お申し込みはお早目に！！
日 時 平成17年11月 13日（日）
会　 場 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ

スタート・ゴール
申 込 締 切 平成17年9月 30日（金）消印有効
問い合わせ　 NPO法人磐田市体育協会　ジュビロ磐田メモリアルマラソン実行委員会

10538-33-3443

●第8回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

ジジュュビビロ磐田の選手ロ磐田の選手とと
一緒に一緒に走走ろろうう！！！！

ジュビロ磐田の選手と
一緒に走ろう！！

■豊岡支部■
野球
秋季社会人野球大会 豊岡球場 9/11～10/1 一般・社会人 氏原 162-4825
バレーボール
第2回豊岡大会 豊岡体育館 9/4 一般 松島 162-4852
第3回豊岡大会 豊岡体育館 11/6 一般
陸上競技
 小学校陸上教室 豊岡多目的グラウンド 4月以降 小学生 深田 162-2763
 夏合宿 春野町ペンションシンフォニー 8月以降 小・中・高
豊岡駅伝大会 支所内 1月 一般
剣道　            
 第31回豊岡剣道大会 豊岡体育館 12/4 稲葉 162-3535
剣道教室 豊岡屋内競技場 毎週火曜日 小学生以上
剣道教室 豊岡東小学校体育館 毎週水曜日 小学生以上
剣道教室 豊岡南小学校体育館 毎週木・土曜日 小学生以上
ゲートボール
北遠親善ゲートボール大会 10月 一般 鈴木 162-3063
豊岡支部ゲートボール大会 11月 一般
豊岡地区郵便局主催 12月 一般
豊岡地区農協祭ゲートボール大会 12月又は1月
インディアカ
インディアカ教室 豊岡体育館 8月下旬 一般 高橋 162-2029
県民スポーツ・レクリエーション祭 豊岡体育館 9月上旬 一般
第6回住民大会 豊岡体育館 11/20 一般
合同練習会 豊岡体育館 12月中旬 一般
テニス
第10回豊岡ソフトテニス大会 豊岡 10/23 中学生以上 大石 162-5222
打ち納め大会 豊岡 12/18 一般
 ソフトボール
夏季トーナメント大会 天竜川運動公園 7/10・17 一般 村松 162-2978
磐田父親ソフトボール大会 天竜川運動公園 9/18 一般
弓道
秋季豊岡大会 11/23 一般 影山 162-4491

磐田市壱貫地64-1 豊岡体育館内　TEL.0539-63-0036 FAX.0539-63-0042



磐田かぶと塚公園グラウンド
磐田天竜川グラウンド
磐田中央公園グラウンド
磐田東大久保運動公園グラウンド
磐田安久路公園多目的広場
磐田稗原グラウンド
福田公園多目的広場
福田大原グラウンド
福田西部グラウンド
福田豊浜グラウンド
福田北部グラウンド
はまぼう公園運動広場
竜洋天竜川西堀河川敷公園グラウンド
竜洋海洋公園多目的広場
豊田加茂グラウンド
豊田天竜川グラウンド
磐田市豊岡多目的運動場（豊岡総合センター内）
磐田市豊岡屋外グリーンボウル場（豊岡総合センター内）
豊岡天竜川グラウンド
磐田相撲場
磐田弓道場
磐田市豊岡弓道場（豊岡総合センター内）
磐田市豊岡ゲートボール場（豊岡総合センター内）
磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
竜洋スポーツ公園サッカー場
磐田市総合体育館
福田豊浜体育館
福田南島体育館
竜洋体育センター
竜洋海洋センター体育館
磐田市アミューズ豊田
磐田市豊岡体育館（豊岡総合センター内）
磐田市豊岡屋内競技場（豊岡総合センター内）
磐田かぶと塚公園テニスコート
磐田塔之壇公園テニスコート
磐田旭ヶ丘公園テニスコート
磐田東大久保運動公園テニスコート
福田公園テニスコート
竜洋リバーサイドテニスコート（竜洋海洋公園内）
豊田加茂テニスコート
豊田ラブリバー公園テニスコート
磐田市豊岡テニスコート（豊岡総合センター内）
磐田市民プール
福田屋内スポーツセンター
磐田温水プール
竜洋海洋センタープール
磐田城山球場
磐田兎山公園野球場
福田公園野球場
竜洋海洋公園野球場
豊田グラウンド
磐田市豊岡野球場（豊岡総合センター内）
磐田市陸上競技場

12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3

月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3

12/29～1/3
12/29～1/3

第2・4火曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3
第2・4火曜日※ 12/29～1/3

12/29～1/3
12/29～1/3

月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※毎月最後の火曜日 12/28～1/4
月曜日※ 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3

12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3

月曜日※ 12/29～1/3
12/29～1/3
12/29～1/3

月曜日※ 12/29～1/3
9/1～翌年6/30

金曜日 12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3

9/1～翌年6/30
第2・4火曜日※ 12/29～1/3
第2・4火曜日※ 12/29～1/3

12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3

12/29～1/3
月曜日※ 12/29～1/3
第2・4火曜日※ 12/29～1/3

� 0538-32-4236

� 0538-32-8647
� 0538-32-4236
� 0538-38-4150
� 0538-37-4832

� 0538-58-3131

� 0538-66-5580

� 0538-36-3211

� 0539-63-0036

� 0538-37-4832
� 0538-32-4236
� 0539-63-0036

� 0538-38-4150
� 0538-66-0300
� 0538-32-4236
� 0538-58-3131

� 0538-66-5580
� 0538-66-5580
� 0538-36-3211
� 0539-63-0036

� 0538-32-4236

� 0538-58-3131
� 0538-66-7004
� 0538-36-3211

� 0539-63-0036
� 0538-37-0987
� 0538-58-3131
� 0538-33-8855
� 0538-66-5580
� 0538-32-4236
� 0538-32-4236
� 0538-58-3131
� 0538-66-5580
� 0538-36-3211
� 0539-63-0036
� 0538-32-4236

ス ポ ー ツ 施 設 一 覧

運動場

種　別 名　　　　　称 休館日など 問い合わせ先

相撲場

弓道場

ゲートボール場

サッカー場

体育館

テニスコート

プール

野球場

陸上競技場
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