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態度決定確認用ＱＲコード
・ 大抽選会
・ フードコーナー
・ 鵜喜鵜喜出張販売
・ 新体育館 PR コーナー
当日、 午前７時に態度決定をします

主催
後援

公益財団法人 日立市体育協会
日立市／日立市教育委員会
日立市スポーツ少年団本部

車場
臨時駐

一般の部 ：１チームは４名以上６名以内
（ 小学生含み可）
小学生の部：１チームは６名以上１０名以内
（ 小学生のみ）
詳細は市体協ホームページをご覧ください。

クライミングコーナー

臨時駐
車場

9:50 ラジオ体操
YOSHIE、増子
9:55 新日立音頭健康体操
YOSHIE、増子
10:00 開会式
10:10 ダンス（ヒップホップ、ジャズ） Ｈ．Ｃ．スマイルガールズ
日立市フォークダンス連合会
10:40 フォークダンス
11:10 ダンス
Studio Drops
11:45 ヒップホップダンス
V・A・D （体育協会教室）
12:20 フラ（HULA）
プメ・ハナ フラスタジオ
※体験の演目については、誰でも参加できます。
※内容や時間が変更になる場合もあります。

駐車場
クライミング
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４コートゲーム

ＲＤチャレンジ

ボールバウンダー

キッズエリア
「いもむしスライダー」、「輪投げ」
「ぴょんぴょんボール」、「ソフト
ボッチャー」…など、たくさんの
遊具を用意
してます。

(公財)日立市体育協会ＨＰで詳細がご覧いただ
けるイベントもございます。 http://www.hasa.or.jp/

イベントインフォメーション
※イベントの日程は予定ですので予告なく変更になる場合があります。

日付

Oct

10 5,12,19
5,12,19
5
12

イベント名
第 34 回市民ソフトボール大会【男子】
第 27 回市民シングルステニス大会

Nov
Dec

12

Jan

1

Feb

2

Mar

3

8,9
9,16,23,30
4
8
9
15
16
16
日付

7
13
日付

（市民運動公園テニスコートほか）

第 57 回市民剣道大会兼スポーツ少年団交流大会
スポ・レクフェア 2014

日付

11 1,2,3

（中里スポーツ広場）

（市民運動公園野球場）

イベント名
第 54 回市内高校野球大会

（市民運動公園野球場）

第 74 回市民サッカー大会【中学生の部】
第 74 回市民サッカー大会【一般・35 歳以上の部】
第 40 回日立市民レディース卓球大会【個人戦】
第 66 回市民ママさんバレーボール秋季大会
第 68 回市民卓球大会
第 68 回市民卓球大会【中学男子の部】
第 113 回市民ボウリング大会【シングルス戦】
第 68 回市民ソフトテニス大会【中学 1 年生の部】

（十王体育館）

（日立ボウルクレーン）
（市民運動公園テニスコートほか）

第 74 回市民サッカー大会【一般の部 決勝】

（市民運動公園陸上競技場）

平成 26 年度第 31 回茨城県民駅伝競走大会

（笠松運動公園陸上競技場）

イベント名

第 36 回日立駅伝競走大会

7,8,14,15
21,22
26-29

（日立製作所日立体育館）

イベント名

未定

日付

（浜の宮グランドほか）

（日高中学校体育館）

第 68 回市民ソフトテニス大会【一般・高校生の部】

1
14
15

（浜の宮グランド）

（日立製作所大みか体育館）

11
18
25

日付

（日立製作所日立体育館）

（市民運動公園テニスコート）

第 38 回市民バドミントン大会【男子複・女子単】

（日立製作所日立体育館）

第 38 回市民バドミントン大会【男子単・女子複】

（日立製作所日立体育館）

（久慈川日立南交流センター～市民運動公園）※予定

イベント名
第 38 回市民バドミントン大会【混合複】
平成 26 年日立市スポーツ賞表彰式
第 9 回県北ブロックスポーツ少年団駅伝交流大会

（日立製作所日立体育館）
（久慈サンピア日立）
（市民運動公園陸上競技場）

イベント名
第 73 回市民バスケットボール大会
第 42 回東日本卓球優勝大会
日立カップ日立市高校サッカーフェスティバル

（十王体育館ほか）
（日立製作所日立体育館）
（市民運動公園陸上競技場ほか）

Ｒｅｐｏｒｔ
第14回日立さくらロードレース
４月６日(日)、日立新都市広場周辺において第１４回日立さくらロード
レースが開催されました。
この大会は、ハーフ・１０km・５km・２.２ｋm・１.８ｋmの５部門３０
種目で行われ、日本さくらの名所百選として選定されている平和通りの桜
並木を走り抜けるコースとなっており、市民ランナーはもちろん、北は北
海道～南は沖縄までの県内外の方々にも多数の参加をいただき、
１８，１０４名というたくさんのエントリーをいただきました。
当日は朝のうちの小雨も大きく崩れることなく、久しぶりに平和通りの
桜が満開となり、ランナーも応援者も日立の春の息吹を感じられた一日と
なりました。今年は、満開の桜とともに日立のゆるキャラたちや仮装した
ランナーが大会を大いに盛り上げてくれました。

イベント報告

Ｒｅｐｏｒｔ

イベント報告

第35回日立市パンポン大会
第３５回日立市パンポン大会が６月１日(日)に日立製作所日
立体育館において開催されました。今大会は、市内外から延べ
５６０名の参加があり、１２種目に分かれて熱戦を繰り広げま
した。個人戦は、トーナメント戦にて実施され、毎年上級者が
参加し、一般男子シングルスＡの部のほか、ダブルス戦、小学
生シングルス戦などがあります。また、一般団体戦もあり、予
選リーグから決勝トーナメント戦を勝ち抜く方式により、４５
チームが参加し、多くのギャラリーが観戦するなか、大いに盛
り上がりました。 パンポンは手軽に楽しめる日立市発祥のス
ポーツです。パンポンをやってみたいという方は、気軽に事務
局（３６－６６６１）までお問い合わせください。

第29回桐生市・日立市スポーツ交流会
８月１日(金)から２日(土)までの２日間、今年で２９回目となる「桐生市・日立市スポーツ交流会」が
群馬県桐生市で開催されました。
今年はスポーツ少年団バドミントン競技を交流種目として、日立市からは市内に６つあるバドミントンスポーツ少年団
員から選抜された男女２８名が参加して桐生市チームと対戦しました。日立市チームは、桐生市チームと対戦成績では負
けてしまいましたが、スポーツ交流以外にも桐生まつり見学や桐生が岡遊園地・動物園見学などを通じ、仲間との親睦を
深められ、夏のよい思い出になったことでしょう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

賛助会員の募集とお礼
公益財団法人日立市体育協会は、市民の皆さんのスポーツに対する幅広いニーズに応えるべく、様々な活動を展開しています。
わたくしたちと一緒になって、市民の皆さんのスポーツ活動をバックアップしてくださる賛助会員を募集しています。

★賛助会員会費
個人：年額１口 1,000円
法人：年額１口 5,000円

★申込方法
詳しくは事務局までお問い合せください。
随時受付しています。

～ご協力をいただきました皆さまに感謝いたします～

《平成２６年度ご協力いただいた賛助会員》（平成26年4月1日～平成26年9月12日）
順不同
日立市ターゲットバードゴルフ協会
茨城ひたち農業協同組合日立支店
(有)滑川プラント工業
社会医療法人愛宣会ひたち医療センター
日立中央ロータリークラブ
一般社団法人 日立青年会議所
日立多賀火曜会
豊浦中学校
(有)佐々木電材工業
東や
日立ジュニアソフトテニス
株木建設(株)日立営業所

順不同 敬称略

１口 ５，０００円以上

日立市フォークダンス連合会
(有)日立ポリマー
多賀土木(株)
(有)沼田クリーンサービス
日立市多賀農業協同組合
日立セメント(株)
東京ガス(株)日立支社
日立高速印刷(株)
(株)伊藤園日立支店
南部地区体育研究会
日立ロータリークラブ
明秀学園日立高等学校

４８法人

６９口

赤津ハウス(株)
日立中央ライオンズクラブ
(株)常陽銀行 日立支店
久慈中学校
鈴縫工業(株)
日立港ロータリークラブ
茨城新聞日立支社
(有)田柳造園
日立北ロータリークラブ
日立南ロータリークラブ
(株)並木スポーツ
(株)小泉スポーツ

３４５，０００円 (累計)

中小路小学校
日立土木(株)
(株)髙村電設工業
久慈小学校
山形測量
(株)国進運輸
プレビ(株)
磯野運輸(株)
炭火焼よしむら
日立球友クラブ
神峰スポーツ

１口 １，０００円以上 ３９１個人 ５８８口 ５８８，０００円 (累計)

鈴木
宏 奈良 宏行 古田土宗則 宮村
修 小田島徳美 蛭田
勲 友部 利秋 友部 隆次 鈴木甲子男
小林 恒之 樫村 勝寿 住谷
玲 渡邊 浩二 菊池 弘史 鈴木 直子 岡田 康洋 千葉 忠好 大竹 洋子
遠藤
靖 小野﨑久雅 川野辺道男 長山 聖雄 鈴木 茂美 高橋 寿晴 橋本 恵二 大滝 正榮 伊東
喬
大久保誠一 相澤 みや 小池
仁 鈴木 敏司 清末
武 熊谷 勝志 大坪 征喜 関
次男 後藤
仁
高橋 公雄 福地
烈 大越 典一 小澤 利秋 戸倉登美子 永山 堯康 後藤 徳侍 大窪 一良 大塚
寧
小野崎雄一 武田 侑子 大友 正徳 遠田 正樹 大越
勲 樫村喜久恵 桔梗谷昭男 菊池
満 皆川
登
森
茂 斉藤 昭三 岩崎 好裕 須江 二郎 岡本
聡 矢吹 利美 黒澤
清 寺門 泰弘 成田 清治
永井 光喜 勝間田 修 下山田昌平 鈴木 幹太 立原 和子 森
泰子 熊谷 勝典 菊地
聰 嵯峨 福東
永山 慎治 石井 辰哉 鈴木 勝也 大木 仁一 千葉 幸雄 菊地
忠 青柳
勇 斎藤
忠 佐藤
啓
石井 謙二 荒川 長弥 宮田 浩昭 青山 俊明 濱村 幹雄 鈴木 修一 樫村 裕之 竹島 謙治 小林 恵子
小野寺麻衣 田丸
甫 大竹 聡史 耒栖やよい 藤田麻里子 鈴木美奈子 前島
亮 鐡
邦昭 小茂田晃俊
杉澤 季展 益子 真紀 川又
博 秋山 竹彦 鈴木 英雄 石井 慶昭 鈴木
裕 柳橋 弘明 村山 忠男
渡邉 洋一 千葉トミイ 赤城 正敏 小池 直之 川上 正之 有賀 俊夫 大津 国香 大場ふみ子 浅田 盛芳
鈴木 義壽 大久保由美子 寺門 恵子 古川 良一 押田 秀雄 宮本 信行 平子 允秀 照沼 博美 安田 幸雄
本多 仁志 小林 徳磨 関
充夫 荒井 貴彦 菊地
昇 髙木
要 平沢ふく枝 今橋富士夫 窪木 洋子
那須村啓次 鈴木 士郎 本田 博亮 飯樋 和夫 新井 雅信 赤津 昌義 七井 則之 吉田 和則 関
実
堀口 博史 増田 容子 古徳
勝 鈴木 孝子 糸賀 正俊 鈴木 昭治 田原美恵子 小林 敬造 立川 伸平
松本 定信 根目沢 昭 和知 広美 江間 幸夫 中野 芳恵 鶴岡 次男 坂本 和昭 大内 浩一 相馬 崇史
白田 隆史 植木 正雄 大森 規子 若松 義弘 清水 貞子 山上
聡 大高
潤 大内 秀則 福地
隆
中野 育代 遠藤 憲一 棚谷
格 木村
統 澤井 昭一 川上 哲男 永瀬 昭男 守部美恵子 田中 宣子
土田
宏 蛭田
隆 佐伯 幸一 上村 有司 遠藤
進 関
三郎 舘川
好 渡邊 好一 木村 安秀
須田 浩好 矢吹東史恵 久野 順矢 宮本 賢一 野中
愛 諸橋 正和 山形 幸穂 小貫 邦子 石川 博子
下山田幸弘 宮本 哲也 藤 佳那子 會澤 利行 鐡 めぐみ 川﨑友里絵 三戸 雄太 広瀬
恵 鈴木 雄大
粕谷 謙太 矢嶋
実 村田 京一 四倉 伸一 谷田部由実子 小泉
隆 佐藤
彰 鈴木 康昭 斎藤
稜
黒澤 里枝 石川 浩史 井上 清正 井上 宣子 島﨑 礼丈 島﨑 志乃 後藤 郁史 友部 貴夫 照沼 佑介
片山 太一 広田 邦男 瀬谷 直行 志藤 忠博 大嶋 暢雄 市野沢直樹 川上真紀子 越川 恵子 椎名 慶典
竹中 章雄 田島 真裕 安島 洋子 佐藤 光恵 新橋奈津子 土谷 友子 岡﨑 紀子 青木 房子 清宮 広大
岡鼻 政憲 黒羽 篤志 安重 直起 松本 幸次 田﨑 喜広 多田 賢一 坂本 廣子 齋藤 愛子 小澤 聡美
縮
美雪 菊池真喜子 國府田克彦 山下 啓二 西山 隆行 矢橋 和雄 石野 光夫 青木
亮 西村 和文
本田 春雄 西村ミチ江 請井 昇二 江川 恵子 江川
仁 中村 修一 椎名 千冬 松本 正生 今橋 孝仁
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

川越 雅彦 平
圭夫 相澤 千秋 佐々木邦夫 根本
誉
井坂 健治 茅根 武通 石川 秀子 石井 啓子 小田倉洋子
下田 礼子 佐藤由紀子 宮田 さよ 中村 城三 櫻庭 亮治
大和田 猛 藤田
忠 大西 政彦 早坂 克義 冨樫 義光
神山 文七 田原 克三 渡辺 史行 沼野上 忍 古舘 忠美
米田 謙太 小松 徳男 沼田 雅博 玉井 一彦 檜山 克典
益子 和則 正木 啓道 小川 尚志 佐藤 義広 中野美千代
渡辺 恭子 渡部 恵美 柴田 良子 小泉 早苗 北原 愛弥
根本 敦子 髙橋 智愛 小林 義幸 堀田可奈子 渡邊 篤司
塚田 瑞穂 岩井 順子 江藤亜紀子 伹野 久子 丹治美和子
大部
健 大内 芳枝 酒井 健一 於曽能伸浩 磯辺 雅子
梶
格康 窪木 雅啓 大高 良憲 水野 良平 皆川
渉
関
康平 根本 清俊 栗原 珠美 内山 信弘 浜崎 裕幸
酒井 孝行 村木 正英

助川 光宏
酒葉
健
伊東徳三郎
徳永 寛顕
井田 忠夫
鈴木 俊彦
木村久仁子
伊藤 秀華
新井田瑞穂
村山佐知子
中島 優子
藤田 博隆
大滝 朋彦

北澤 浩子
森田 進一
佐々木次男
山中
操
井田 孝夫
山田 道幸
佐藤 悦子
籠島
諒
中川 裕介
鈴木安芸子
関山 真澄
小濱 靖彦
折笠 良平

岩渕 寛行
仲田恵都子
杉森 吉夫
塩見 公明
滑川 正年
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博
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熊沢 哲男
菊池 千秋
藤生 敏子
星野谷直人
千葉 栄一
飯田 容子
石井 良友
石川 尚子
三浦 良春
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Topics
Topics

スポーツの話題

女子野球ワールドカップ優勝おめでとう！
ろっかく

日立市出身

あやこ

六角 彩子 選手

９月１日から７日まで宮崎県で行われた「第６回IBAF女子野球ワールドカップ
2014宮崎大会」。
侍ジャパン女子代表として、日立市出身（助川中卒）の六角彩子選手が出場し
ました。大会では、１次予選ラウンド３試合、２次予選ラウンド２試合を全勝し、
アメリカとの決勝戦も３対０で勝利。同大会４連覇を見事に達成しました。
六角選手は、第４回大会から日本代表選手として活躍しており、今回はチーム
の副主将・１番サードとして日本の勝利に大きく貢献しました。
大会終了後の９月１３日には、小学生時代に所属した「日立リトルリーグ」の
練習会に参加し、技術指導のほか後輩たちからたくさんの祝福を受けました。
現在、六角選手はＮＰＯ法人女子硬式野球サムライに所属し、今後の目標は、
「女子野球の認知度を日本中に広め、そして世界中にも広げていきたい。」と語
ってくれました。

平成２６年度全国中学校体育大会
第４１回全日本中学校陸上競技選手権大会１１０ｍハードル
入賞おめでとう！
すずき

第４位

ゆうせい

鈴木 祐成 選手（大久保中３年）

８月１７日から２０日まで香川県で行われた「第４１回全日本中学校陸上競技
選手権大会」に出場した大久保中学校３年の鈴木祐成選手が１１０ｍハードルの
種目に出場し、全国第４位（記録１４秒１７）に入賞しました。
鈴木選手は、全国大会の標準記録をクリアしてからも好調を維持し、全国大会
の準決勝で自己ベストを更新しました。
鈴木選手から、「全国大会では、味わったことがないような緊張感の中、予選
から自己ベスト記録を出すことができ、流れを作ることができました。県中学新
記録と第４位入賞は素直に嬉しいです。これからも大きな舞台で活躍することが
できるように頑張っていきたいです。」とコメントをいただきました。
今後開催される各種大会での活躍にも期待したいと思います。

（写真提供・全日本女子野球連盟）

◇日立市教育委員会新体育館建設課からのお知らせ◇

■

新中央体育館（仮称）の愛称を募集しています!!

いい汗・感動・にぎわい
復興のアリーナを目指して

平成２８年度中にオープンを予定している新中央体育館（仮称）は、
震災復興のシンボル・市民のスポーツ活動の中心施設として、また、
文化活動にも利用できる広域交流施設として整備を行っております。
日立市では、多くの市民の方々に愛され、長きにわたり親しまれる
体育館とするため、日立市のイメージにふさわしい新中央体育館（仮
称）の愛称を広く募集しています。（募集期間：１１月１９日まで）

平成28年度完成予定

≪施設案内≫
１階
メインアリーナ、サブアリーナ
武道場（多目的室）、スポーツラウンジ
会議室、防災備蓄倉庫等
２階
弓道場、トレーニング室等

日立市教育委員会

問い合せ

新体育館建設課

電話

0294-23-9130

◇事務局だより◇
新体育館建設工事に伴う通行規制について

■ 市民運動公園ご利用のみなさまへ
新体育館建設工事に伴い、陸上
競技場周回道路の一部が狭くなっ
て危険なため、走っての通行を制
限している区間があります。この
ため、通行の際には十分注意して
いただきますよう、引き続きご協
力をお願いいたします。

■ スポーツの秋

ランニング・ウォーキングは
ここで折り返し

道幅が狭いためこの区間
は歩行してください

新体育館建設現場
陸上競技場

～水分補給を忘れずに～

スポーツの秋を迎え、身体を動
かしやすい季節になりました。ス
ポーツをする際には、水分や塩分
を適度に補給し、熱中症や脱水症
に十分注意して行うようにしまし
ょう。

ランニング・ウォーキングは
ここで折り返し

◇ 編集後記 ◇
昨今、高齢化が進むと同時にスポーツに取り組む人口が増加している。その表れとして健康の保持を年齢と
共に気に掛けてきたのではないかと考えます。それも健康診断、人間ドッグ等で糖尿病・メタボリックシンド
ロームの判定を受け、必ず問診で言われる事が、「運動はしていますか？」つまり、良薬は口に苦しというよ
り、「良薬スポーツの奨め」が一番の良薬と言えると考えます。
最後に、若さと健康の秘訣「３感」を紹介します。

１.感心を持つ

２.感動する

３.感謝する

（広報委員

鈴木 昭治）

(公財)日立市体育協会 （Hitachi Amateur Sports Association 略称：HASA）

