
株式
会社

リソグラフ印刷機。東芝複写機。キャノン
カラー拡大プリンター。教育機器。OA機器。

〒250-0208 小田原市下大井239-3
電　話（ 0 4 6 5 ）3 6 - 0 7 5 1 ㈹
F A X（ 0 4 6 5 ）3 6 - 7 4 7 8
http://www1.odn.ne.jp/endou_toku1043/
（プリントセルフ扱致します）

　　　　　デザイン・データ作成・ロゴ作成・カタログ・パンフレット・
折込チラシ・ポスター・結婚式招待状・宛名書き・名刺・葉書・挨拶状・
封筒・診察券・薬袋・会報　　　　　　　　包装紙・パッケージ・手
提げ袋・ビニール袋・ポケットティッシュ・マッチ・箸袋 　　　 　領収
証等複写伝票・各種帳票類・コンピューター連続伝票　　　　　　
商品券・株券・チケット・三角くじ・メニュー・カレンダー・コースター等  
　　　　シール・パウチ加工　　　　　自費出版・文集・詩集等・
印鑑・ゴム印・賞状　　 　 　ホームページ作成・看板 他いろいろ
総合印刷業

印刷のことなら何でも相談ください!

■ホームページhttp://www.TAKEDAPRINT.COM ■Ｅ-ｍａｉｌ: office@takedaprint.com

印刷関連

包装品梱包類
伝票類
特殊印刷

加工品
その他

個人向

この情報誌への広告掲載を希望する方を募集しています。
また、体育協会主催の各種イベントへの協賛及び広告も募集しています。
詳しいことは体育協会事務局までご連絡ください。

　〈問い合わせ〉
公益財団法人小田原市体育協会事務局
〒２５０－０８６６
小田原市中曽根２６３番地
小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ内
TEL ０４６５－３８－３３１０
FAX ０４６５－３８－１２０２
E-mail odawara-taikyo@a-net.email.ne.jp
HP   http://www.odawara-taikyo.or.jp

広  告  募  集

スポーツおだわら
〒250-0866  小田原市中曽根２６３番地
　　　　　（小田原アリーナ内）
T E L  ０ ４ ６ ５（ ３ ８ ）３ ３ １ ０
F A X  ０ ４ ６ ５（ ３ ８ ）１ ２ ０ ２
E-mail odawara-taikyo@a-net.email.ne.jp
ＵＲＬ  http //www.odawara-taikyo.or.jp

発行：公益財団法人小田原市体育協会
編集：広　報　委　員　会

第　104　号 2019.5.1

回
覧

第104号の内容
2019年度予定表（スポーツ教室・大会等） ２
スポーツ教室のお知らせ ３
第１回小田原ミニバスケットボール３×３大会 ３
第９回おだわらキッズマラソン大会 ４
平成30年度賛助会員ご芳名その３ ４

第９回おだわら

キッズマラソン大会

2019.6.16㈰ 開催2019.6.16㈰ 開催

ホームページQRコード

facebook ID：@Odawarasports twitter ID：@Odawarasports Instagram ID：odawarasports

公益財団法人小田原市体育協会
URL http //www.odawara-taikyo.or.jp
情報満載!情報満載!

スポーツおだわらは、スポーツ振興くじ助成
金を受けて作成しています。

平成30年度体育協会功労者等表彰 ５
第８回おだわらキッズマラソン大会結果 ６
第12回おだわら駅伝競走大会結果 ６
第73回かながわ駅伝競走大会 ７
第32回小田原尊徳マラソン大会結果 ７

－１－－８－



小田原市体育協会

小田原市体育協会

スポーツ教室・大会
2019年度 予 定 表 問い合わせ

（公財）小田原市体育協会事務局
☎0465-38-3310

 1 ソフトテニス教室  5～11月 18回 城山庭球場 小学3～6年生 県西地域
 2 小学生陸上競技教室  4～3月 12回 城山陸上競技場 他 小学3～6年生 県西地域
 3 そとあそび教室  5～7月 7回 城山陸上競技場 4歳以上未就学児 県西地域
 
4 フットサル教室

 春 5～7月 8回 小田原アリーナ・メイン 小学3～6年生 県西地域
   秋 10～12月 8回 小田原アリーナ・メイン 小学3～6年生 県西地域
 
5 ミニバス教室

 春 5～7月 8回 小田原アリーナ・メイン 小学4～6年生 県西地域
   秋 10～12月 8回 小田原アリーナ・メイン 小学4～6年生 県西地域
 
6 短距離走スピードアップ教室

 春 5月 2回 城山陸上競技場 小学3～6年生 県西地域
   夏 7月 2回 城山陸上競技場 小学3～6年生 県西地域
   春 5～6月 8回 小田原アリーナ・メイン 18歳以上の女性 県西地域
 7 シェイプアップトレーニング教室 秋 8～10月 8回 小田原アリーナ・メイン 他 18歳以上の女性 県西地域
   冬 11～12月 8回 小田原アリーナ・メイン 18歳以上の女性 県西地域
 
8 親子体操教室

 春 5～6月 5回 小田原アリーナ・サブ 2～3歳の幼児と親 県西地域
   秋 9～10月 5回 小田原アリーナ・サブ 2～3歳の幼児と親 県西地域
 9 弓道教室  5～6月 7回 城内弓道場 18歳以上（高校生除く） 県西地域
 
10 ヨガ教室

 フィットネス 5～6月 4回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 18歳以上（高校生除く）女性 県西地域
   ヒーリング 9月 4回 小田原アリーナ・フィットネススタジオ 18歳以上（高校生除く）女性 県西地域
 
11 テニス教室

 ジュニア 7～8月 7回 小田原テニスガーデン 小学4～中学3年生  県西地域
   レディース 7～8月 7回 小田原テニスガーデン 16歳以上の女性 県西地域
 
12 ドッジボール教室

 前期 7月 3回 小田原アリーナ・サブ 小学1～6年生 県西地域
   後期 8月 3回 小田原アリーナ・サブ 小学1～6年生 県西地域
 13 ゴルフ教室  8月 1回 小田原湯本カントリークラブ 小学1～高校3年生 県西地域
 14 卓球教室  10～11月 5回 小田原アリーナ・メイン 小学生以上 県西地域
 15 ノルディックウオーキング教室  2月 1回 小田原市内 20歳以上 県西地域
 16 スポーツサークル教室  5～6月 5回 小田原アリーナ・メイン 25歳以上50歳以下 県西地域

教室名及びコース名 実施時期 回数 場　　　所 対象者 対象地域

 1 第9回おだわらキッズマラソン大会 6月16日㈰ 小田原アリーナ周辺 3歳～小学6年生と親 地域限定なし
 2 第1回小田原ミニバスケットボール3×3大会 6月30日㈰ 小田原アリーナ・メイン 小学3～6年生 県西地域
 
3 第71回小田原市民総合体育大会

 7月12日（金）～28日㈰
　　　 6日間 

小田原市内各会場 小田原市民 市内

 4 第5回おだわらジュニア水泳競技大会 8月中旬 御幸の浜プール 小学3～中学3年生 県西・湘南
 5 第12回小田原市ドッジボール大会 8月27日（火） 小田原アリーナ・メイン 小学1～6年生 県西地域
 
6
 第10回おだわらスポーツ＆

  レクリエーションフェスティバル 
9月15日㈰ 小田原アリーナ 年齢制限なし 地域限定なし

 7 第10回おだわらキッズマラソン大会 12月15日㈰ 小田原アリーナ周辺 3歳～小学6年生と親 地域限定なし
 8 第13回おだわら駅伝競走大会 1月19日㈰ 小田原市内 26地区・事業所・一般 県西地域
 9 第74回かながわ駅伝競走大会 2月  9日㈰ 秦野市～相模湖 中学生以上の代表選手 市内
 10 第33回小田原尊徳マラソン大会 3月  8日㈰ 小田原アリーナ周辺 高校生以上 地域限定なし

教室名及びコース名 実施時期 場　　　所 対象者 対象地域

対象地域の県西地域は2市8町。

対象地域の県西地域は2市8町。湘南地域は秦野、伊勢原、二宮、大磯、平塚。

❶ 短距離走スピードアップ教室 7月13・15日 2回 城山陸上競技場 小学3～6年生・30人  （夏コース） 9：30～11：00
      （ジュニアの部）
 ❷ ジュニア&レディーステニス教室 

7月25・27・30日、8月1・3・6・8日 7回 小田原テニスガーデン 小学4～中学3年生・40人
　　（硬式テニス） 9：00～11：00   （レディースの部）
   予備日8月10日   16歳以上の女性・15人

❸ ドッジボール教室（7月コース） 7月30・31日、8月2日 3回 小田原アリーナ 小学1～6年生・70人   9：30～11：30  

 ❹ ドッジボール教室（8月コース） 8月20・21・23日 3回 小田原アリーナ 小学1～6年生・70人   9：30～11：30    
 ❺ 初心者ゴルフ教室 8月6日　8：45～16：00頃 １回 小田原湯本カントリークラブ 小学1～高校3年生・15人
 ❻ シェイプアップトレーニング教室 8月28日、9月4・11・18・25日、10月2・9・30日 8回 小田原アリーナ 18歳以上の女性・50人  （秋コース） 10:00～11:30   
 ❼ やさしいヨガ教室 9月4・11・18・25日 4回 小田原アリーナ 18歳以上の女性（高校生除く）・
  （ヒーリングヨガ） 10:00～11:30   20人

 ❽ 親子体操教室（秋コース） 9月25日、10月2・9・23・30日 5回 小田原アリーナ 2～3歳の幼児とその親・40組   10：30～11：30   

教　　室　　名 期　　日 回数 場　　　所 対象者人数

曜　　日 ❶ 土・月曜日、❷ 木・土・火・木・土・火・木曜日、❸❹ 火・水・金曜日、❺ 火曜日、❻❼❽ 水曜日
参 加 料（傷害保険料含む）　❶ 1,000円、❷❻ 4,000円、❸❹❽ 2,000円、❺❼ 3,000円
申込期間 ❶ 6月10日～6月28日、❷ 6月24日～7月19日、❸ 7月1日～7月22日、❹ 7月1日～8月9日、❺ 6月10日～7月26日、
 ❻ 7月10日～8月9日、❼ 8月13日～27日、❽ 8月26日～9月13日
申込方法 ❶～❽ 体育協会ホームページ申込フォームから

スポーツ教室のお知らせ （公財）小田原市体育協会事務局
☎38－3310（平日8：30～17：00）

2019年夏・秋開催
問い合わせ

　平成30年度にスポーツイベント・ボランティアの方々には、尊徳マラソンをはじめとした小田原市体育協会主催のイ
ベントに支援をいただきました。ありがとうございました。
　本年度も引き続き、マラソン大会やレクリエーションフェスティバル等のスポーツイベントで受付、誘導等の運営補
助をしていただくボランティアを募集します。
　中学生以上の方（老若男女、年齢は問わず）を対象に随時受付し、登録いただきます。無償ですが、時間、内容によ
り昼食等の用意があります。興味、関心のある方は、ご連絡ください。　　　　　　　　

☎ 0465-38-3310（平日8：30～17：00）

スポーツイベント・ボランティアの募集

第1回  小田原ミニバスケットボール3×3（スリーバイスリー）大会
日　　時　2019年6月30日㈰　8時30分～17時まで
会　　場　小田原アリーナ・メインアリーナ
参加資格　県西地域（２市８町）に在住・在学の小学生で３・４年生、または５・６年生により構成された、男子または女
　　　　　子のチームとし、男女混合チームは不可。
　　　　　　[チーム構成]　引率者：成人1人・選手3～4人
参 加 料　1チーム　2,000円（傷害保険料含む）
募 集 数　各部門24チーム（先着順）
申込方法　引率者（成人）が小田原市体育協会ホームページから行う。

　　　　　
申込期間　5月20日㈪～6月14日㈮まで

‒３－－２－



小田原市体育協会

4月24日
（水）

募集開
始！

2019年6月16日㈰　雨天決行
小田原アリーナ（主会場）及び周辺コース
開会式／午前8時20分から

開 催 日
会 場

種 目

⑴親子の部　3歳以上の未就学児と保護者　400組（800人）
⑵小学生の部　小学1～6年生　1,200人（予定）
※⑴、⑵の両種目とも定員になり次第締め切ります。
1人（親子は1組）　1,500円（傷害保険料含む）
サブアリーナにて交換します。
小学生の部の各学年男女別の第1位から第6位までを
表彰します。※親子の部は記録証のみの発行とします。
2019年4月24日㈬8時30分～5月17日㈮
申込期間内に、エントリーサイト（RUNNET）から。
※小田原市体育協会ホームページからもアクセスできます。

対象定員

参 加 料
参 加 賞
表 彰

申込期間
申込方法

大会開催要項

同時
開催 メイン

アリー
ナ

9：00
～13：

30

スポー
ツ体験

くらし
フェス

タ

8：00
～14：

00 屋外も
ぎ店

多数出
店 北條太

鼓

スター
ト時に

演舞

　  1年 女子

1・8㎞  男子

  2年 女子
   男子

  3年 女子

2・2㎞  男子

  4年 女子

   男子

  5年 女子

2・8㎞  男子

  6年 女子

   男子

 8 ： 14
 7 ： 49
 7 ： 58
 6 ： 47
 8 ： 50
 8 ： 14
 8 ： 15
 8 ： 19
 10 ： 58
 10 ： 16
 10 ： 45
 9 ： 35

 8 ： 18
 7 ： 49
 8 ： 09
 7 ： 22
 8 ： 59
 8 ： 37
 8 ： 15
 8 ： 24
 11 ： 12
 10 ： 23
 10 ： 47
 9 ： 40

 8 ： 36
 8 ： 11
 8 ： 11
 7 ： 29
 9 ： 12
 8 ： 39
 8 ： 40
 8 ： 29
 11 ： 20
 10 ： 33
 11 ： 26
 10 ： 04

第8回おだわらキッズマラソン大会の上位記録

　1月10日㈭に、本協会主催による恒例の平成31年「新春スポーツ人の集い」を開
催しました。（18：00開式）
　本年も、報徳二宮神社・報徳会館を会場として、加盟団体役員、特別協賛社、賛
助会員、市長、衆議院・県・市議会議員など、220人近いスポーツ関係者参加者が
集まった冒頭に、平成30年度体育協会功労者等表彰式を行い、協会発展の功労者や
国体、インターハイ等の全国大会で優秀な成績を残された26名及び2団体の方々が
平成30年度の表彰を受賞されました。（受賞者は別表のとおり）
　表彰式の後は、江島会長の挨拶を始め、ご来賓の祝辞等などで、新年を寿ぐとと
もに親睦を深めました。

【特別感謝状】本協会会長または副会長を歴任し死去された方
　故 柴田 秀之助 （公財）小田原市体育協会副会長を歴任

【感謝状】本協会役員または加盟団体長を６年以上在職し退任された方
　故 鈴木 忠昭 （公財）小田原市体育協会理事等を歴任
　髙橋　卓保 （公財）小田原市体育協会理事等を歴任
　奥野　義守 小田原卓球協会会長を歴任
　前田　　誠 小田原バスケットボール協会会長等を歴任
　豊嶋　輝慶 小田原バドミントン協会会長を歴任
　瀬戸　　充 幸地区体育振興会会長等を歴任
　中山　善一 二川体育協会会長を歴任
　鈴木　　稔 東富水体育振興会会長等を歴任
　小林　清美 小田原リズム体操協会会長等を歴任

公益財団法人小田原市体育協会表彰　受賞者一覧表<敬称略>

公益財団法人
小田原市体育協会

平成31年新春スポーツ人の集い

平成30年度体育功労者等表彰

受賞された皆さん

江
島
会
長

　賛助会員につきましては、個人会員は、年額1口　5,000円、団体会員は、年額1口　10,000円、ともに1口以上で募集いたしており
ます。会員には、「スポーツ情報誌」等を送付いたします。ご協力をお願いします。

賛助会員の継続・新規加入のお願い

距離・学年・性別 1位 2位 3位

【功労者表彰】 加盟団体の要職または審判や指導を２０年以上されている方
 著名な大会で入賞した代表選手団の監督またはコーチ
　廣川　　明 小田原野球協会所属
　佐藤　哲男 小田原市陸上競技協会所属
　市川　房雄 小田原スキー協会所属
　児玉　雅彦 小田原テニス協会所属
　林　富士夫 下府中体育振興会所属
　吉岡　正廣 小田原市スポーツ少年団所属
　石原　和子 小田原バレーボール協会所属
　星野　勝利 小田原ソフトボール協会所属
　中山　孝人 第73回国民体育大会 体操競技・監督

【優秀選手・団体表彰】国際大会や全国大会等で入賞された方
　シャグダルスレン ダライバートル
 （相撲） 第73回国民体育大会　相撲競技　少年男子団体　準優勝
　バドジャルガル チョイジルスレン
 （相撲） 第73回国民体育大会　相撲競技　少年男子団体　準優勝
  平成30年度全国高等学校総合体育大会相撲競技大会　第96回全国高等学校相撲選手権大会　個人戦　準優勝
　学校法人明徳学園相洋高等学校　陸上競技部男子4×400mリレーチーム
　 （陸上競技） 平成30年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会　秩父宮賜杯第71回全国高等学校陸上競技
  対校選手権大会　男子4×400mリレー　第7位（クレイアーロン竜波・森木龍弥・山本毅・メルドラム アラン）
　学校法人明徳学園相洋高等学校　陸上競技部女子4×400mリレーチーム
　 （陸上競技） 平成30年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会　秩父宮賜杯第71回全国高等学校陸上競技
  対校選手権大会　女子4×400mリレー　優勝（髙島菜都美・合田陽菜・金子ひとみ・髙島咲季）
　古谷 ちなみ （バレーボール） 第73回国民体育大会　バレーボール競技　成年女子　第7位
　長野　有紗 （バレーボール） 第73回国民体育大会　バレーボール競技　成年女子　第7位
　榎本　里歩 （バレーボール） 第73回国民体育大会　バレーボール競技　成年女子　第7位
　蛭海　　和 （体操） 第73回国民体育大会　体操競技　少年女子団体総合　第5位
  平成30年度全国中学校体育大会　第49回全国中学校体操競技選手権大会　女子個人総合　第7位
　竹内　大高 （フィンスイミング） 第14回フィンスイミング日本学生選手権大会　男子CMASビーフィン50m　優勝
  第5回フィンスイミング大学世界選手権大会　男子4×50mビーフィンリレー　第2位

平成30年度賛助会員ご芳名　―その３―ご協力ありがとうございます
　本年度もスポーツ振興事業推進のためにご援助いただく賛助会員に、多くの方々からご賛同をいただきました。
　次のとおりご紹介させていただきます。　　　　　　　　　　　　　敬称略・50音順（11月1日から３月31日まで）
〈個人会員〉
柳下 弘子
米川 美智子

〈団体会員〉
相原興業㈱
㈱浅海工務店
芦子地区体育振興会
新玉地区体育協会
内野商店
梅富久

大窪体育振興会
大西クリーニング店
オクツ薬局 櫻木達夫
小田原サッカー協会
小田原市インディアカ協会
小田原市ゲートボール協会
小田原地区空手道連盟
小田原バスケットボール協会
片浦体育振興会
㈱川久保組
久野体育振興会

小泉肥料店
幸地区体育振興会
十字地区体育振興会
曽我地区自治会連合会
曽我の里農園 和
曽我屋商事
泰東興業㈱
長一商店
浜町小児科医院 遠藤郁夫
平野家
㈲深澤商店

二川体育協会
前羽体育振興会
吉田治療院

〈協力団体〉
芦子地区体育振興会
小田原ソフトテニス協会
下曽我体育協会
曽我体育振興会

※協力団体：賛助会員を
　ご紹介いただいた団体

－５－－４－



　2月10日㈰に秦野市カルチャー
パークをスタート、県立相模湖公
園をフィニッシュとして開催され
ました。全7区間51.5kmに、県内
19市11町が参加し、熱戦を繰りひ
ろげ、小田原市は昨年より順位を2
つあげ、総合第5位と健闘しました。

区　間（距離） 選手名

順　位 市 町 名

5　位 小 田 原 市

1　区 （3.0㎞） 荒谷　洋輔

2　区 （9.7㎞） 辻　　海里

3　区 （8.2㎞） 伊東　正悟

4　区 （2.7㎞） 椎野　莉子

5　区 （7.2㎞） 鈴木　海斗

6　区 （10.7㎞） 樽木　将吾

7　区 （10.0㎞） 三宅　翔太

総合成績

小田原市代表選手

第32回 小田原尊徳マラソン大会結果小田原尊徳マラソン大会結果

第73回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会

　3月10日㈰に、小田原アリーナを主会場に開催しました。当日は良いコンディションの中、2,000人近いラン
ナーが早春の尊徳の道を駆け抜けました。コース上や近隣、また小田原市にお越しになった方々には周辺道路の
混雑等でご迷惑をお掛けしましたが、皆様のご協力により無事終了することができました。小田原警察署をはじ
め、当日ご協力いただきました各関係機関並びに各団体の皆様方に心よりお礼申し上げます。

ハーフの部結果表

29歳以下 増田　勇太（茅ヶ崎市） 1：13：00
30歳代 岡島　直彦（千葉県） 1：12：50 
40歳代 新谷　　満（海老名市） 1：14：38
50歳代 安池　一公（小田原市） 1：18：10
60歳以上 小林　　修（茨城県） 1：29：42
39歳以下 漆原　啓子（小田原市） 1：26：38
40歳以上 星野　芳美（静岡県） 1：30：19 

10kmの部結果表

29歳以下 デジェン テスファレム・ウェルドゥ（東京都） 29：38
30歳代 上高原　充（小田原市） 33：09
40歳代 菊池　　健（静岡県） 33：19
50歳代 加藤　　尚（藤沢市） 36：15
60歳以上 小澤　伸高（二宮町） 39：39
39歳以下 遠藤　咲果（小田原市） 42：04
40歳以上 小野寺規子（南足柄市） 40：57

種　目 1　位 種　目 1　位

男
　
　
子

女 

子

男
　
　
子

女 

子

　12月2日㈰に、キッズマラソン大会事前イベントを開催しました。第8回
おだわらキッズマラソン大会「親子の部」の参加者を対象とし、本番と同じ
1㎞を一生懸命走りました。また、フィールドでは様々なスポーツ体験コー
ナー、走り方教室やドームバウンサー等も行い、たくさんの笑顔を見ること
ができました。さらに、参加者全員に豚汁も用意され、喜んでいただきました。

 12月9日㈰小田原アリーナ及び周辺コースにて、889人の小学
生ランナーと、340組の親子の参加により開催しました。当日
は、小田原出身のリオデジャネイロオリンピック400mハードル
日本代表選手の松下祐樹選手(ミズノ所属)が子どもたちと一緒に
走り、メインアリーナで走り方講座も実施しました。
　また、今大会はニュースポーツ体験などのスポーツイベントを実施
するとともに物品販売を併催し、延べ4,000人の来場がありました。

1年 渋田　翔馬 小林　駿翔 岡田　　響
 （小田原市） （小田原市） （小田原市）

2年 依田　純大 ヴァルガ堀　逢論 小野澤玲空 （小田原市） （小田原市） （御殿場市）

3年 稲垣　翔馴 美藤　聖羽 田代　健斗
 （江東区） （開成町） （御殿場市）

4年 フレッチャー海斗 小室　太晴 小野澤咲空
 （静岡市） （藤沢市） （御殿場市）

5年 帶刀　　唯 山内　遵水 小川　知紘
 （小田原市） （小田原市） （熱海市）

6年 佐上　湘哉 菅原　　海 小野田勇貴
 （平塚市） （小田原市） （横浜市）

キッズマラソン事前イベント

第８回 おだわらキッズマラソン大会結果

～親子で楽しく走って測って遊ぼう～

1 年 村田　愛桜 稲垣　美翔 藤井　裕芽
  （横浜市） （江東区） （横浜市）
 2 年 岩井　美璃 小林　萌愛 清水　悠衣
  （熱海市） （熱海市） （秦野市）

3年 山下　想和 長谷川木香 片岡　杏里
  （小田原市） （清水町） （藤沢市）

4年 佐藤　美緒 大木　優菜 藤井　裕穂
  （小田原市） （町田市） （横浜市）

5年 坂本　美羽 大木みのり 津田あすか
  （熱海市） （小田原市） （南足柄市）

6年 飯高　里虹 油井　琴子 和田　心春
  （横浜市） （横浜市） （東大和市）

男子順位 1　位 ２　位 ３　位

1.8㎞

2.2㎞

2.8㎞

女子順位 1　位 ２　位 ３　位

1.8㎞

2.2㎞

2.8㎞

小
学
生
の
部　

３
位
ま
で
の
結
果

　1月20日㈰、小田原アリーナをスタート・フィニッシュにし
て第12回おだわら駅伝競走大会を開催しました。地区対抗の部
では橘北体育振興会が初優勝されました。一般対抗の部では、
小田原NRが2連覇を達成されました。
　地域の皆様、関係団体の皆様、ご協力ありがと
うございました。
◇部門別結果

第12回 おだわら駅伝競走大会結果

優　勝 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位
 地区対抗の部 橘　北 酒　匂 国府津 桜　井 東富水 富　水
  1:23:57 1:25:09 1:25:33 1:25:51 1:26:48 1:28:40
 一般対抗の部 小田原NR 小田原NRα 富士フイルムA 小田原高等学校 山北高校 小田原市役所
  1:26:04 1:26:38 1:27:24 1:30:12 1:30:17 1:31:36

成績部門

6区（6.9km）
  山口　大輔 荒谷　洋輔 椎野　莉子 高橋　竜平 辻　　海里 伊東　正悟
 地区対抗の部 (国府津) (芦　子) (東富水) (酒　匂) (酒　匂) (橘　北)
  14：14 6:58 9:52 10:29 17:17 ◎21:01
  樽木　将吾 矢後　銀次 内藤　遊 吉田　海遥 渡邉　優人 田代　　進
 一般対抗の部 (小田原市役所) (小田原NR) （富士フイルムA) （山北高校) (山北高校) (小田原NRα)
  ◎14:13 ○7:07 9:12 ◎10:35 19:09 ◎21:29

◎区間新記録　○区間タイ記録
１区（4.6ｋｍ） ２区（2.2ｋｍ） 3区（2.8ｋｍ） 4区（3.2ｋｍ） 5区（5.6ｋｍ）区間部門

◇区間賞 (地区対抗の部については、2区中学生区間、3区女子区間）

第32回小田原尊徳マラソン大会にご協賛いただいた企業・団体

ご協力ありがとうございました。

[ 敬省略、順不同 ]

◎ナンバーカード協賛　　スポーツショップ21　　　　　◎パンフレット広告協賛　　コカ・コーラボトラーズジャパン㈱

◎協賛　　（公財）報徳福運社 報徳博物館　　小田原箱根商工会議所　　㈱フォトクリエイト　　横浜トヨペット㈱小田原255店

◎周知用立看板広告協賛
 新玉地区体育協会　　スポーツプラザホウトク小田原　　豊川体育協会　　ふじきっちん　　小田原市インディアカ協会　　㈲中野製菓

◎プログラム広告協賛
 ミズノ㈱ エー・ビー・シー開発㈱ さがみ信用金庫 小田原ガスグループ けやき通り治療院 ㈲広川呉服店
 シャルマンテ 小田原ソフトテニス協会 小田原市陸上競技協会 瀬戸酒造店 ㈲ますや本店 ㈲おくや物産
 ㈱光洋物産 ㈱いしづか ㈲野澤作蔵商店 ㈲早瀬幸八商店 ㈱東華軒 小田原柔道協会
 杉山物産㈱ 城下町スポーツクラブ ㈱ラケットや バドミントンスクールBSオン・ザ・ヒル 小田原バドミントン協会 ㈲小田原自動車電機工業
 ㈲ムライダ電設 ㈱久津間 レストラン　源 田口塾 ㈲松屋クリーニング ガルプ
 魔女さん 養老乃瀧　鴨宮北店 豊陣 味升 セブン‐イレブン　小田原飯泉店 ㈱コバヤシ
 イトウスポーツ ㈲石橋印刷 スーパーあらや スナックサヴォイ ㈲内山酒店 中村歯科医院 
 居酒屋　丸十 ㈱フレックスオート ㈲西山産業 鴨宮駅北口商店街　丸登食堂 ㈲マコトヤ呉服店 ㈲伊勢万
 小田原ペタンク協会 セブン‐イレブン　扇町2丁目店 小田原リズム体操協会 和風割烹　松鶴 ㈲網一色共同活版 東富水ゴルフ愛好会 
 ㈱広川製材所 東富水ミニバスケットボールスポーツ少年団 ㈲畠山自動車 スナック　妃路呼

◎賞品協賛
　大磯プリンスホテル 小田原お堀端　万葉の湯 小田原コロナワールド （一社）小田原市観光協会 SHONAN GOLD ENERGY 湘南ベルマーレフットサルクラブ 
 スポーツショップ21 スポーツデポ小田原店 スポーピアシラトリ 小田原ダイナシティ店 絶景日帰り温泉 龍宮殿本館 曽我の梅干　内野商店 薗部産業㈱
 箱根園 箱根ガラスの森美術館 箱根小涌園ユネッサン 箱根仙石原プリンスホテル 箱根登山鉄道㈱ 箱根湯の花プリンスホテル 
 ヒルトン小田原リゾート＆スパ 富士屋ホテルチェーン モダン湯治 おんりーゆー ㈱Re・蘇
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