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開催要項

ベストパフォーマンスは
ベストコンディショニングから

小田原市指定治療院

各種保険取扱／交通事故労災対応
スポーツ傷害・慢性疲労・腰痛・肩凝り・膝痛

小田原市荻窪362　市役所けやき通り沿い

TEL：0465-35-4189

スポーツマッサージ・はり・きゅう

けやき通り治療院

サイコー    ヨイハリキュー日曜定休
　午前9：00～午後7：00　予約制　P有り

第30回第30回 小田原尊徳マラソン大会

スタートスタート レース風景レース風景
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西湘ガス産業株式会社
プロパンガスのことなら何でもご相談下さい

小田原市扇町1－30－11
☎0465-35-0600

小田原ガスグループ

環境にやさしいクリーンエネルギーで
　　　　　　　快適生活をサポートします

コクヨ・事務用品・事務機器・スチール製品
OA機器・一般文具・紙製品・各種印刷

〒250-0001 神奈川県小田原市扇町2丁目28の15
TEL.（0465）35-3259㈹
FAX.（0465）34-1729　

E-mail:seman@olive.ocn.ne.jp

（有）伊勢万

　昨年までのハーフとクォーターの２つの種目に加え、
新たに3kmを設け、中学生も参加できるようになりま
した。
　コースは、ハーフとクォーターは昨年同様に、小田原
アリーナをスタートして酒匂川右岸を南下。
　多古しらさぎ会館の裏手から飯泉橋に出て橋の歩道
を渡る。
　酒匂川左岸の県道小田原松田線を富士見大橋のた
もとから報徳橋まで走る。

　右岸のサイクリングコースを南下してアリーナでフィ
ニッシュ。
　ハーフは同じコースをもう１周してフィニッシュになり
ます。
　3kmは、小田原テニスガーデン横から富士見大橋を
直進し、富士見大橋東側信号を左折して県道小田原松
田線を直進。桑原住宅入口信号でＵターンして往路を
ひき返し再び富士見大橋を渡り、小田原アリーナ入口
信号を右折してアリーナでフィニッシュ。
　給水所は道幅が広く、直線道路の県道小田原松田線
上に設置されます。
　関門はクォーターは7.5km地点、ハーフは12.5km
及び18km地点です。3kmはありません。

スポーツマッサージや、お風呂、サウナの無料サービスが有ります。スポーツマッサージや、お風呂、サウナの無料サービスが有ります。

3kmが
増えましたコース紹介！

大会に関するお問い合わせ 小田原尊徳マラソン大会実行委員会
　☎0465-38-3310
（8：30～17：00　※12/29～1/3休業）

〒250-0866　神奈川県小田原市中曽根263
小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ内
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番号

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）

あなたのかかりつけ調剤薬局

ひまわり調剤薬局
各病院・各医院 処方せん受付・在宅服薬指導・一般薬・介護等◆ご相談承ります

☎（0465）66-5660
FAX（0465）66-5670

小田原市久野71-4 プリムローズ21-1F

R255

市立病院

至
小
田
原
駅

小
田
急
線
久
野
川
橋

ヤオマサ

当店
□営業時間
　平日　AM8：45～PM6：00
□定休日
　土曜・日曜・祝日

【小田原支店】

 １月１５日㈰に第１０回おだわら
駅伝競走大会を実施いたしま
す。今回から地区対抗の部のほ
かに、事業所・一般対抗の部を
新設。高校生チームも参加でき
ることになりました。選手の通
過時間前後は、交通規制を行
いますので、ご協力をお願いい
たします。

第10回 おだわら駅伝競走大会

おだわら駅伝競走大会
コース概略図

おだわら駅伝競走大会
コース概略図

第１区

第２区

第３区

第４区

第５区

第６区

第７区

第８区

小田原アリーナ（８：２０）～小田原市役所

小田原市役所（８：３５）～ 藤棚駐車場前

藤棚駐車場前（８：４２）～ひもの屋半兵衛
前

ひもの屋半兵衛前（８：５２）～　 しまむらス
トアたちばな店駐車場

しまむらストアたちばな店駐車場（９：１４）
～ 明沢児童館

明沢児童館（９：２５）～第一三共ケミカル
ファーマ北側駐車場前

第一三共ケミカルファーマ北側駐車場前
（９：４５）～小田原球場前

小田原球場前（９：５７）～フィニッシュ（１０：
２０）

コース全８区間（３５．９km）

※（　）内は通過予定時間です。



－５－

第7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18日㈰　in小田原アリーナ

　第７回おだわらスポーツ＆レクリエーションフェスティバルが、９月１８日（日）に小田原アリーナで開催され
ました。５，５００人もの来場者で賑わいました。
　メインアリーナでは人気イベントの赤ちゃんダービーのほか、インディアカやファミリーバドミントン、スポーツ吹矢
など６種のニュースポーツに加え、昨年に引き続きパラリンピック正式種目であるボッチャを楽しんでもらいました。
　今回は初めて公益社団法人青年会議所と共催したほか、NPO法人mama’s hug、abcハウジングが初参加。バラ
エティー豊かなイベントになりました。

「公開演技」イベントの合間にトライ体操クラブ（キッズチア）、ＵＰ ＧＲＯＵＮＤ（キッズダンス）
の公開演技のほか、日本体育大学からＶＯＲＴＥＸ（チアリーディング）、吼凰華（ダブルダッチ）
が非常にレベルの高いデモンストレーションを披露しました。

「バブルサッカー・キックターゲット」公益社団法人小田原青年会議所と初めての共催。サブ
アリーナではキックターゲット、バブルサッカー体験、リフティング・フットサル教室を行い、フ
リースタイルフットボール世界チャンピオン　徳田耕太郎氏のデモンストレーションも行われ
ました。

「赤ちゃんダービー」
メインアリーナで行われた赤ちゃ
んダービーでは４００人以上の赤
ちゃんが元気なレースを見せて
くれました。会場は家族の皆さん
の大歓声に包まれました。

「大抽選会」協賛企業１７社、当選本数１４０
本の好評をいただいている大抽選会。特
等のクルーズディナー券のほか人気ゲー
ム機や自転車などバラエティ豊かな賞品
に当選者は大喜びでした。

「ベビーコーナー」
NPO法人mama’s hugが初参加。ベビーマ
ッサージ、キッズマッサージ、リトミックとシア
バタ―作りを行いました。
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印刷関連▶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　包装品梱包類▶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 伝票類 ▶領収
証等複写伝票・各種帳票類・コンピューター連続伝票　特殊印刷▶
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  
加工品▶シール・パウチ加工　個人向▶自費出版・文集・詩集等・
印鑑・ゴム印・賞状　その 他▶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

第2回おだわらジュニア水泳競技大会　結果
　８月７日㈰御幸の浜プールにて、第２回おだわらジュニア水泳競技大会を開催いたしました。
　この大会は、長い歴史のある小田原近郷中学校水泳競技大会と小田原市少年水泳競技大会を統合
した大会です。参加者は小学生３２名、中学生１１名の計４３名。
　岩渕広虎さん、岩渕立歩さん、稲毛もあなさん、山田海斗さんの４人が、最優秀選手賞を受賞されました。

第９回小田原市ドッジボール大会　結果
　毎年夏休みの恒例として、今年は8月26日㈮小田原アリーナにて、
小学生高学年の部（4～6年生）20チームと低学年の部（１～３年生）9
チームと昨年より4チーム増えた計377人の参加により開催いたしま
した。

第27回小田原少年柔道大会　結果
　9月22日（木・祝）小田原スポーツ会館にて、小
田原柔道協会主催の小学生団体戦に、17チー
ム・85人の参加により開催されました。
　結果は右記のとおりです。

選手交流会（サイン会）選手交流会（サイン会）ダンスフェスダンスフェスチアリーディングチアリーディング

市民フットサルまつり 9月4日㈰
in小田原アリーナ

　平成28年９月４日㈰小田原アリーナにて市民フットサルまつりを開催いたしました。フットサルリーグのFリーグ１２
チームが一堂に集う小田原セントラルに合わせ開催。
体協初のダンスイベントをはじめ、世代間交流フットサルゲーム、湘南ベルマーレ選手との交流会などフットサルを中
心とした１日楽しめる内容となりました。
　ダンスイベントでは、９団体がそれぞれの練習の成果を発揮し、会場を大いに盛り上げてくれました。
選手交流会では、試合を終えたばかりの選手が参加して、レクリエーションとしてドッジボールゲーム、質問タイム、選
手の愛用品がもらえるジェンカじゃんけん大会、サイン会など実施し、選手のみなさんを身近に感じてもらうきっかけ
となり、参加した子どもから保護者まで好評を博しました。

優　勝 龍城ヶ丘柔道会A　チーム
準優勝 小田原スポーツ会館A　チーム
第３位 上溝柔道教室
　〃 小田原スポーツ会館B　チーム
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　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（8月1日から10月31日まで）
〈個人会員〉
石塚　壮一
北村　彩子

〈団体会員〉
SMBC日興証券株式会社
　　　　　　小田原支店
小田原市インディアカ協会

小田原ペタンク協会
小田原湯本カントリークラブ
㈲坂田商店
㈱新清
㈱鈴廣蒲鉾
曽我体育振興会
曽我地区自治会連合会
㈱富士物産

二川体育協会
㈱芙蓉恒産
前羽体育振興会
万年体育振興会
㈱むすび家
㈱安池建設工業

〈協力団体〉
小田原ペタンク協会
酒匂体育協会
曽我体育振興会
豊川体育協会

平成28年度賛助会員ご芳名―その2―

年末年始イベント情報

 ❶ シニア向けニュースポーツ教室（２月） 2月１日～22日 14：00～15：30 4回 梅の里センター 50歳以上・20人
 ❷ シニア向けニュースポーツ教室（３月） 3月 14：00～15：30 4回 梅の里センター 50歳以上・20人
 ❸ たのしいノルディックウオーキング 2月18日 9：30～13：00（予定） 　1回 小田原アリーナ～曽我梅林（9.3㎞） 20歳以上・40人
 ❹ 健康ハイキング（長瀞） 2月5日 7：30～18：00（予定） 　1回 埼玉県秩父郡長瀞（9.3㎞） 中学生以上・42人

教　　室　　名番号 期　　日 回数 場　　　所 対象者・人数

※❶～❼共通
　曜　　日　❶毎週水曜日、❸土曜日、❹日曜日
　内　　容　❶スポーツ吹矢、❷ストレッチ体操、❸ノルディックウォーキング、❹ハイキング
　参 加 料　❶❷各2,000円、2教室申込むと3,000円、❸2,000円 、❹3,500円
　申込期間　❶1月16日から1月27日まで、❷1月16日から2月24日まで、❸1月16日から2月10日まで、
　　　　　　❹1月16日～1月29日※23日を除く

皆様のご来場お待ち申し上げます

お電話にて随時ご予約承っております

10月１日から12月15日迄の料金
キャディ付 セ ル フ

 平　日 ￥16,780 ￥13,220
 土日祝 ￥23,800 ￥20,240

12月16日から3月３1日迄の料金
キャディ付 セ ル フ

 平　日 ￥12,600 ￥9,040
 土日祝 ￥17,460 ￥13,900

小田原湯本カントリークラブ
〒250-0311
神奈川県足柄下郡箱根町湯本３９０－３７
☎ 0460-85-5743 / FAX 0460-85-5095
http：//www.odawarayumotocc.jp
E-mail：info＠odawarayumotocc.jp

スポーツ
　ショップ

良いものをより安く!!
スポーツ用品店

小田原店
（ドン・キホーテ地下1B）
TEL:0465-21-2055
FAX:0465-21-2088

秦野店
（秦野駅南口　ケヤキビル3F）
TEL:0463-85-1080
FAX:0463-85-1081

店内全品⇒30％OFF※一部商品を除く

◇第44回小田原地区バスケットボール祭
主　催　小田原バスケットボール協会
期　日　平成28年12月18日㈰
時　間　9：00～18：00
会　場　小田原アリーナ
問合せ　上野090-2637-5830

◇第42回小田原城元旦マラソン
主　催　小田原市陸上競技協会
期　日　平成29年1月1日（日・祝）
時　間　受付8：00～9：00　開会式9：00
　　　　 スタート9：30
会　場　城址公園二の丸広場
コース　城址公園二の丸広場～小田原城址
　　　　公園外周
距　離　1周2.1㎞（1～4周は選択自由）
参加料　1,000円（傷害保険料含む）
　　　　完走証・参加賞あり
対　象　参加自由（健康な人）

受　付　当日受付
問合せ　湯川090-4228-8977

◇小田原元旦初泳ぎ
主　催　小田原水泳協会
期　日　平成29年1月1日（日・祝）
時　間　開会式6：30　準備体操6：40
　　　　初泳ぎ6：50～7：00
会　場　御幸の浜海岸
参加者　小田原水泳協会員等
問合せ　篠原090-1652-3900

◇テニス元旦初打ち
主　催　小田原テニス協会
期　日　平成29年1月1日（日・祝）（雨天中止）
時　間　6：30～9：30
会　場　城山庭球場
対　象　参加自由
参加料　無料
申込み　事前予約不要、当日直接会場へ
その他　ラケット、テニスシューズ持参のこと
問合せ　八田0465-35-4186

◇第52回川東地区駅伝競走大会
主　催　川東地区体育連盟盟
　　　　（平成28年度担当・富士見体育振興会）
期　日　平成29年1月８日㈰
時　間　8：15～
会　場　上府中公園（周辺コース）
参加者　川東10地区代表選手
問合せ　植田090-1125-7201

◇ダンスフェスティバル
主　催　小田原市ダンススポーツ連盟
期　日　平成29年1月21日㈯
時　間　16：30～20：00
会　場　開成町福祉会館
対　象　社交ダンス愛好家
入場料　１，５００円
申込み　事前予約不要、当日直接会場へ
その他　お車の方は乗り合わせでお越しください
問合せ　府川090-9840-4400

ご協力ありがとうございます

※協力団体：賛助会員を
　ご紹介いただいた団体

スポーツ教室のおしらせ 申込み・問合せ先（公財）小田原市体育協会事務局
☎38－3310 電話受付8：30～17：00（土・日・祝日を除く）

問合せ　（公財）小田原市体育協会事務局　☎３８-３３１０　電話受付 ８：３０～１７：００（土・日・祝日を除く）
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