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今年の田原ＦＣのキックオフは４月９日に開催しました。雨のため地区体育館での催しとなりましたが学年ごと

にコーチの指導を受けた後に全学年が集まりコーチの紹介がありました。今年度の各学年のコーチは次の方々で

す。 

指導部長：村上 学、技術アドバイザー：前田 健一、Jr.ユースヘッドコーチ：高橋 暢弘、Jr.ユースコーチ：金野 孝則、Jr.

ユースコーチ：高田 恭秀、６年ヘッドコーチ：高橋 秀典、５年ヘッドコーチ（天竜東技術委員会）：岩崎 昌彦 

５・６年コーチ：高橋 利典、４年ヘッドコーチ：山下 祐一、４年コーチ：坂本 章、３年ヘッドコーチ：藤田 裕美子 

１・２年ヘッドコーチ：伊藤 暁香 

１・２年コーチ：本橋 正孝 

１・２年コーチ：大箸 孝晴 

ジュニア代表、Jr．ユース代表：

山本 好夫 

５・６年アシスタント：高田 一良 

３・４年アシスタント：山下 正幸 

１・２年アシスタント：山下 新一 

 

 

 

 

 

 

 
開催日：２０１２年６月９日（日） 

田原地区親睦ソフトバレーボール大会が田原地区体育館で行われ、田原地区親睦ソフトボール大会が神明中学校グラ

ウンドで行われました。結果は次のとおりです。尚、各種目の上位２チームは７月２８日（日）に行われる、東部ブロック球

技大会に出場します。選手、役員の皆様おつかれさまでした。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ソフトバレーボールの部＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

      

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ソフトボールの部＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

スポーツクラブはたらでは幼稚・保育園児を対象に運動遊び教室を毎月の第１・３土曜日 ９：３０～１１：００に田原地区体

育館にて開催中です。 講師は渡邊伊彦先生です。子供たちは楽しそうに生き生きと体育館を走り回ってます。興味のあ

る方は是非見学に来てください。この教室はスポーツ振興くじ（toto）の助成を受けて活動しています。 

   
 

 
６月２３日（日）に田原地区グランドにて、グランドゴルフ大会を行いました。今回はグランドゴルフ

倶楽部員、田原ＦＣ、一般参加あわせて８３名の参加がありました。子供たちはグランドゴルフ倶楽部の方の指導を受け

ながら優勝賞品（メロン）を目指して頑張っていました。多世代の交流をすることができ、とても良いイベントとなりました。

田原グランドゴルフ倶楽部の皆様ご協力ありがとうございました。 

   
 

 

 
 

田原 FC関係者の皆さんより、いつもご声援をいただき感謝しております。トップレベルで学んでいる

事を、田原 FCの子供達に還元できる様に頑張りますので、アグレミーナ浜松へのご声援を今シーズ

ンもよろしくお願いします。（アグレミーナ浜松コーチ 前田健一） 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 

(^-^)/これでバーディ ナイスショット！！ 最後はソ〜とね 

コーチ自己紹介 コーチの話を真剣に聞く子供達 

優 勝：三ヶ野Ａチーム 

第２位：明ヶ島Ｂチーム 

第３位：明ヶ島 Aチーム 

優 勝：三ヶ野 Bチーム 

第２位：明ヶ島 Bチーム 

第３位：三ヶ野 Aチーム・西島チーム 

松本選手の応援幕ができました。 
松本行令（Yukinori Matsumoto）選手は、 
田原ＦＣ出身で東部台在住です。 
応援お願いします 
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第９回田原ミニサッカー大会のご案内  
【開催日】9 月 29 日（日） 

【会場】  ゆめりあサッカー場 

【募集チーム数】 

A：田原カップ ２４チーム B：エンジョイサッカー １２チーム 

募集要領については近日中にホームページに公開します。 

（http://w01.tp1.jp/~a260010401/index.html） 

仲間を集めて是非参加しよう。 

 

[企業・団体]【敬称略・順不同】           ２０１３年６月末現在 

(有)大沖製作所・アグレミーナ浜松・山本彩花園・田原グランドゴルフ倶楽部・磐田シニア 

[個人] 【敬称略・順不同】 

＜三ヶ野＞ ＜明ヶ島＞ ＜西島＞ ＜地区外＞ 《役員》 

石川憲男 久保田尚史 小出 武 杉森健吾 須田太郎 鈴木哲夫 永田高教 鈴木莞爾 

石川絹代 伊藤義広 村松當江 高尾直利 鈴木庄次郎 高田恭秀 内藤 誠 山本好夫 

長尾 円 古川和良 平野ますみ 田村 裕 鈴木政広 山下祐一 袴田幸司 山下正幸 

柴田勝好 藤田光二 上野 剛 永田佳寛 石川安彦 安井孝浩 竹田順一 山下新一 

永田昌三 加茂川陽 渡邊修次 赤塚英樹 石川アキ子 鈴木克始 永井達也 寺田洋一 

角川直樹 佐藤伸行 鈴木絹子 宮久慶輔 熊野郁子 水野晃宏 河合 隆 高田一良 

柴田雅弘 安藤昌基 高尾 誠  渡邉順子 鈴木つたゑ 柴田久仁秋 北川欣二 足立隆文 

坪井伸明 大石高久 大箸孝晴 木原広志 鈴木栄一 久野京一 山田宗克 本橋正孝 

三谷秀樹  青木利恭 中村智枝 高尾美恵子 浮辺寛和 名倉 弘 高橋伸次 前田幾子 

伊藤佑樹 村木俊文 小橋俊之 北村佐久 山下幸司 松下 誠 金野孝則 藤田裕美子 

岸野了憲 船木秀世 鈴木和久 田光克行 金田定治 水木 真 時藤満徳  

石田敬一郎 林 正英 福世文嗣 谷口貴司 鈴木利和 安中豊人 後藤政彦  

荻原達也 野村哲彦 野渡 昇 堀川隆延 高田一子 岩原ﾏﾙｺｽ 舩越勝広  

石原智啓 伊藤 豊 髙橋秀典 吉田徳一 松井優典 中本雅士 川島 隆  

加藤浩也 水島 崇 山田清治 高尾嘉子 鈴木 翔 鈴木隆弘 鈴木博明  

丸尾 勝 中村 正 高橋 亮 片山嗣朗 鈴木英夫 田中サンドラ 菊池幸三  

後藤和良 鈴木康浩 花島昌孝 川島正晴 鈴木 正 永田克己 鈴木 学  

  杉山善久 大羽祐矢 高田貞夫 山内孝幸 三上豊恭  

  鈴木孝幸 鈴木弥広 佐藤 勝 鈴木博就 原野晴康  

  杉浦正一 赤堀一秀 佐藤節子 イワハシ 大手祐樹  

  鈴木宏尚 伊藤晃好 高橋保司 松永浩司 田村四朗  

  鈴木敏仁 瀬戸賢治 山下きん子 山崎浩実 小畑鋭斗  

＜玉越＞  浅井雅之 染矢 陽 鈴木康成 大瀧英治 高塚祥子  

山本靖幸  坂本 章 松田達司 鈴木百代 田久保宏行 鈴木大介  

  大高浩通 宮城健司 鈴木信夫  村松政義  

  横尾成年 加藤達彦     

  山下篤志 華井高久     

  林 正英      

        

        

        

        

 
“スポーツクラブたはら”はスポー

ツ振興くじの助成を受けて事業を

実施しています 

編集後記：今年の夏は猛暑が続いています。熱中症注

意の呼びかけが毎日ニュースで流れています。熱中症

予防に良い飲み物はスポーツドリングであることはよく

知られていますが牛乳も予防に良いそうです。それと犬

も熱中症にかかりますので夜の散歩も注意が必要で

す。我家の問題犬はクーラーの下でお休みです。㋐ 

６年生： 
第８回 どまん中カップ 
【予選リーグ】 
７月６日（土） in 原野谷川親水公園 
田原 FC １－０ 有玉 SSS 
田原 FC ３－０ F.C.Toyoake 
田原 FC ３－０ 袋井西 FC        
予選１位通過 

７月７日（日） in 原野谷川親水公園 
【１位トーナメント】  
田原 FC ０－０ PK（４－５）山名 SS 
田原 FC ０－２ レゾン袋井        
１位パート４位 

4 年生： 
第８回 U-10 トダックス杯  
【予選リーグ】 
６月２３日（日） in福田西部グラウンド 
田原 FC ０－１ 竜洋 FC 
田原 FC １－１ 袋井東 

平成２５年度 第３７回 全日本少年サッカー大会  天竜東地区予選（１・２回戦） 
【１・２回戦】 
４月１３日（土） in浜岡総合グラウンド 
１０：００～ 田原 FC ４－２ レゾン袋井ルーナ 
１４：００～ 田原 FC ３－３（PK１－２）  ASUKA 

第２１回 ジュビロ磐田 U-12 とんぼカップ   

【予選リーグ】            【４位パート トーナメント】 
５月４日（土） in 磐田稗原グランド（土）  ５月５日（日） 
 田原 FC ０－３ 掛川 JFC０１   田原 FC ４－１ 磐田北 
 田原 FC ０－０ 新津 SSS（浜松）  田原 FC ２－０ 飯島（長野県） 
 田原 FC ０－５ 初倉 FC（島田）            田原 FC ０－０（PK２－３） 湖西 
                                                ４位パート ２位 

６月３０日（日） in田原公民館グラウンド 
田原 FC ８－０ 豊田 JFC 
田原 FC ２－０ 福田 SSS     
予選リーグ２位通過 
【決勝トーナメント】 
 ７月１４日（日） in菊川運動公園人工芝グラウンド 
田原 FC １－２ 浅羽 

３年生： 
静岡県シニアサッカーフェスティバル in ECOPA ２０１３ ジュニア U-9 親善大会  
６月１５日（土） in芝生広場３          ６月１６日（日） in芝生広場３ 
田原 FC  ７ー１ テンマ B             田原 FC  ５－３ バロン・ドーラーズ 
田原 FC １１－１ レゾン袋井           田原 FC  ３－７ 積志 

１・２年生： 
アグレミーナ主催 少年フットサル大会 
 『第１回 KILY milon フットサル大会』 
５月１９日（日）に参加しました。 

前年度優勝：磐田東フットサル部 

http://w01.tp1.jp/~a260010401/index.html

