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7月２４日（日）東部ブロック親睦球技大会が開催され、田原地区大会を勝ち抜いたチームが参加しました。 

*****ソフトボールの部***** 

三ヶ野、明ヶ島チームが参加 

*****ソフトバレーボールの部*****  

三ヶ野、明ヶ島チームが参加 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

優勝：新貝、準優勝：城之崎、３位：東新町 

 

 

                                  優勝：三ヶ野、準優勝：御厨、３位：明ヶ島 

*****インディアカの部****** 

明団、三ヶ野チームが参加 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝：荒神（御厨）、準優勝：明団、３位：みくり 

＜＜＜田原地区体育部活動予定＞＞＞ 
８月２７日（土）   ミニサッカーフェスティバル  １０月１６日（日） 田原みんなの運動会 

１１月２７日（日）  インディアカ大会        １２月１１日（日） グランドゴルフ大会 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
4/29 ３年生 Jリーグジュビロ磐田対サンフレッチェ広島の前座試合に登場             

        
 

 

NPO法人スポーツクラブたはら 

２０１６年度クラブ員数 

キッズ：１９名 １年：２５名  ２年：１７名 

３年：２０名 ４年：２４名 ５年：１８名 

６年：２８名 レディース：４名 合計１５５名 

各クラス元気に頑張っております。 

応援よろしくお願いします。 

夏合宿 

７/２３,２４  ５年：長野県野辺山 

７/３０，３１  ４年：愛知県田原 

８/５-７  ６年：静岡県伊豆の国   

８/２７、２８ ３年：愛知県知多半島 

大会の予定 

５年：ホンダカップ ９月～１２月 

６年：ＮＴＴカップ １１月～１２月 
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毎月第１・３土曜日に田原地区体育館で移動キッズ運動遊び教室を開催しています。 

９：００-１０：１５ 幼稚園児（年中・年長） ボール遊び・鬼ごっこ等 

１０：３０-１１：４５小学生低学年（１～３年生） 鉄棒・跳び箱・マット運動等 

遊びながら運動に親しむことができます。興味のある方は見学自由ですので見に来てください。問い合わせはスポ

ーツクラブたはら事務局（０５３８-３３-９１４０）まで。 

 

 

 

 

  
 

６日２６日にスポーツクラブたはら主催のグランドゴルフ大会を開催しました。 

田原ＦＣの子供たちも参加し、田原グランドゴルフ倶楽部の方に打ち方のコツを教えて頂きながら、楽しむことがで

きました。 

２ラウンド行い一般の部（２７名）、小学生の部（２３名）で個人戦を行いました。 

 一般の部の優勝者：安井きよ子さん７５点 

 小学生の部優勝者：堀川隆之祐君１１１点 

グランドゴルフを通して、地域の方々との交流ができました。参加者の皆様ありがとうございました。 

 

 

[企業・団体]【順不同・敬称略】           2016年7月1日現在 

・大沖製作所 ・田原グランドゴルフ倶楽部 ・モリヤ保険事務所 ・山本彩花園  

・ケーユーモータース ・ふーまの店 ・Ｊ．ａｖａｎｔｉ 

[個人] 【順不同・敬称略】 
《三ヶ野》 《明ヶ島》 《明ヶ島》 《西島・彦島》 《地区外》 《地区外》 

石川 憲男 小出 武 染矢 陽 松下 忠夫 鈴木 莞爾 鈴木 克始 

石川 誠一 伊藤 伸生 赤塚 英樹 松下 徳子 小野寺 正洋 菊池 幸三 

柴田 好美 村松 當江 大箸 孝晴 山下 きん子 下田 武志 鈴木 輝明 

石田 敬一郎 砂山 貴信 福世 文嗣 山下 幸司 堀内 康行 鈴木 学 

長尾 円 鈴木 優子 谷口 貴司 松井 優典 袴田 真紀 三上 典恭 

大石 隆芳 鈴木 和久 堀川 隆延 鈴木 康成 高桑 康訓 山中 康之 

伊藤 佑樹 石井 剛 山下 篤志 鈴木 栄一 船越 勝広 大森 啓晴 

伊藤 雪子 熱田 洋平 横尾 成年 鈴木 庄次郎 渡邉 恒 高畠 俊太郎 

久保田 翔 佐藤 稔 吉田 徳一 佐藤 勝 岩原 マルコス 大高 浩通 

鈴木 康浩 次籐 友寿 杉森 健吾 安井 きよ子 江間 亮太 大手 祐樹 

中村 正 北村 佐久 石川 賢 高田 貞夫 白倉 立士 河合 隆 

荻原 達也 竹内 靖哲 塩見 司 鈴木 正 鈴木 俊 神門 晶滋 

加茂川 陽 渡辺 修身 高橋 英文 高𣘺 保司 高橋 洋暁 小林 信 

岸野 了憲 太田 和彦 早川 直良 鈴木 利和 竹田 順一 鈴木 大介 

柴田 光芳 小野 悟 大泉 建太 熊野 郁子 永田 克己 高柳 晃子 

船木 美智子 鈴木 弥広 鈴木 貴晴 山根 多津子 山本 圭一 成田 守 

辻 真光 高尾 直利 前田 悠紀夫 永井 正彦 青木 繁憲 永田 高教 

岡田 祐介 竹村 宗彦 千葉 公亮 水木 洋 増井 良光 柳澤 克弘 

河合 高宏 永田 桂寛 稲村 陸男 山本 祐輝 吉田 正沖 山内 孝幸 

坂部 哲之 宮久 慶輔 髙橋 秀典  相羽 利和 朝比奈 直丈 

久野 寿風 浅井 雅久 高尾 嘉子  江塚 祐宜 岩堀 幸正 

佐藤 伸行 佐藤 美佐子 山本 幸子  内田 貴久 田中 明夫 

永田 樹子 高尾 美恵子   小野田 英人 丹野 美沙希 

    松下 徹   永井 達也 

《玉越》    松下 誠 馬場 宣明 

伊藤 新二郎    金野 浩実 松本 小百合 

伊藤 元    金元 慎治 山崎 浩実 

山本 靖幸    川島 光弘 後藤 博康 

鈴木 玉枝    寺澤 富春 横田 隆 

  《役員》  源間 晶滋 小野 敦也 

  山本 好夫  中西 啓太 鈴木 清之 

  山下 正幸  苅田 義史 名倉 健太郎 

  山下 新一  白石 直也 山内 健吾 

  寺田 洋一  高久 剛 尾高 央尚 

  本橋 正孝  佐藤 泰彦 川島 隆 

  足立 隆文  高𣘺 伸次 太田 武士 

  藤田 裕美子  波多江 威彦  

 

“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：暑い日が続いております。田原ＦＣの子供

達は夏合宿を行なっています。親元を離れて友人と

過ごすことはサッカーだけでなく色々と成長すること

のできる時間と思います。夏合宿の様子は次回の広

報に掲載予定です。みんなの運動会の様子と合わ

せて秋号として発行します。㋐ 
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