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～スポーツを通じて心身の健全な育成と明るいまちづくりを推進しよう～ 

 

ＮＰＯ法人白河市体育協会 

広報発行：Ｒ４年９月 

会長 班 目 秀 雄 

Ｖｏｌ．２０ 

 

 

 

会場：白河市総合運動公園内 陸上競技場（雨天中止） 

９：３０～ 受付（１１：３０まで） 

１０：００～ 開会式・ラジオ体操第一 

体力測定コーナー 

【体力測定】反復横跳び、立ち幅跳び、握力 

上体起こし、長座体前屈、50ｍ走 

【５０歳以上向け体力測定】ツーステップ、立ち上がりテスト、肺機能テスト 

【体力相談コーナー】体力測定の結果を全国平均と比べてアドバイス！ 

【まちの保健室】健康チェック、血圧測定、健康相談 

 

SHIRAKAWA スポーツギネスチャレンジ 

※（ ）内は現在のギネス記録（男/女） 

・連続何回入る？ゴルフパット（101回/17回） 

・目指せパーフェクト！ストラックアウト（9枚/8枚） 

・なわとび 前跳び（１分間 220回/211回） 

・なわとび 連続二重跳び（306回/151回） 

・集中命中！ビッグダーツ（230点/180点） 

・あなたも未来の競輪選手！自転車最高速度測定（85ｋｍ/74ｋｍ） 

・わなげビンゴで得点アップ！（50点/54点） 

・スカッと？モヤっと？スカットボール（20点/18点） 

・跳ぶぞ２本の長縄！ダブルダッチ（56回/61回） 

・キックターゲット 

・３０秒玉入れ 

 

主催：しらかわスポーツフェスティバル実行委員会 / 白河市教育委員会 

１２：１５～ 閉会式 

ギネスにチャレンジ結果発表！ 

○雨天の場合は中止となります。白河市体育協会 HP、白河市公式 LINE にて情報を発信しますのでご確認ください。 

○皆様に「安心・安全」に参加いただけるよう、新型コロナウイルス感染防止対策を、国や県の方針等に基づいておこないます。感染状況によっては内容の変更、中止の場合も 

ありますのでご了承ください。                                 【お問い合わせ】NPO法人白河市体育協会事務局 ☎２９－８６５５ 

 

 

 

 
あなたにもギネス記録の 

チャンスあり！ 

 
協賛：味覚糖 

お菓子をプレゼント！ 

陸上競技場管理棟 

 

会場 MAP 

わくわくキッズコーナー 

・ちびっこかけっこ５０ｍ走（１０：３０～） 

・わなげ  ・３０秒玉入れ 

・ストラックアウト 

・スナッグゴルフ 

・フライングディスク 

・３０秒玉入れ 

ボッチャ体験コーナー 

   東京パラリンピックで日本チームが金メダルを 

  獲得した「ボッチャ」を体験してみよう！ 

 

 

 

 

大人から子供まで当たってうれしい！豪華景品を 

用意して、皆様のご来場をお待ちしています！ 

 
４年ぶりの開催記念！ 
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第７５回福島県総合体育大会県民スポーツ大会県南地区大会（西郷）にて、当協会の須藤政子副会長が 

ＮＰＯ法人白河市体育協会事務局 〒961-0054 白河市北中川原 30 ＴＥＬ：29-8655 / ＦＡＸ：22-8973  

ＨＰ： http://www.shirakawataikyo.co-suite.jp/  Facebook は『白河市体育協会』で検索！！ 

 

この人あり！in Shirakawa 

表郷スポーツ少年団 

白河市表郷スポーツ少年団は、ミズノベー 

スボールドリームカップ 2022 福島県大会 

で優勝し 7 月 29 日～８月１日の 4 日間の 

日程で開催された全国大会熊本ラウンドに出 

場して来ました。 

熊本ラウンドは８ブロック、７チームによるトーナメント戦で行われ、各ブ

ロックの優勝チームが１２月に野球の聖地である阪神甲子園球場で行われる決

勝ラウンドに進出する事ができます。初日は開会式 2 日目から試合が始まり、

猛暑日の中の連戦となりました。今大会では初出場ながら初戦、森エンゼルス       

(大分県代表)に勝利する事ができ、３日目はブロック決勝進出をかけた試合で 

老松グレートボーイズ(岡山県代表)に敗れはした 

ものの一生懸命最後まで諦める事なく全力プレー

で戦い抜いてくれた子供達の姿がありました。ま

た、改めて全国のレベルの高さも感じる事ができ

良い機会を得る事ができました。 

子供達は野球以外にも人との触れ合いや周囲の方々の有り難さも学んだ事だ

と思います。そして今大会を通して得た数々の経験はとても貴重な思い出、財

産となりました。これからも熊本での経験を存分に活かし更なる飛躍を期待し

たいと思います。この度の皆様からの温かいご声 

援やご支援に対し、選手はもとより関係者一同厚 

く御礼を申し上げます。団員の方も随時募集をし 

ております。お気軽に見学にお越しください。 

表郷中学校バレーボール部  主将 深谷 柚羽 

私たちがこれまで目標に掲げてきたもの、それは、

「県大会優勝・東北大会ベスト４」です。その目標を

達成するために、仲間を信じ、自分を信じ、部活動に

励んできました。 

私たちの武器は磨き上げたレシーブです。「ひろっ 

て、ひろって、つなぐ」これが私たちのバレーボールです。自分たちの武器は

さらに磨きをかけ、弱点とする部分は何度も繰り返し練習をして、改善をして

きました。これまでの練習もすべて、選手自身で考えてきたものです。そして

毎日の練習から全員で力をつけることができました。その結果として、「県大会

優勝」が達成できたのだと思います。 

 たくさんの人のおかげで部活動ができたことに本当に感謝しています。小学

生から始めたバレーボール。９年間、両親は私のことを支え続けてくれまし

た。また、顧問の先生だけでなく、遠くから来て私たちの試合を見守ってくれ

た先生もいます。感謝の言葉しかありません。「バレーボールは人間をつくる」

この言葉を強く実感した３年間でした。 

 

目標達成のために、自分たちで考えて練習や試合 

に取り組めるチームでした。そして、バレーボール 

の技術や体力に加えて、「心」を大きく成長させたこ 

とが県大会優勝につながったと思っています。部員 

一人一人のひたむきな努力にいつも感心していました。 

 また、多くの方々の応援や支援に感謝申し上げます。保護者や地域の方々、他校

のバレーボール部員や顧問の先生方、県内のバレーボール関係者の方々。いつも温

かい励ましの言葉やご協力、ありがとうございました。  【顧問 菊田 和貴】 

 

       しらかわスポーツフェスティバルが 2019 年の台風１９号被災、2020・2021 年のコロナ感染拡大による中止を経て、４年ぶりに白河市総合運動公園

陸上競技場にて開催されます。規制がない中、屋内から屋外へと会場を移し、時間短縮をしての開催ではありますが、白河市民の皆さんに向け３年分の思いを込めて楽

しい時間をご用意させていただきます。第２０号はそんな思いの詰まった前面となりました。載せきれない生の雰囲気を味わいにぜひ会場へお越し下さい。こういう時

代だからこそ、できない理由を探すのではなく、やれる方法を工夫して．．．そこから、ここから、明るく健康な未来につながっていくことを願っています☆ 

編集後記 

令和４年度 賛助会員の皆様 

当協会の理念や事業活動に賛同いただいた団体や個人の方々をご紹介いたします。皆様から

いただきました賛助会費は、スポーツスマイリィクラブの教室など当協会の自主事業の経費の

一部として有効に活用させていただいております。今後とも各種事業を継続し、さらに充実さ

せるためにもご理解とご支援をお願い申し上げます。 

８月２１日、第７５回福島県総合体育 

大会県民スポーツ大会県南地区大会が西 

郷村にて開催されました。 

 表彰式では、当協会の須藤政子副会長（写真左から２番目）がスポ

ーツ功労賞を受賞しました。大信地区体育協会会長として永年に

わたり大信地区のスポーツ振興、発展に尽力されてきた功績が讃

えられました。各競技の結果は下記の通りです。 

 

≪団体会員および個人会員≫

㈲大髙重機 ㈲古楓堂堀川印刷所 さくらい ㈲白河衛生社

白河商事㈱ ㈱鈴木建設 大東土建㈱ ㈲田ノ上製作所・白河工場

㈲水啓木材 ㈱緑川産業 夢みなみ農業協同組合 鈴木 元子

本年４月１日から８月３１日までにご賛同いただいた方を掲載しております　（五十音順・敬称略　※他に匿名希望１名）
 

ホットニュース 

 

【第 24 回東北小学校・中学校アーチェリー大会】 

あづま総合運動公園（福島市） Ｒ4.7.24 

 

 

 

 

【練習日】火・木・土・日  

【場 所】表郷球場 

【連絡先事務局】 

090-4313-0996（塩田） 

 

優勝 準優勝

壮年ソフトボール 中島村 矢吹町 棚倉町 鮫川村

卓球 白河市 西郷村 棚倉町 泉崎村

ソフトテニス 棚倉町 西郷村

バドミントン 白河市 西郷村

家庭バレーボール 西郷村

第3位

矢祭町

泉崎村

 

☆室井 悠里(学法石川高) 少年女子団体３位 

⇨とちぎ国体出場！おめでとう！！ 

 

 

 
白河市チーム 

がんばりました 

 

 

 今週末、公園で子どもと遊ぶ予定を立てていたのに週間天気 

予報では雨かぁ…どこか室内で体を思いきり体

を動かして遊べる場所はないかなぁ？ 

白河市中央体育館がおススメ！ご家族単位での利用も可能ですよ！ 

 白河市中央体育館アリーナは家族単位での利用も可能です。 

平日・休日・夜間で料金に変動がありますので詳しくは HP、 

☎２２－８９７１までお問合せください。 

例：日曜日家族４人で体育館の半分を借りると 1 時間５００円で

利用できます。（何人で使っても同料金）※予約可能 

用具と室内用シューズをお忘れなく！ 

『アーチェリー教室』参加が出発点☆ 

☆海津 成太(白二中)   中学生男子３０・３０ｍ２位 

☆内山 陽太(白二中)   中学生男子３０・１８ｍ２位 

☆村田 皓(小田倉小)   小学生男子１８・１８ｍ２位 

☆広瀬 和香(みさか小) 小学生女子１８・１８ｍ４位 

 

 

ミズノベースボールドリームカップ 

全国大会出場おめでとう！！ 

 そんな時は！ 

☆室井 麻佑(立命館大)  成年女子団体６位 

☆有松 大空(白河実業高) 少年男子団体６位 

 

【東北総体】 

新青森総合運動公園 Ｒ4.８.2０ 

白河市体育協会が運営する市民スポーツ教室（白河市受託教室）の中

の一つでありますアーチェリー教室は、昭和４８年から開催されていま

す。教室への参加をきっかけに、白河市アーチェリー協会主催の練習会

に参加し、本気で取り組んできた選手たちが大舞台で活躍中です☆ 

  

 

第６５回福島県 

中学校体育大会 

優勝！ 

施設係 

より 

【県民スポーツ大会県南地区大会結果】 

 


