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大道地区社体協

スポーツ広報　（１/２）

平成２７年度の大道地区社体協の行事予定をご紹介します。　　

４月４日（土）

平成２７年度 会長会

（場所：藤が岡市民の家）

（地区）

５月１７日（日）

第４２回 町内対抗

ソフトボール大会

場所：大道小校庭

（予備日：５月２４日）

大道地区

平成２７年度

行事予定表

（地区）

１月１７日（日）

第１０回 町内対抗

ソフトバレーボール

大会

（地区）

３月 ６日（日）

第２５回

地区ウォーク

場所： 未定

（市） １月２４日（日）

第６回 湘南藤沢市民

マラソン大会

注： 広報，H.Pをご覧ください

（市） ５月 ５日（祭）

みらい子どもフェスタ

場所：秩父宮体育館

注： 広報,，H.Pをご覧ください

（予備日：５月２４日）行事予定表

（地区）

６月 ７日（日）

第３８回 町内対抗

バレーボール大会

場所：大道小体育館

（地区）

６月２８日（日）

町内会長・自治会長

振興委員 交流会

場所：大道小

校庭・体育館

（地区）

学校プール一般開放

場所：大道小学校プール

７月１９日（日）

７月２５日（土）

７月２６日（日）

８月 １日（土）

８月 ２日（日）

（地区）

１１月 １日（日）

第１７回

グランドゴルフ大会

場所：大道小校庭

（予備日：１１月３日（祭））

（地区）

１０月１８日（日）

第５７回

地区レクレーション大会

場所：大道小校庭

（予備日：１０月２５日（日））

大会

場所：大道小体育館

（市） ７月 ４日（土）

学校プール一般開放

管理指導員講習会

場所：大道小体育館・プール

（市） １２月１３日（日）

第６１回 藤沢市駅伝大会

場所：慶応大学周辺

（市） １１月 ８日（日）

スポーツ祭りふじさわ２０１５

（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ，ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ，ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂ）

場所：秩父宮・秋葉台・秋葉台公園球技場



発行 　：　大道地区社体協

   ◆◆◆　大道小  体育館  市民一般開放　◆◆◆   ◆◆◆　大道小  体育館  市民一般開放　◆◆◆   ◆◆◆　大道小  体育館  市民一般開放　◆◆◆   ◆◆◆　大道小  体育館  市民一般開放　◆◆◆

日付日付日付日付 参加者参加者参加者参加者 日付日付日付日付 参加者参加者参加者参加者

    平成２６年度実績

（運営協力）　       種　　　目      種　　　目      種　　　目      種　　　目      曜　　　日      曜　　　日      曜　　　日      曜　　　日         時　　　間        時　　　間        時　　　間        時　　　間 回　数回　数回　数回　数 延参加者延参加者延参加者延参加者

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール 毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日毎週土曜日 47474747 593593593593

卓球卓球卓球卓球 毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日 40404040 203203203203

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン 73737373 636636636636

            合　　　　　　計            合　　　　　　計            合　　　　　　計            合　　　　　　計 160160160160 1,4321,4321,4321,432

みらい子どもフェスタみらい子どもフェスタみらい子どもフェスタみらい子どもフェスタ

5/ 5 2222

第41回町内対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会  第41回町内対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会  第41回町内対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会  第41回町内対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会  

142142142142 優勝：：ｺﾝﾌｫｰﾙ藤沢

　準優勝：日の出町、第3位：御所ヶ谷,藤が岡･ﾌﾟﾗｳﾄﾞ

大道地区社体協

スポーツ広報　（２/２）

平成26年度の大道地区社体協の活動実績をご報告します。　

平成２６年度  行事活動報告平成２６年度  行事活動報告平成２６年度  行事活動報告平成２６年度  行事活動報告

［　地区の行事　］    ［　地区の行事　］    ［　地区の行事　］    ［　地区の行事　］    ［　  市の行事  　］    ［　  市の行事  　］    ［　  市の行事  　］    ［　  市の行事  　］    

大道地区社体協では、大道小学校体育館の一般開放として、下記ス大道地区社体協では、大道小学校体育館の一般開放として、下記ス大道地区社体協では、大道小学校体育館の一般開放として、下記ス大道地区社体協では、大道小学校体育館の一般開放として、下記ス

ポーツ種目を行っております。 皆さん気軽に参加しませんか。ポーツ種目を行っております。 皆さん気軽に参加しませんか。ポーツ種目を行っております。 皆さん気軽に参加しませんか。ポーツ種目を行っております。 皆さん気軽に参加しませんか。

１９：００～２１：００１９：００～２１：００１９：００～２１：００１９：００～２１：００

 6/ 8

第37回町内対抗ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会  第37回町内対抗ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会  第37回町内対抗ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会  第37回町内対抗ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会  

107107107107

１９：００～２１：００１９：００～２１：００１９：００～２１：００１９：００～２１：００

 優勝：ｺﾝﾌｫｰﾙ藤沢 毎週水曜日，金曜日毎週水曜日，金曜日毎週水曜日，金曜日毎週水曜日，金曜日 １９：００～２１：００１９：００～２１：００１９：００～２１：００１９：００～２１：００

　準優勝：御所ヶ谷、第3位：ﾌﾟﾗｳﾄﾞ藤沢

5/18

6/15

大道小・町内会長・振興委員との交流会大道小・町内会長・振興委員との交流会大道小・町内会長・振興委員との交流会大道小・町内会長・振興委員との交流会

15151515

7/19 8888 平成２６年度実績

     種　　　目     種　　　目     種　　　目     種　　　目      曜　　　日     曜　　　日     曜　　　日     曜　　　日        時　　　間       時　　　間       時　　　間       時　　　間 回　数回　数回　数回　数 延参加者延参加者延参加者延参加者

女子ソフトボール女子ソフトボール女子ソフトボール女子ソフトボール 毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日 41414141 168168168168

第56回地区レクレーション大会   第56回地区レクレーション大会   第56回地区レクレーション大会   第56回地区レクレーション大会   男子ソフトボール男子ソフトボール男子ソフトボール男子ソフトボール 毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日 41414141 328328328328

            合　　　　　　計            合　　　　　　計            合　　　　　　計            合　　　　　　計 82828282 496496496496

10/18 19191919

10/26 120120120120

 1/17 13131313

第9回地区 ｿﾌﾄﾊﾞﾚﾎﾞｰﾙ大会第9回地区 ｿﾌﾄﾊﾞﾚﾎﾞｰﾙ大会第9回地区 ｿﾌﾄﾊﾞﾚﾎﾞｰﾙ大会第9回地区 ｿﾌﾄﾊﾞﾚﾎﾞｰﾙ大会

  優勝： 藤が岡

（運営協力）　 

学校プール一般開放前点検・大掃除学校プール一般開放前点検・大掃除学校プール一般開放前点検・大掃除学校プール一般開放前点検・大掃除

7/  5 16161616

10/12

1,5931,5931,5931,593

（逗子披露山公園ﾊｲｷﾝｸﾞ）ー＞雨天中止

1/25 60606060

3/ 1

第16回グランドゴルフ大会第16回グランドゴルフ大会第16回グランドゴルフ大会第16回グランドゴルフ大会

新年親睦会（学校,町内会長,振興委員）新年親睦会（学校,町内会長,振興委員）新年親睦会（学校,町内会長,振興委員）新年親睦会（学校,町内会長,振興委員）

11/16 22222222

7/20

～

8/ 3

学校プール一般開放学校プール一般開放学校プール一般開放学校プール一般開放 計5回開催計5回開催計5回開催計5回開催

◆◆◆　   大道小 校庭利用    　◆◆◆◆◆◆　   大道小 校庭利用    　◆◆◆◆◆◆　   大道小 校庭利用    　◆◆◆◆◆◆　   大道小 校庭利用    　◆◆◆

6/15 15151515

◆◆◆ スポーツ各種目  参加申込先・問合せ先 ◆◆◆◆◆◆ スポーツ各種目  参加申込先・問合せ先 ◆◆◆◆◆◆ スポーツ各種目  参加申込先・問合せ先 ◆◆◆◆◆◆ スポーツ各種目  参加申込先・問合せ先 ◆◆◆

（グランドゴルフで交流）　

学校ﾌﾟｰﾙ一般開放管理指導員学校ﾌﾟｰﾙ一般開放管理指導員学校ﾌﾟｰﾙ一般開放管理指導員学校ﾌﾟｰﾙ一般開放管理指導員

講習会講習会講習会講習会

１４：００～１６：００１４：００～１６：００１４：００～１６：００１４：００～１６：００

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ練習ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ練習ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ練習ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ練習

　総合優勝：御所ヶ谷

地区ﾚｸﾚｰｼｮﾝ大会情報交換会地区ﾚｸﾚｰｼｮﾝ大会情報交換会地区ﾚｸﾚｰｼｮﾝ大会情報交換会地区ﾚｸﾚｰｼｮﾝ大会情報交換会

大道小側溝清掃＆道路清掃大道小側溝清掃＆道路清掃大道小側溝清掃＆道路清掃大道小側溝清掃＆道路清掃

　 準優勝：日の出町，第3位：遊行通り三丁目

745745745745

342342342342

第5回湘南藤沢市民マラソン第5回湘南藤沢市民マラソン第5回湘南藤沢市民マラソン第5回湘南藤沢市民マラソン

大道小学校体育館大道小学校体育館大道小学校体育館大道小学校体育館

種目：グランドゴルフ，ソフトバレー　　

3333

    合         計    合         計    合         計    合         計         合         計        合         計        合         計        合         計

(優勝： 中田　浩二さん）

12/ 8 20202020

第24回地区 ウォークハイキング第24回地区 ウォークハイキング第24回地区 ウォークハイキング第24回地区 ウォークハイキング

　準優勝：ｺﾝﾌｫｰﾙ藤沢，第3位：日の出町

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン

卓球卓球卓球卓球

下記種目に参加したい方、やってみたい方は、HPお問合せ窓口までご連絡ください｡下記種目に参加したい方、やってみたい方は、HPお問合せ窓口までご連絡ください｡下記種目に参加したい方、やってみたい方は、HPお問合せ窓口までご連絡ください｡下記種目に参加したい方、やってみたい方は、HPお問合せ窓口までご連絡ください｡

担当者担当者担当者担当者 電話電話電話電話 場所場所場所場所

（第5位/14ﾁｰﾑ参加）　　

男子バレーボール男子バレーボール男子バレーボール男子バレーボール 丸山 正芳丸山 正芳丸山 正芳丸山 正芳

1/25 2222

第60回藤沢市駅伝大会第60回藤沢市駅伝大会第60回藤沢市駅伝大会第60回藤沢市駅伝大会

種目種目種目種目

11/ 2

スポーツ祭りふじさわ２０１４スポーツ祭りふじさわ２０１４スポーツ祭りふじさわ２０１４スポーツ祭りふじさわ２０１４

＝＝＝＝

深沢 由美深沢 由美深沢 由美深沢 由美

関野 雄一郎関野 雄一郎関野 雄一郎関野 雄一郎 ＝＝＝＝

＝＝＝＝

43434343

男子ソフトボール男子ソフトボール男子ソフトボール男子ソフトボール 酒井 貴子酒井 貴子酒井 貴子酒井 貴子

女子バレーボール女子バレーボール女子バレーボール女子バレーボール 梅本　真鶴梅本　真鶴梅本　真鶴梅本　真鶴

関野 雄一郎関野 雄一郎関野 雄一郎関野 雄一郎

大道小学校 校庭大道小学校 校庭大道小学校 校庭大道小学校 校庭

女子ソフトボール女子ソフトボール女子ソフトボール女子ソフトボール 酒井 貴子酒井 貴子酒井 貴子酒井 貴子 ＝＝＝＝

＝＝＝＝


