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・SUP・ボートを楽しもう！！
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東京オリンピック 2020 で好成績を上げたポーランドカヌーチームが事前キャンプ地として利用した、
笠置峡ボート・カヌー場で、カヌー、SUP、ボート教室を行います。

Ｐって
Ｕ
Ｓ に？
なあ

スタンドアップパドルボードの略で、サーフボードのような
板の上に立って乗り、パドルを使って漕ぎます。最初は立つの
が難しいですが、なれてくるとすいすい漕げてとても気持ちが
良いですよ♪

各教室の開催計画
教

室

１回目

２回目

カヌー教室

６月 11 日
（土）※終了

７月 30 日
（土）

ＳＵＰ教室

８月 20 日
（土）

９月 10 日
（土）

ボート教室

８月 13 日
（土）

随時広報えな
にて募集記事
を掲載いたし
ます。

6/11 には１回目のカヌー教室が行われ、34 名の参加者がカヌーを楽しんでいました。
会場の笠置峡ボート・カヌー場は水の流れが緩やかで、初心者でも安心して安全に活動できる場所です。

まきがね de 社員も会社も健康増進！
まきがね公園体育館内のトレーニング施設「健康体力センター」は、施設改修に伴い、初めてトレーニング
ジムを利用される方や体の不自由な方からトップアスリートまで利用者層の拡大を目指し、ほぼ全てのトレー
ニングマシンの入れ替え
を行い、2019 年４月に
リニューアルオープンし
ました。
今年度から、賛助会員
として当連盟の活動にご
協力いただいております
法人・企業様にも活用の
機会を提供するため、
「社
員の健康は、会社の財産
（資産）
」を理念とし、ポ
スト・コロナに向け組織
を挙げて健康増進に取組
める仕組みを構築しまし
たので、是非ご検討くだ
さい。
内容は、次の３つの仕
組みで企画しました。
健康体力センター回数券を事業所単位で発行し、福利厚生を兼ねた活用ができます。

当連盟のスポーツ指導員を派遣し、健康意識を高めるトレーニング教室を
開催します。
（派遣費は別途必要）
まきがね公園体育施設等を活用した、社内スポーツイベントなどのコー
ディネートをお手伝いします。

恵那市体育連盟では、
賛助会員様（法人等・個人）を募集しています！！
恵那市体育連盟では、令和２年度より新型コロナウイルスの影響による社会情勢を考慮し、２カ年間に亘
り恵那市体育連盟賛助会費のご依頼を中止してまいりましたが、あらためて本年度より会費の納入をお願い
することとなりました。
賛助会員の皆様のご支援により、加盟団体や少年スポーツ活動団体への一部助成、全国大会に出場する恵
那市選手への激励金等や、スポーツの振興と市民の健幸づくりの推進などを目的に有効に活用させていただ
きます。
なお、
賛助会員としてご支援頂きました場合は、
館内の「ご芳名一覧」に記名掲示（１年更新）させて頂きます。
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第 18 回 恵那市市民体育大会
各町対抗戦で開催される、市民の競技力向上と親睦交流を目的とした大会です。
各種目で感染症対策をとったうえで、大会を開催します。
種 目
アーチェリー
卓
球
剣
道
サッカー
弓
道
ソフトテニス
バレーボール
ソフトボール
クレー射撃
レクリエーションバレー
バスケットボール
マレットゴルフ
軟式野球
ゲートボール
ママさんバレーボール
柔
道
バドミントン
駅
伝
スケート
ス キ ー

第 51 回
第 14 回

開催日
8 月 14 日
8 月 21 日
8 月 21 日
8 月 21 日
8 月 28 日
8 月 28 日
8 月 28 日
8 月 28 日
8 月 28 日
9 月 11 日
9 月 18 日
10 月 8 日
10 月 9 日
10 月 13 日
10 月 16 日
10 月 16 日
11 月 13 日
11 月 27 日
未 定
未 定

場 所
旭ヶ丘アーチェリー場
まきがね公園体育館
恵那西中学校体育館
クリスタルパーク恵那スケート場
まきがね公園弓道場
まきがね公園テニスコート
まきがね公園体育館
岩村グラウンド
恵那峡射撃場
まきがね公園体育館
まきがね公園体育館
飯地マレットゴルフ場
まきがね西グラウンド他
まきがね公園多目的広場
恵那東中学校体育館
山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター
恵那東中学校体育館
まきがね西グラウンド周辺
クリスタルパーク恵那スケート場
飛騨位山モンデウススキー場

東濃スポーツ大会
岐阜県民スポーツ大会

令和４年度
開催！！

第 51 回東濃スポーツ大会は、土岐市が主会場となり、夏季大会【16
競技】冬季大会【２競技】が６月下旬より開催されます！！７月３日（日）
に総合開会式がおこなわれ、東濃５市から多数の選手が出場し、各市対
抗で競技が行われます。
そして９月 18 日（日）には、第 14 回岐阜県民スポーツ大会が、美濃
加茂市をはじめとする加茂地区で開催されます。東濃スポーツ大会を勝
ち抜いたチームやその他郡市で編成された選手団による郡市対抗戦や、
誰でも参加できる交流体験種目もあります。恵那市選手も一丸となって
戦います。皆さんの応援をお願いします。
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ハナッキーとサリーナのスポーツ情報

体連強化育成選手が、世界で、全日本で躍動！
令和３年度の体連所属スピードスケート強化育成選手は、高田衛選手が全日
本距離別選手権男子 1000 ｍで４位に入り、日本代表としてワールドカップ
スピードスケート競技会に出場し、ヨーロッパ、アメリカの５か国を転戦した
ほか、石川将之選手とともに、12 月 29 日から開催された、北京オリンピッ
ク日本代表選手選考競技会に出場しました。
また、１月 25 日から開催された第 77 回国民体育大会（とちぎいちご一会
国体）冬季大会スケート競技会では、高田選手が成年男子 1500 ｍで３位、
石川選手が同じく８位、一戸大地選手が成年男子 500 ｍで８位に入るなど、
（左から、一戸、高田、石川選手） 岐阜県選手団の主力として活躍しました。

令和４年度は、
新たな体制で、国体優勝、
そして世界を目指します。
今年度は、中距離が専門の石川選手に加え、新たに長距離を専門とする三郷町の遠藤
二千翔選手（日本大学出身）を迎え、未来へつなぐ八戸国体優勝と、ワールドカップスピー
ドスケート日本代表を目指します。
（石川将之選手）
石川選手は、
「この新たな１年をどのように過ごすかと考えた時、スケートを楽しく、
始めた頃に戻った気持ちで取り組もうと考えました。スケートだけではなく他のスポーツも取り入れながら、
より体の使い方を上手くコントロール出来るようにしスケートに繋げられたらと思い
ます。今シーズンは、オリンピックが終わったことで変化の年となると思います。私
もその波に遅れる事のないよう努力し、日本代表を目指し頑張ります。」とコメント
を寄せました。
遠藤選手は、「今は主に自転車を使った土台づくりのトレーニングを行っています。
また、基礎的な動作の確認や技術系のトレーニングにも取り組みスキルを高めていま
す。６月からは北海道へ拠点を移し、新たな地で、本格的にハードなトレーニングに
励み、シーズンに向けて体を仕上げていきます。応援よろしくお願いします。」とコ
メントを寄せました。
今季の二人の活躍に注目して、応援よろしくお願いします。
（遠藤二千翔選手）

高 みを目指せ！
５月４日
（水）
、恵那市体育連盟所属強化育成選
手の石川将之選手、遠藤二千翔選手によるスケー
ト教室が岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
で開催されました。
岐阜県スケート連盟の協力のもと、小学生から
高校生までのスケートクラブ所属の子どもたち
に、国体・全日本優勝経験のある両選手が、恵那
市のエリートスケート選手育成のため指導を行い
ました。
教室終了後も、両選手に色々と質問をする子ど
もたち、その質問に親身に答える選手の姿がとて
も印象的でした。
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恵那市から頂点へ挑む！
種

氏

目

名

大

会

名

結

【学校法人恵峰学園】

遠藤二千翔

【日本大学４年生】

成年男子 5000m 2位

遠藤

壮

【日本大学２年生】

成年男子 500m準決勝敗退 2000mR予選敗退

阪上優衣菜

【中京学院大学短期大学部２年生】

大窪

成年女子 1000m予選敗退

優太 【中津商業高等学校３年生】

少年男子 500m予選敗退

安部創二朗 【中津商業高等学校３年生】 第77回国民体育大会冬季大会スケート競技会
冨成 美姫 【恵那農業高等学校３年生】「いちご一会とちぎ国体2022」

少年男子 1000m 7位

鈴木

義人

【中京高等学校２年生】

少年男子 5000m 11位 10000m 7位 2000ｍR 4位

愛 【恵那農業高等学校１年生】

少年女子 500m 8位 1000m 7位 2000mR 7位

義靖

【岩邑中学校３年生】

少年男子 1000m予選敗退

阪上

美咲

【岩邑中学校３年生】

少年女子 2000mR 7位

大窪

優太 【中津商業高等学校３年生】

500m 32位

1000m 41位

安部創二朗 【中津商業高等学校３年生】

1000m 57位

1500m 45位

菱川

麻有

【中京高等学校３年生】

500m 50位

1000m 55位

冨成

美姫 【恵那農業高等学校３年生】

1500m 39位

3000m 31位

水野

翔太

【恵那南高等学校３年生】

500m 61位

1000m 74位

服部

透哉

【恵那南高等学校３年生】

1000m 70位

1500m 48位

田口

陽基 【恵那農業高等学校２年生】

1000m 47位

1500m 40位

細井

勇大

【中京高等学校２年生】

1000m 32位

1500m 26位

鈴木

義人

【中京高等学校２年生】

5000m 30位

10000m 22位

安藤

連音

【恵那南高等学校１年生】

500m 57位

1500m 48位

愛 【恵那農業高等学校１年生】

500m 25位

1000m 32位

陸

（青森県八戸市）

TP 12位

【岩邑中学校３年生】

男子 500m 69位

1000m 28位

阪上

美咲

【岩邑中学校３年生】

女子 500m 42位

1000m 54位

森川

凌羽

【岩邑中学校２年生】

男子 1000m 25位

1500m 26位

遠山幸之助

【岩邑中学校２年生】

男子 1500m 65位

3000m 78位

鈴木

【岩邑中学校２年生】 全国中学校スケート大会

（長野県長野市） 男子 500m 68位

3000m 86位

涼介

阪上天心奏

【岩邑中学校２年生】

女子 1500m 54位

3000m 41位

鈴木

優歌

【岩邑中学校２年生】

女子 500m 44位

1000m 68位

西尾

健吾

【恵那東中学校１年生】

男子 1000m 失格

1500m 73位

冨成

由弥

【恵那西中学校１年生】

女子 1000m 77位

1500m 61位

匡由

第17回全国エアロビック選手権大会
（フライト競技）
（神奈川県三浦市） グランドマスターズ部門27位
【中京高等学校２年生】 第40回記念令和3年度全国高等学校弓道選抜大会

安江満莉香 【多治見西高等学校２年生】
牧瀬
野田

レスリング

第71回全国高等学校スケート競技・
アイスホッケー競技選手権大会 スピード競技

TP 12位

義靖

吉村

ソフトボール

2000ｍR 4位

西尾

山内貴公美

道

2000mR 7位

【中京高等学校２年生】

西尾

弓

（栃木県日光市） 少年女子 1500m予選敗退

勇大

伊藤

エアロビック

2000mR 4位

少年男子 1500m予選敗退

細井
伊藤

スピード
スケート

果

成年女子 1000m予選敗退

阪上聖心彩

悠衣 【多治見西高等学校２年生】

第40回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会

（茨城県水戸市） 男子団体 ベスト16
（広島県尾道市） 2回戦敗退

涼一 【中津商業高等学校３年生】 JOCジュニアオリンピックカップ大会 2022年度日本ジュニアレスリング選手権大会 男子U-17 80㎏級 2回戦敗退
（神奈川県横浜市） 男子U-17 48㎏級 棄権

伊藤

慶大 【中津商業高等学校２年生】

遼河 【麗澤瑞浪高等学校２年生】 JOCジュニアオリンピックカップ第15回U18陸上競技大会 （愛媛県松山市） 男子800m 予選敗退

上

後藤

サッカー

柘植

沙羽

【恵那西中学校３年生】 JFA第26回全日本U-15女子サッカー選手権大会 （三重県鈴鹿市 他） 1回戦敗退

エアロビック

原田

綺花

【恵那西中学校３年生】 第12回全国ユースフライト・エアロビック選手権大会（静岡県袋井市） ユースC 6位

バスケットボール 稲垣

翔空

【恵那西中学校３年生】 Jr.ウインターカップ2021-22 2021年度第2回全国U15バスケットボール選手権大会 （東京都調布市） 1回戦敗退

スピードスケート 伊藤

未来

【岩邑小学校６年生】 2021/2022全日本ノービススピードスケート競技会 富士吉田大会 （山梨県富士吉田市） 小学６年生女子 500m優勝

1000m優勝

※在校、学年は大会当時のものです

恵那市から 全

け！
〜全国へ羽ばた

恵那市では、市長面談とともに激励会を開催しています！

全国大会に出場する恵那市在住の選手
（チーム）をご存じの方は、

対 象

の情報をお寄せください！！
ーム）

国 大 会 へ出場される選手（チ！〜

是非情報をお寄せください！

〇年齢不問、市内在住
〇選手個人または団体競技の一員である選手
〇日本スポーツ協会及びその加盟団体が主催する全国大会へ、その下部団体が主催する予選及び選考
会を経て出場される場合
〇全国を統括する競技種目団体に選抜または推薦され、当該団体の強化指定を受けた場合

※その他、条件の適合等は、規程に基づき審査のうえ決定されますので、該当するか不明な場合でも、まずはお気軽に
お問い合わせください！（激励会に該当しない場合もあります。）
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「何かしながら」できる運動
毎日何かと忙しくて、運動したいけど時間が取れない … そんな方のために、
「何かしながら」
できる運動をご紹介します。
「ドローイング」をしてインナーマッスル（体の内側の筋肉）を鍛えましょう！！

ダイエッ
ト

体幹強
化

手 順

１. 姿勢をまっすぐに、力を抜きます。

２. 息を吐きながら、お腹をへこませます。
（肋骨が見えるくらいまでできればベスト）
３. お腹をへこませた状態をできるだけキープしてください。
４. 息を吸いながら1へ戻ります。

プ ！

仰向けでも、立ってでも、座ってでも気軽にでき
ます。続けて行うことにより腰痛の改善や、ダイ
エットに効果があります。
テレビを見ながら、本を読みながら…
やってみてはいかがでしょうか!?

プ チ 健 康 講 座 の ご 案 内
毎週金曜日午前10時から、30分の運動講座を行っ
ています。
体育連盟職員が講師となり、週替りでボールやスト
レッチポールを使った運動や、ウォーキングなどを行
います。
１回200円、予約不要で気軽にご参加いただけます。
どれも簡単なエクササイズなので、運動初心者の方の
健康づくりには最適な講座です。新規の方も、久しぶ
りの方も、ご参加お待ちしております。
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❹
息を吸いながらリラックス

ー

❸

キ

リ ラ ッ ク ス

❷

息を吐きます

❶

協 会 だ よ り
恵那市卓球協会
●コロナ禍の活動
大会開催の際は１試合ごとに球の消毒作業をし、審判はゴム手袋を着用するなど感染防止に努めています。
●会員や事業の参加者募集
ホームページを立ち上げ活動紹介しています。見学希望や問い合わせが増えました。
https://sites.google.com/view/enatabletennis/
【問い合わせ】 0573 ― 25 ― 2690（樋田）

恵那市アーチェリー協会
●会員や事業の参加者募集
アーチェリー競技は青空の下でただひたすら的の中央を狙い、10点を取りにいく単純明快なスポーツです。とは言っ
ても簡単にはパーフェクトは取れません。アーチェリーを通じて自分と向き合ったり、友達を増やしてみませんか？
興味のある方は下記までご連絡ください。
【問い合わせ】 090 ― 3968 ― 3893（笠井）

えなイースト総合スポーツクラブ
●会員や事業の参加者募集
「ダンスクラブ」
「森高子バレエ教室」
「卓球クラブ」
「Jrバレーボ
ールクラブ」
「Jrサッカークラブ」
「骨盤底筋トレーニングヨガ」
「貯
筋運動教室」新型コロナ感染対策を行いながら、幼児も高齢者の方
も様々な種目で活動しています。お気軽にお問合せください。
【問い合わせ】 0573 ― 25 ― 0068（今井・林）

イースト 卓球教室の様子

中学校体育連盟
●コロナ禍の活動
今年度の大会は、制限が緩和されています。３年生を中心とした各チ
ームが全力を尽くして臨めるように、感染症対策を行いながら大会運営
をしていきます。また、保護者の方にも可能な限り日頃の活動の成果を
ご覧いただきたいと考えています。
●今後の活動紹介
中体連東濃大会７月９日
（土）
〜 種目ごとの日程・会場にて行います。詳細は中体連のHPをご確認ください。

バスケットボール協会
●活動報告
令和4年度恵那市小学生・中学生バスケットボール教室
〜バスケを楽しもう ! !〜
指導者 田口 浩三先生
令和4年4月14日㈭〜6月30日㈭まで10回開講

育成

普及

柔道協会
●コロナ禍の活動
現在、道場では検温、消毒、換気しながら練習をしています。稽古中はマスクを外さず、水分補給をこまめにし熱
中症、脱水症状などに注意しながら感染対策をしています。
練習は月曜日、水曜日の週２日。日曜日は試合などが無ければ、午前中に道場もしくは阿木川の河川敷などでゴミ
拾いをして、ラントレ、サーキットトレーニングなどをしています。
●会員や事業の参加者募集
★恵那市少年柔道クラブ …… 月曜日、水曜日の週2日、年長〜中学生まで。場所は河合公民館
★山岡道場 …………………… 火曜日、木曜日の週2日、年長〜中学生まで、場所は山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター
【問い合わせ】 090 ― 2686 ― 4936（田中）
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協 会 だ よ り
あけちクラブ

●コロナ禍の活動
あけちクラブでは、スポーツだけでなく遊びを通じて子どもたちの健全育成
を図る目的で、ツリークライミングⓇやキャンプなどを行っています。コロナ
禍で行事が中止となり、体を動かす機会がなかなか無いので、とても人気です。
キャンプは最近流行りのソロテントでコロナ対策もばっちり！マスク着用とソ
ーシャルディスタンスを徹底して、これからも楽しい企画をしていきたいと思
います。
【問い合わせ】 0573 ― 54 ― 2522（鈴木）

春の交流会（ウォークラリー）

！
サッカー交流会

軟式野球交流会

恵那市内小学校１年生〜６年生の児童・こども園等の年長の園児を対象とした
アトラクションをご用意しておりますので、是非ご参加ください！

※詳細は後日、体育連盟HP・チラシ等でお知らせいたします

〜恵那市スポーツ少年団では、
年間を通じて様々な事業を行っております〜
お問い合わせ先

入団者
随時募集中！！

恵那市スポーツ少年団本部

TEL：0573 − 25 − 6478
恵那市長島町中野1269 − 389 まきがね公園体育館内
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恵那市スポーツ少年団体験会

スケート交流会

月開催
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ハナッキーとサリーナのHOT NEWS

公益財団法人JKA様より補助金を受け、
サーマルカメラ等を各施設に設置しました。
J K A とは … 競輪・オートレースの売上金の一部で、社会的課題の解決に取り組む活動を支援している団体です。

コロナ禍で施設利用に不安を抱える人が多い中、消毒等の厳密な実施と適切な検温実施により、来場者の安心
感につながり、クラスター等の発生を防ぐことができています。

まきがね公園体育館

クリスタルパーク恵那
スケート場

サーマルカメラ、ポータブル電源

明智Ｂ＆Ｇ海洋センター

山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

補 助 事 業 名 2021年度 緊急的な対応を必要とする事業
（新型コロナウイルス感染症の拡大防止策）
補助事業
補助率 100%
補助事業者名 公益財団法人 恵那市体育連盟

……………………………………………………………………………………………………………………………………

え〜な！！日本大正村・恵那峡リモート・チャレンジラン2022
コロナ禍でも恵那市の魅力を全国へ発信したい … スマホ
アプリを使用し、期間内にエントリーしたコースに合わせ
た距離を走る「リモートマラソン」を日本大正村クロスカ
ントリー、恵那峡ハーフマラソン両大会合同で開催しまし
た。全国46都道府県から1,458人の参加を頂きました。
恵那市内の協力宿泊施設で使える宿泊チケットや恵那市の
特産品詰め合わせなどを抽選し、当選者の皆様へお送りい
たしました。
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ハナッキーとサリーナのHOT NEWS

夏はプールで楽しもう！
！

9月4日まで！

◆開館日時 山岡Ｂ&Ｇ海洋センター、明智Ｂ&Ｇ海洋センター
（受付は４時半まで）
土曜・日曜・祝日・夏休み中：午前９時から12時まで、午後１時から５時まで
上矢作プール
（受付は４時半まで）
土曜・日曜・祝日・夏休み中：午後１時から５時まで
◆共通事項 休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）
新型コロナウイルス感染防止対策のため、各プール定員を設定し、最大利用時間を２時間としています。見学の方も
人数に含みますので、見学、付き添いは最小限でお願いいたします。

……………………………………………………………………………………………………………………………………

オリンピアンが教える
「かけっこ教室」開催！

今年度市内全小学校において、陸上男子100m元日本記録保持者で、
陸上とボブスレーで夏冬オリンピック出場経験を持つ青戸慎司さん
（中京大学陸上競技部副部長）によるかけっこ教室が行われています。
11月には、一般募集での教室も行う予定です。

……………………………………………………………………………………………………………………………………
スポーツに関して
スポーツを始めたいけど
まず、どうすればいいんだろう？
どんな活動をしているんだろう？
どんな教室があるんだろう？
地域ではどんな
運動をしているんだろう？

悩んでいませんか？？

まきがね公園体育館内
相談窓口設置

相談
お待
ちし
おりま て
す！！

へ是非
ご相談下さい ! !

そんな時 ! !

【相談時間】火曜日から日曜日 ※月曜日は休館日
（月曜日が祝日の場合は、翌日休館）【相談窓口】下記発行者まで

恵那スケート場夏季営業中

〜１０月１０日
（月・祝）

インライン滑走料 一般：400円／1日 高校生以下：200円／1日
インライン貸靴料 500円
フットサルコート使用料 500円／1時間
土日祝：８：30〜17：00 平日：９：00〜17：00 月曜休館（祝日の場合は翌日）
今年もやります、夕涼みイベント！
お問い合わせ先

岐阜県クリスタルパーク

恵那スケート場

TEL 0573 - 28 - 3390
（代） FAX 0573 - 28 - 3369
〒509 - 7122 岐阜県恵那市武並町竹折970 - 1

ウェブサイト

Instagram

発行／
（公財）恵那市体育連盟 恵那市長島町中野1269-389（まきがね公園体育館内）
編集／
（公財）恵那市体育連盟 強化・広報委員会
まきがね公園体育館（月曜日休館 ※月曜日が祝日の場合はその翌日）
25 - 7256
TEL（0573）
25 - 6478・FAX（0573）
Mail：tairen@tairen.enat.jp
ホームページ https://ena-tairen.com/
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Facebook

