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スポーツレポート
4月からの1年間のクラブの活動を報告します。

25年度報告編

　日本オリンピック委員会主催による、「オリンピックフェスタIN 多賀城」
が、多賀城市市民プールにて8月10日（土）に開催しました。
　バルセロナオリンピックに出場し金メダルを獲得した岩崎恭子さんをはじ

めとする3名の選手が子供達に水
泳指導を行いました。
　また、スクール「スポーツてらこ
や」では花山青少年自然の家にて
宿泊キャンプを行い、
夏休みの楽しい思い
出づくりをしました。

　多賀城市民スポーツ大会の「ソフトボール大会」、「ドッヂビー大会」が開催され、各行政区のスポーツ
振興員の皆さんが中心となり多くの方に参加していただきました。
　ソフトボール大会は、昨年度から中学体育事業で取り入れられているルールを採用したことにより、気
軽に参加しやすく、女性の方や家族3世代で参加するなど、気軽にできる種目となってきました。

4月

7月

8月

情報先取り!! ホームページもご覧ください。 ▼  http://www.tagajo-sc.jp

　東日本大震災に伴う市内全ての体育館施設の災害復旧工事
が無事終了し、以前と同じように活気ある施設にもどりました。  
　スポーツクラブでは、年間を通して様々なスクールを再開し、
多くの方が楽しく健康づくりできる場として、本格的に活動を
スタートしました。

●ひまわり体操

●ソフトボール大会

●スポーツてらこや

●ドッヂビー大会 ●ドッヂビー大会

●シニアスポーツ

●オリンピックフェスタ
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　「友好都市スポーツ交流大会」が天童市スポーツセンターで10月6日（日）に開催しました。
　多賀城からは、ママさんバレーボール3チーム、ゲートボール2チームが参加し、熱い熱戦が繰り広げ
られました。
　また、天童のゲートボール協会の皆さんからは、山形名物の芋煮を振る舞って頂くなど心温まるおも
てなしをうけました。

　多賀城市民スポーツ大会「卓球大会」が11月10日（日）行われました。
震災後初となる大会で、実施されるのは3年振りとなりました。
　待ちに待った大会の再開に選手の皆さんは勝敗よりも試合を楽しんでいるようでした。

10月

　総合体育館では、日頃の鍛錬の成果を発揮する場として一万人寒稽古が1月11日（土）に開催されま
した。少林寺拳法、空手道、なぎなた等様々な武道が寒さに負けずに稽古に励んでいました。

文部科学省被災地支援事業　遊びから学ぼう！ 元気隊
天真小学校、城南小学校を会場に各校全8回実施し、のべ587人の子供達が冬の寒さにも負けず元気に
参加してくれました。今回は「投げる・跳ぶ」をテーマに、ボールを投げる時のフォームを練習したり、前跳
びで何回跳べるか挑戦し、2，240回跳んだ子供もいました。2000回以上も跳んで疲れているかと思い
きや、休まず別の種目に合流している姿にスタッフ一同あ然としました。繰り返し練習することでどんどん
上達するので、元気隊で教わった事を思い出して学校でもぜひ試して欲しいと思います。

特定非営利活動法人

2月

11月

1月
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多賀城
ウォーキング
マップ完成!!

多賀城
ウォーキング
マップ完成!!

情報先取り!! ホームページもご覧ください。 ▼  http://www.tagajo-sc.jp

平成25年11月9日(土)に多賀城第二中学校を拠点とし、県道泉塩釜線の一部を閉鎖して、多賀城あぜ道駅伝大会が
開催されました。今年は、駅伝の部30チーム128名、ミニマラソンの部49名、総勢207名の子供たちが元気いっぱい
に多賀城のあぜ道をかけめぐりました。

平成26年2月8日（土）多賀城市総合体育館を会場として「第10回多賀城ライオンズクラブ杯フットサル大会」が開
催されました。今回は、第10回の記念大会として最優秀選手には市長賞が授与され、優勝チームは、今年からFリー
グに参入が決まっている「ヴォスクオーレ仙台」とのエキシビションマッチを行ったりと盛大に開催されました。
翌日9日(日) の中学生の部一般の部は、78年ぶりとなる大雪のた
め中止となりました。来年も開催を予定しておりますので、皆さんの
参加をお待ちしております。

多賀城あぜ道駅伝大会

第10回多賀城ライオンズクラブ杯フットサル大会

結　果
2 ミニマラソンの部
①小学生低学年（1.7㎞）
1位：平山仙之助（東小イーグルス）/8分00秒46
2位：土屋　拓人（城南小学校）/8分05秒61
3位：加藤　嵩琉（城南ベアーズ）/8分16秒12

②小学生高学年（2.7㎞）
1位：須藤　杏亮（山王小ファイターズ）
　　　/11分18秒53
2位：三浦　　輝（TRY－PAC）/11分32秒81
3位：柿境　健人（浮島サザンカ)/11分34秒97

③中学生（4.2㎞）
1位：相澤　省太（多賀城FC）/13分05秒65
2位：高橋　魁仁（東豊中学校）/13分47秒03
3位：千葉　　瑞（多賀城FC）/14分00秒14

1 駅伝の部
①小学生低学年の部（4.5㎞）
1位：鶴ヶ谷サッカースポーツ少年団 /20分36秒69
2位：城南ベアーズ/21分04秒23
3位：浮島サザンカジュニアーズ/22分00秒82

②小学生高学年の部・男子（7.3㎞）
1位：多賀城レインボーズBチーム/29分13秒34
2位：山王ミニバスケットボールクラブ/30分11秒78
3位：鶴ヶ谷サッカーAチーム/30分12秒49

③小学生高学年の部・女子
1位：山王ミニバスケットボールクラブ/33分01秒11

④中学生の部・男子（7.3㎞）
1位：チーム小島1位をねらうぜ!!　(多二中駅伝部)
       /24分01秒18
2位：多賀城ボーイズ/27分06秒85
3位：多賀城FC/27分34秒46

⑤中学生の部・女子
1位：多賀城第二中学校 陸上部/29分59秒45
2位：多賀城中学校
　　 女子バスケットボール部/31分05秒72

結　果

小学4年生以下の部

優　勝：多賀城 FC

準優勝：なかの FC　　

3　 位：利府しらかし JFC

小学6年生以下の部

優　勝：なかの FC

準優勝：マリソル松島ジュニア

3　 位：TOMIYA CLUB Jr
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平成26年度
多賀城市民

スポーツ大会日程

平成26年度
多賀城市民

スポーツ大会日程

ご支援頂きありがとうございます。

平成25年度 賛助企業

多賀城
ウォーキング
マップ完成!!

多賀城
ウォーキング
マップ完成!!

（株）アリエージェンシー、(株）仙塩交通、（株）河北新報 仙台東販売センター、（有）熱海自動車、（株）工陽社

（有）長尾設備、（株）ダストコントロールアズミ、（有）板橋、（株）藤原清掃、（株）レンタルステーションアズミ

多賀城・七ヶ浜商工会、多賀城市ゲートボール協会、浜田工業（株）、杜の都信用金庫 多賀城支店

佐藤産業（株）、あいおいニッセイ同和損害保険（株）、（株）シー・エス・ビルサービス、（株）斎藤工務店

東陽防災設備（株）、（株）祐文堂、小泉薬品（株）、（株）高山、セントラルスポーツ（株）

（株）気仙沼商会、湊商事（株）、（株）塩釜商会、カメイ（株）、スポーツショップ イトウ

（順不同・敬称は略させていただきました）

特定非営利活動法人

私たち、特定非営利活動法人多賀城市民スポーツクラブの趣旨に
賛同して頂いた企業のみなさんです。

健康づくりに「多賀城ウォーキングマップ」を
持ってウォーキングをしてみませんか?
総合体育館では、ノルディックポールの貸出し
も行っています。是非、この機会にウォーキン
グを始めてみましょう!!

設置場所
総合体育館、市民プール、市民テニスコート山王、
大代地区公民館、市役所など

ソフトボール大会
予選：平成26年7月20日（日）
決勝：平成26年7月21日（月）
会場：多賀城中央公園 他

卓球大会
平成26年9月27日（土）
会場：多賀城市総合体育館

ドッヂビー大会
平成26年7月26日（土）　
会場：多賀城市総合体育館

グラウンドゴルフ大会
平成26年9月27日（土）　
予備日：9月28日（日）
会場：多賀城中央公園
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この印刷物は再生紙を使用しております。

発　行：特定非営利活動法人
　　　  多賀城市民スポーツクラブ
発行日：平成26年4月1日

特定非営利活動法人
多賀城市民スポーツクラブ事務局

■多賀城市総合体育館
  多賀城市下馬5-9-3 TEL 022-365-1918

■多賀城市市民プール
  多賀城市伝上山2-6-6 TEL 022-365-3232

■多賀城市市民テニスコート
  多賀城市鶴ヶ谷1-6-1 TEL 022-364-1971

正会員・賛助会員大募集

正会員・賛助会員大募集

特定非営利活動法人 多賀城市民スポーツクラブの活
動趣旨に賛同し、クラブを援助していただける個人及び
企業団体です。

特定非営利活動法人 多賀城市民スポーツクラブの組
織を支える会員です。クラブ運営組織のスタッフとし
て、企画・運営に携わり、活動会員が参加する各種
スクール事業等の指導にあたっていただきます。

正会員　　　　76名　賛助会員団体　28団体
賛助会員個人　20名

正 会 員 年会費　5,000円

賛助会員 個　　人　一口� 5,000円
企業団体　一口� 10,000円

参 加 者 募 集
事　業　名 実施日 時　間 会　場 対象・定員 参加料 申　込 ・ 内　容

親子体操教室 ５月２2日（木）、
29日（木）（全2回）

10：30
〜11：30  小体育室

2歳から4歳
の幼児と
その保護者
20組

1,000円

申 込 用 紙 に記 入し
参加料を添えて
5 月15 日（木）まで総
合体育館へお申し込
みください。メール、
ファックス可

水中運動短期教室
５月２０日から
７月８日までの火曜日
　　　　 （全8回）

12：30
〜13：30 市民プール 成人25名 2,000円

申込用紙に記入し、参
加料を添えて５月１３日

（火）までに市民プール
へお申し込みください。
水中歩行などを行ない
ます。

申込・問い合わせ先

各種お問い合わせはこちら e-mail info@tagajo-sc.jp

編集後記
　2月の大雪によって、雪かきで体力づくりをさ

れた方、そうでない方も、4月となり暖かくなる

につれ、外に出る機会も増えていきます。

　市民スポーツクラブが作成したウォーキング

マップを持って、春色に色づいている多賀城を

ぜひ散策してみてください。

ク ラ ブ 情 報 満 載
公式ホームページ
▶http://www.tagajo-sc.jp
Eメール
▶info@tagajo-sc.jp

スポーツクラブホームページが
リニューアルしました。

情報先取り!! ホームページもご覧ください。 ▼  http://www.tagajo-sc.jp
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