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令和２年度一関市体育協会功労賞、栄光賞表彰式を開催 

  

 

令和２年度の一関市体育協会功労賞・栄光賞の表彰式は、令和３年３月 28 日（日）、一関市

総合体育館で開催されました。今回は、功労賞７名、栄光賞 70 個人・団体が受賞されました。 

 当日は、功労賞受賞者４名が出席したほか、栄光賞については、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため各種目別競技協会から代表者１名が出席しました。 

受賞者は、次のとおりです。受賞者の皆さん、誠におめでとうございます。(敬称省略) 

 

○功労賞受賞者 
亀谷 孝哉（陸上競技協会）、佐々木 賢治（サッカー協会）、長岐 裕子（バレーボール協会）、 

清野 修（ソフトテニス協会）、小原 雪男（ソフトボール協会）、佐藤 徳男（弓道協会）、 

金野 幸冨（大原体育協会） 
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○栄光賞受賞者 
【陸上競技協会】 

吉田 海渡、鈴木 天智、大森 元希、千葉 樹、及川 瑠音、小野寺 高史、千田 莉久、 

菅原 さくら、一関学院駅伝チーム 

【水泳協会】 

瀧澤 裕成、細川 敦人、細川 鼓太郎、菊池 幹大、尾形 紘介、佐藤 柚希、辻山 小珀、 

千葉 あんな、那須 玲奈、スポーツアカデミー一関リレーチーム（瀧澤裕成、橋浦慶太、佐藤磨生、 

松村優介）、スポーツアカデミー一関リレーチーム（瀧澤裕成、橋浦慶太、松村優介、細川敦人） 

【サッカー協会】 

千田 大、千葉 魁、小野寺 稜、二瓶 華菜、舘澤 紗花、蜂谷 結埜、藤原 萌菜、金森 光莉、 

石川 真優、藤原 蘭、山谷 采陽、髙橋 美音 

【バレーボール協会】 

厳美中学校女子バレーボール部、一関修紅高校男子バレーボール部、滝沢ＶＢＳ 

【体操協会】 

那須野 愛梨 

【卓球協会】 

一関第一高校、中里 莉彩、石川 凜、熊谷 勝幸、榊原 純一、小野 信雄、大山 秀平、 

斎藤 修司、鈴木 三和子、千葉 麻衣子、安倍 敏雄、蜂谷 敦子 

【ソフトボール協会】 

熊谷 千尋、ＤＨブルースターズ、千厩高校ソフトボール部、東山ハイシニアソフトボールクラブ 

【バドミントン協会】 

佐藤 秀、菊地 稔、岩渕 辰男、岩渕 政子、亀谷 麗、尾形 工 

【弓道協会】 

佐藤 大樹、一関第二高校弓道部、一関工業高校弓道部 

【剣道協会】 

一関市剣道協会、佐賀 ゆずな 

【バウンドテニス協会】 

佐藤 義昭、小山 さよ子、小山 幸子、小野寺  徹、鈴木 陽子、熊谷 和彦 

【障がい者スポーツ協会】 

鈴木 香 

 

令和３年度定時会員総会は、５月 23 日(日) 13：30 から 

 令和３年度一般社団法人一関市体育協会の定時会員総会を下記のとおり開催します。 

正会員の皆様には、後日議案を送付させていただきますが、新型コロナ禍での開催となりま

すので委任状の提出も含め感染症拡大防止・予防対策についてご理解、ご協力をお願いします。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、変更することもあります。 
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 １．日時 令和３年５月 23 日(日) 13：30～ 

 ２．場所 一関市産業教養文化体育施設（アイ・ドーム） 第２会議室 

 ３．議事  報告第１号 令和２年度 事業報告について 

       報告第２号 令和３年度 事業計画について 

       報告第３号 令和３年度 収支予算について 

       議案第１号 令和２年度 収支決算について 

        

令和３年度の事業計画について 

 令和３年３月 19 日（金）理事会が開催され、令和３年度の事業計画が決定されました。主な

スポーツイベントは、以下のとおりです。 

開催予定日 事業名 開催場所 

9 月 19 日 一関国際ハーフマラソン大会 一関市総合体育館ＳＧ 

10 月 花泉マラソン大会「瀬古利彦杯」 花泉体育館ＳＧ 

10 月 10 日 一関市民オリエンテーリング大会 一関市総合体育館周辺 

10 月 24 日 一関市スポーツ少年団ソフトボール交流大会 花泉中学校グラウンド 

未定 みんなのスポーツフェスタＩＮいちのせき 未定 

未定 みんなのスポーツフェスタＩＮひがしやま 東山総合体育館 

未定 いちのせき体操まつり 未定 

11 月 7 日 一関地方スポーツ少年団駅伝競走交流大会 一関運動公園 

1 月 23 日 一関市民ソフトバレーボールフェスティバル 一関市総合体育館 

３月 エアロビックまつり 一関市総合体育館 

３月 一関市民マラソン大会 一関市総合体育館周辺 

 

令和３年４月からの一関市総合体育館の利用について 

 一関市総合体育館については、令和３年４月から 12 月までの間、新型コロナウイルスワクチ

ンの集団接種会場として予定されていましたが、現時点での国からのワクチン配給量の見通し

とこれに伴う市の集団接種の準備、実施の計画を踏まえ、施設の一部について次のとおり利用が

可能となっています。 

 

１ 利用可能期間  令和３年４月１日（木）から ５月９日（日） 

２ 利用可能施設  サブアリーナ、トレーニング室、会議室２及び会議室３ 

３ 利用時間、休館日、使用料     従来どおり 

４ その他 

サブアリーナについて、同一団体の予約は、週２回までとなります。 
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現在受付中のスポーツ教室～参加者募集中～ 

教室名 回数 日時 場所 定員 参加料 

リフレッシュヨガ ５ 
５月７日～ 毎週金曜 

10：00～11：30 
大東体育館 20 人 500 円 

イブニングゴルフ ８ 
５月７日～ 

18：30～20：30 

東口体育館

ほか 
12 人 

1,000 円 

別途実費 

春アクアウオーキング ５ 
５月 12 日～ 毎週水曜 

10：00～11：00 

藤沢Ｂ＆Ｇ海

洋センター 
30 人 500 円 

エアロビクス ５ 
５月 12 日～ 毎週水曜 

10：00～11：30 

川崎体育セ

ンター 
20 人 500 円 

イブニングヨガ ５ 
５月 13 日～ 毎週木曜 

19：00～20：30 

川崎体育セ

ンター 
30 人 500 円 

幼児親子運動 10 
５月 15 日～ 毎週土曜 

9：45～10：30 

東口体育館

ほか 
20 組 1,000 円 

小学生親子運動 10 
５月 15 日～ 毎週土曜 

11：00～12：00 

東口体育館

ほか 
20 組 1,000 円 

ヒップホップダンス ５ 
５月 18 日～ 毎週火曜 

19：00～20：30 
東口体育館 20 人 500 円 

エアロビクス ５ 
６月３日～ 毎週木曜  

10：00～11：30 
藤沢体育館 20 人 500 円 

※幼児親子運動は、３歳以上の未就学の子と親が対象です。 

※小学生親子運動は、小学１～３年生の子と親が対象です。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止、延期する場合があります。 

※詳細は、一関市体育協会（℡0191-31-3111）にお問い合わせください。 

 

賛助会員を募集します 

 お陰様をもちまして、令和２年度は、法人 123 団体、個人７人の皆様に賛助会員として、ご

支援を頂き、スポーツの振興と競技力向上事業などに活用させていただきました。 

 令和３年度においても、引き続き賛助会員としてご支援いただきますようお願い申し上げま

す。 

 また、随時、新規賛助会員も募集しておりますので、現在賛助会員の皆様にはお心当たりの

企業様などをご紹介いただきますようお願いいたします。 

 なお、賛助会費は、１口１万円で１口以上のご協力をお願いします。 


