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(ためすえ・だい)

湘東 大 に
学ぶスポーツ

【プロフィール】
1978年広島県生まれ。

スプ リン ト種 目の世界

大会で日本人 として初

のメダル獲得者。3度の

オリンピックに出場。男

子400メ ー トリレハー ド

ルの日本記録保持者。現

在は、スポーツに関する

事業を請 け負 う株式会

社 「侍」を経営。

【
'罪

ヨ1 音Б】
10:00～  トークセッション
為末:大:氏 ×齊藤邦秀Iモ (スポーツトレーナー/最上町出身)

10:30～  かけっこ教室
定員80名程度 (小学生高学年～中学生)

世界の走りの極意を身体で覚えよう

【多百2音F】

13:30～  50m競 走

為末氏から学んだ事を復習しながら電気計測器

で正確なタイムを計測。親子で参カロもOK。

※かけつこ教室と50m競走 |よ事前の申込が必要です。

● 5月 6日 (土)10100～
●新庄市陸上競技場

※荒天時会場 :新庄市体育館

■主催 新庄市 。金山町 。最上町・舟形町・真室川町 。

大蔵村 。鮭川村・戸沢村

共催 最上地区体育協会連絡協議会
NPO法 人新庄最上アスリー トクラブ

後援 最上管内市町村教育委員会
新庄地区陸上競技協会

主管 トップアスリー ト招聘事業実行委員会

■申込 新庄市社会教育課 担当/八鍬

容 22-2111(内 線471)



フィール ド内天然芝
■利用期間 4月 ～10月

■利用時間 9:00～ 19:OO
■体 館 日 毎月第 2火曜日
■収容人数 メーンスタンド 1,050人

土羽スタンド 6,000人
■駐 車 場 約200台

※平成29年度は、芝生養生のためフィール ド内
芝生部分は使用できません。

,り :interv劇
=・

,

≪駅伝新庄最上チーム 板垣新一監督より≫

念願のオールウェザートラックとなり、天候に関
わらず練習ができ、標準記録もここで出せるように
なる。最上の陸上競技場の拠点ができ、大変嬉しく
思つている。

陸上だけでなく全ての競技の選手が集い、全国を
目指して練習に励む光景を思い描いている。

聰 l

■フロア 36m× 49m
・バ ドミン トンコー ト12面
・バレーコー ト3面
・バスケットボールコー ト2面
・テニスコー ト2面

■体 館 日 毎月第 2火 0習 日

■利用日寺膚] 9:OO-22:00
■駐 車 場 約200台

■収容人員 5,800人

■施設概要
。人正芝コー ト6面 (全天候 )

・ナイター照明

■利用期間 4月 ～10月

■利用時間 5:00～21:00
■駐 車 場 約50台

・野球場 16,000雨
・ナイター照明

■体 場 日 毎月第2火曜日17時～

■利用期間 4月 ～10月

■利用時間 5:00～ 22:00
■駐 車 場 約20台

携

福田旱彗嚢トト
■施設概要
・テニスコー ト2面 (全天候 )

■体 場 日 毎月第2火曜日1フ時～

■利用期間 4月 ～10月

■利用時間 5:00～
※ナイター照明故障のため、夜間 |よ

使用できません。

■駐 車 場 約20台

■施設概要
・柔剣道場 28m× 16m
・弓 道 場 6人立ち(28m)

■利∫羽時間  9i00-22:00
■休 館 日 毎月第 2火曜日

宅型壁翌当壺壁■_______――



こ確 ジτ

・ソフ トボール場 1面

(11,400雨 )

■体 場 日 毎月第2大曜日17時～

■利用期間 4月 ～10月

■利用時間  5:00^´ 19:OO
■駐 車 場 約10台

■                         ノ

・25rrlプール6コ ース
・幼児プール
・60mウ ォータースライダー

■利用期間 フ月中旬～ 8月下旬
■駐 車 場 約50台
※東山テニスコート共用

■施設概要(芝面積1,370雨 )

・屋内フィールド(42m× 34m)
。フットサルコート2面
。テニスコー ト2面
・ゲー トボールコー ト2面

■利用時間 9:00～22:OO
■体 館 日 第 2火曜日

LQ日釦畠 脇¨ 毅 :き起LIL

嚇靱 申言苛。
施設名 申請・支払窓□

体育館

武道館

陸上競技場

横根山運動広場

体育館

〒996-0002
新庄市金沢3072-2 新庄市体育館内
TttL 22-0681  FAX 22-0691

野球場

東山テニスコー ト

福田運動広場

福田テニスコー ト

野球場

〒996-0002 新庄市金沢1398-3
丁EL・ FAX 23-7666

。すぽ一てぃあ
すぱ―てぃあ

T996-0002 新庄市金沢1147
TEL・ FAX 23-1000

～施設利用申込みの際の注意事項～
・施設ご利用の場合は、利用申請の手続きをして下さい。
・申請受付けは、使用日の6ヵ 月前から3日前までです。
・キャンセル・変更については、使用日の3日前までに連絡がなかった場合、使用料をいただきます。
・電話などでの仮予約は、仮予約後5日以内に利用申請の手続きがない場合、自動的に取消しになります。
・屋外施設に関しては、天候等により利用できないこともありますので、事前にご確認ください。

※料金は、新庄市体育協会ホームページからご覧になれます。

:ご秘醍く雄さい
新庄市体育協会のホームページから空き情報が確認できます。

https://www.shinjo‐ talkyo.com/}新 F■市体青協会    1繭鰈炒予

*サイ トから施設申込みは出来ません。

*予約状況は更新の都合により受付から入力まで時間差が生じる場合が

あります。

趾
ホームページ

趙
フェイスブック

■施設概要



平成29年度 全国高等学校総合体育大会
はばたけ世界ヘ

南東北インターハイ2017
バドミントン競技が、新庄市体育館で開催されます。

日時 内容 (種 日 ) 会場

7月 30日 (日 )9時 30分～ 学校対抗 1回戦～ 3回戦

(男子)鶴岡市小真木原総合体育館
(男子)鶴岡市櫛引スポーツセンター
(女子)新庄市体育館

(女子)尾花沢サルナー ト

7月 31日 (月 )9時 30分～ 学校対抗 準々決勝～決勝 (男女)鶴岡市小真木原総合体育館

8月 1日 (火 )9時 30分～ 個人対抗ダブルス 1回戦～準々決勝

(男子)鶴岡市小真木原総合体育館
(男子)鶴岡市櫛引スポーツセンター
(女子)新庄市体育館
(女子)尾花沢サルナー ト

8月 2日 (水 )9時 30分～ 個人対抗ダブルス 1回戦～準々決勝

(男子)鶴岡市小真木原総合体育館
(男子)鶴岡市櫛引スポーツセンター
(女子)新庄市体育館

(女子)尾花沢サルナー ト

8月 3日 (木 )9時 30分～ 個人対抗ダブルス・シングルス
準決勝～決勝

(男女)新庄市体育館

≪開会式≫7月 29日 (土 )新庄市民文化会館 ≪閉会式≫8月 3日 (木 )新庄市体育館

※南東北インターハイ

マスコットキャラクター

「ウイエン君」

′
日
、

齊藤邦秀

カラダづくり
3月 19日

体協のフェイスブックから
セミナーの動画 (一部)が見れます

QRコ ー ドチェック !

～ム…ブメントプレノゞレーシヨン&ム‐ブメントスキルエクササイズ～

3月 19日 (日 )ウ ェルネススポーツ代表の齊藤邦秀氏を講師に招き、カラダづくり。競技力向上セミナーを開催しました。
スポーツ少年団指導者・高校生など59名が参力]しました。座学では、ケガ予防・競技力向上のために必要な考え方や効率よ

くカラダを動かすための矢]識を学び、実技では関節の役害」を理解し、体という物体をうまく使う (動かす)ための動きのある
エクササイズを実践しました。齊藤氏からは、「常に自分の体と対話をして、少しでも体に違禾□感が生じたら、出来る限り自
分で体の状態を修正していく必要がある」と練習前・後のストレッチとトレーニング等の重要性を指導していただきました。

～ 座 学 ～

みんなと一緒に健康づくり

剰べじゅ～体操
あべじゅ～体操とは、健康でいきいきとした生活を送

れるようにと高矢]市で考案された 「いきいき百歳体操」
にウォーキングや筋カ トレーニングを力□えた体操です。

参加無料ですので、ぜひお気軽にご参力□ください。

≪お問合せ≫新庄市体育館 ●22-0681

*4月 3日 (月 )～ 10月
*毎週月 。木曜日 午前 1

*参カロ無料
*場所 :体育館 会議室

30日 (月 )

0日寺ハシ1 1日寺

一筋カ トレーニンブー―腕を前に上 |ザ

｀
る運動―


