平成 30 年 11 月 22 日発行
社会教育課体育青少年係発行

社会体育情報誌

各スポーツの競技結果
◎第 32 回北海道秋季馬術大会 平成 29 年 9 月 21 日（金）～9 月 23 日（日）
ノーザンホースパーク
◆馬場馬術 A4 課目
【優 勝】 松田 瑞紀
◆障害飛越少年小障害Ｃ
【優 勝】 大林 諒多
◆馬場馬術少年 A4 課目 part2 【準優勝】 小守 優仁

さん
さん
さん

◎第 34 回新冠乗馬スポーツ少年団競技会 兼 第 31 回静内農業高校馬術部交流馬術大会
平成 30 年 10 月 14 日（日）にいかっぷホロシリ乗馬クラブ
◆ジムカーナ競技（ＪＡ杯）
【優 勝】 楫川 秀明 さん 【準優勝】 関根 咲歩
◆クロスバー飛越競技（軽種馬生産振興会 会長杯）
【優 勝】 磯野 芽生 さん 【準優勝】 須田 侑成
◆標準小障害飛越競技Ｃ（優駿杯・橋本正光杯）
【優 勝】 大林 和真 さん 【準優勝】 小守 優仁
◆標準中障害飛越競技Ｄ（ホロシリ杯）
【優 勝】 村上 駿斗 さん 【準優勝】 松田 瑞紀
◎第 38 回北海道乗馬少年団交流馬術大会

さん

【第 3 位】

野本

彩水

さん

林太郎

さん

さん

さん

さん

【第 3 位】 泉

平成 30 年 10 月 21 日（日）ほくせい乗馬クラブ

◆ノービス 60 障害飛越競技
【優 勝】 小守 優仁 さん 【準優勝】

大林

和真

さん

◎第 21 回ホロシリＣＵＰ 平成 30 年 10 月 28 日（日）にいかっぷホロシリ乗馬クラブ
◆ジムカーナ競技
【優 勝】 宮下 光昭 さん 【準優勝】 家村 光昭 さん 【第 3 位】
◆クロスバー飛越競技
【優 勝】 磯野 芽生 さん 【第 3 位】 須田 侑成 さん
◆ビギナーズ障害飛越競技
【優 勝】 蛯名 亜希子 さん 【準優勝】 大林 和真 さん
◆小障害Ａ飛越競技
【優 勝】 細川 由妃 さん 【準優勝】 大林 諒多 さん

新冠町民憲章
一．いつも、丈夫なからだをつくり、いきいきと働く町にします。
一．いつも、明るいあいさつをかわし、きまりを守る町にします。
一．いつも、たがいにはげまし合い、助け合う町にします。
一．いつも、すすんで学び、文化の高い町にします。
一．いつも、まわりを美しくし、自然を大切にする町にします
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雪合戦教室（低学年対象）
＜日

時＞

＜場 所＞
＜対 象＞
＜参加料＞
＜内 容＞
＜持ち物＞

＜申込み＞

雪合戦教室（高学年対象）

平成 30 年 12 月 11 日（火）
12 月 18 日（火）
スポーツセンター
町内小学１～３年生
１００円
雪合戦の基礎から試合まで
汗ふきタオル、中用運動靴、
水分補給用飲料水、動きやす
い服装
平成 30 年 12 月 4 日（火）
までに参加料を添えて町民セ
ンターまで申込み下さい

＜日

時＞

＜場 所＞
＜対 象＞
＜参加料＞
＜内 容＞
＜持ち物＞

＜申込み＞

平成 30 年 12 月 12 日（水）
12 月 19 日（水）
スポーツセンター
町内小学４～６年生
１００円
雪合戦の基礎から試合まで
汗ふきタオル、中用運動靴、
水分補給用飲料水、動きやす
い服装
平成 30 年 12 月 4 日（火）
までに参加料を添えて町民セ
ンターまで申込み下さい

≪帰りのバスが利用できます！≫
○帰りは、希望児童にスクールバスを運行します。
時間は、参加者がまとまりしだい学校を通してお知らせします。
※バスを利用しない児童は保護者の迎えで帰宅するようお願いします。
※何かご不明な点がございましたら新冠町民センター（４７－２１０６）までご連絡下さい。
☆体育協会及びスポーツ少年団についての問い合わせは

12
月
の
体
育
行
事

◆ ９日（日）
◆１１日（火）
◆１２日（水）
◆１４日（金）
◆１６日（日）
◆１８日（火）
◆１９日（水）

昨年度の雪合戦教室の様子

12 月の町民スポーツ教室は雪合戦教室を開催します！日程等は下記のとおりです！

TEL 0146-47-2922（町民スポーツセンター）まで

ﾐﾆバレーボール大会（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
雪合戦教室（低学年①）（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
雪合戦教室（高学年①）（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
親子運動教室⑬（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
バレーボールＢ級トーナメント（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
雪合戦教室（低学年②）（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
雪合戦教室（高学年②）（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）
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