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いきいき茨城ゆめ国体高萩市実行委員会事務局（高萩市教育委員会国体推進課）

●問合せ　国体推進課　☎23-2019

スポーツのお知らせ

期　日：7月7日（日）
場　所：市民体育館
結　果：優勝　ナインスターズ

令和元年 高萩市
バレーボール連盟
女子夏季リーグ大会

飯能市とスポーツ交流

いよいよ開幕♪いきいき茨城ゆめ国体２０１９

結果

募集

高萩市炬火名決定！【溢れる自然　未来へ羽ばたく　たかはぎの火】
あふ しぜん みらい は ひ

　6月12日（水）に、市役所大会議室において高萩市炬火名選考委員会を開催しました。ご応募いただいた作品の中から、
選考委員の厳選なる審査の結果、市内在勤の川﨑昌宏さん考案の【溢れる自然　未来へ羽ばたく　たかはぎの火】に決
定しました。7月27日（土）高萩まつりにおいて実施した炬火採火・集火イベントにて炬火名の発表と命名者の表彰が行
われ、命名者の川﨑さんを「いきいき茨城ゆめ国体」総合開会式の高萩市代表炬火ランナーに選定しました。

【自家用車】
　国体開催期間中は、各競技会場の駐車場が利用できませんので、臨時駐車場をご利用ください。臨時駐車場は、市民
球場西側空き地、JR高萩駅前（イトーヨーカドー跡地）、総合福祉センターになります。臨時駐車場からは、各競技会場
行きの無料シャトルバスで来場してください。

【無料シャトルバス】
　各競技会場へは、総合福祉センター臨時駐車場発（JR高萩駅経由）の無料シャトルバスを利用してください。
　（60分間隔で運行予定）
※運行時刻表は、市ホームページなどでお知らせします。なお、バスの運行時刻については、交通事情及び競技時刻により変更する場

合があります。

※競技開始時間などは、折り込みチラシなどでお知らせします。

会場アクセス

お知らせ

高萩市開催競技（観戦無料です）

競技名 種　別 会　場 日　程

ウエイトリフティング

軟式野球

成年男子
少年男子

女子

成年男子

文化会館

市民球場

10月2日（水）～ 6日（日）

10月4日（金）・5日（土）

9月13日（金）～ 10月11日（金）

9月18日（水）～ 10月11日（金）

9月21日（土）～ 10月10日（木）

9月23日（月）～ 10月11日（金）

文 化 会 館

市民体育館

中央公民館

市 民 球 場

　高萩市と飯能市のスポーツ少年団による友好都市交流事業。14回目
を迎えた今年は、飯能市民球場を会場に軟式野球で兜争奪戦試合を行
いました。両市ともに選抜チームを編成。闘志あふれる試合となり、結
果は6－1で高萩市が勝利しました。
　試合後は、メッツァビレッジ内の空中アスレチック「FUNMOCK」な
どで交流し、団員・指導者ともに絆を深めました。

第40回市民ソフトボール大会
期　日：9月15日（日）【予備日：9月22日（日）】　
会　場：高浜スポーツ広場
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：3,000円／チーム
申込先：市民体育館
申込期限：9月7日（土）
問合先：高萩市体協ソフトボール部
　　　　作山　繁大（☎090-6141-6910）

第43回市民バドミントン大会
期　日：9月15日（日）
会　場：市民体育館
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：800円／人（男女ダブルス）
申込先：市民体育館
申込期限：9月6日（金）
問合先：高萩市体協バドミントン部
　　　　樫村　浩明（☎090-6035-0112）

第33回市民ゲートボール大会
期　日：9月15日（日）
会　場：本町ファミリースポーツ公園
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：2,000円／チーム
申込期限：9月7日（土）
問合先：高萩市体協ゲートボール部
　　　　板垣　伊佐美（☎23-2271）

第44回市民バレーボール大会
期　日：10月13日（日）
会　場：市民体育館
対象者：市内在住・通勤通学者（女子の部のみ）
参加料：3,000円／チーム
申込先：市民体育館
申込期限：10月3日（木）
問合先：高萩市体協バレーボール部
　　　　加藤　剛志（☎23-6160）

第71回市民ソフトテニス大会
期　日：10月20日（日）【予備日：11月3日（日）】
会　場：高浜スポーツ広場テニスコート
対象者：市内在住・通勤通学者、連盟登録者
参加料：一般男女・壮年　1,600円／ペア
　　　　高校生　　　　　   800円／ペア
　　　　中学生　　　　　   400円／ペア
申込先：高浜スポーツ広場
申込期限：10月1日（火）
問合先：高萩市体協ソフトテニス部
　　　　滝田　一雄（☎090-6497-5224）

第45回市民卓球大会
期　日：10月27日（日）　　
会　場：市民体育館
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：小学生・中学生　500円／人
　　　　高校生・一般　1,000円／人
申込先：市民体育館
申込期限：10月11日（金）
問合先：高萩市体協卓球部
　　　　八代　秀晃（☎23-2552市民体育館）

第11回市民グラウンド・ゴルフ大会
期　日：10月31日（木）
会　場：サンスポーツランド高萩
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：500円／人
申込期限：10月10日（木）
問合先：高萩市体協グラウンド・ゴルフ部
　　　　山口　猛（☎22-4865）

第3９回市民総合体育大会 各大会の参加希望者は、大会ごとの
申込期限までにお申込みください。
＊高浜スポーツ広場、市民体育館の受付は
　午前９時から午後５時まで 会場設営準備のため、関係施設と駐車場は

右記の期間中、使用できません。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご
協力をお願いします。

（今月の表紙）
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