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　１頁／　全８頁

連盟事務局経由連合事務局　御中 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

　トヨタ自動車九州　陸上競技部

① 活動名 赤間コミュニティセンター 実施日/期間

「ラジオ体操＆軽トラ朝市」

地元のコミュニティセンターで毎年開催の「ラジオ体操＆軽トラ朝市」に６選手が参加

地域の皆さん約２００人と一緒に体操をしたあと、サイン色紙を３０枚プレゼントしました。

② 活動名 第12回森下広一杯八頭町マラソン 実施日/期間

森下監督の地元（鳥取県八頭町）で開催される大会（ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ、１０ｋｍ、５ｋｍ、３ｋｍ、ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝ）

例年、森下監督が参加。今回はメキシコ五輪マラソン銀メダリストの君原健二さんも参加し、

五輪メダリストの競演が実現。トヨタ九州陸上競技部OBの大津誠選手も参加しました。

③ 活動名 宮若市立宮田南小学校 実施日/期間

「陸上教室」

会社近くの宮田南小学校で選手・スタッフ全員が参加して「陸上教室」を開催

全校児童を対象に鬼ごっこ的なゲームをまじえながら走ることの楽しさを伝えました。

④ 活動名 第２回 Dream Run スクール for 2020 実施日/期間

鹿児島で開催のイベントに鹿児島出身の坂本選手とOBの加藤選手が参加。

トークイベントと小学生200人を対象とした陸上教室を猫ひろしさんらと一緒に行いました。

⑤ 活動名 福岡県立柳河特別支援学校 実施日/期間

「持久走大会」

柳川市にある柳河特別支援学校の「持久走大会」にスタッフ２人と選手７人の計９人が参加。

ハンディキャップのある子どもたちを励ましながら伴走しました。

⑥ 活動名 福岡県立視覚特別支援学校 実施日/期間

「持久走大会」

筑紫野市にある視覚特別支援学校の「持久走大会」にスタッフ３人と選手１０人の計１３人が参加。

ハンディキャップのある子どもたちを励ましながら伴走しました。

⑦ 活動名 Genkaiアスリートクラブ 実施日/期間

福岡教育大学のマルチグラウンドで中学生以上の市民ランナー約７０人の会員を対象に

年４８回の練習会を実施。毎回スタッフ＆選手が数人参加。

年１回はスタッフ・選手全員が参加して最大１７ｋｍを走るイベントも実施しています。

通年

2018年2月9日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者

2017年7月30日

2017年10月10日

2017年10月26日

2017年11月25日

2017年12月8日

2018年1月16日
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①赤間コミュニティセンター「ラジオ体操＆軽トラ朝市」 （２頁／全８頁） 
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②第１２回森下広一杯八頭町マラソン  （３頁／全８頁） 
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③宮若市立宮田南小学校「陸上教室」  （４頁／全８頁） 
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⑤福岡県立柳河特別支援学校「持久走大会」  （６頁／全８頁） 
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⑥福岡県立視覚特別支援学校「持久走大会」  （７頁／全８頁） 
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⑦Genkaiアスリートクラブ   （８頁／全８頁） 
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1　　頁／　2　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

メモリード女子陸上競技部

① 活動名 実施日/期間

長与町ロードレース大会

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

・地域活性化の一助と日頃の応援に対する御礼

〈実地内容〉小学校各学年、男子の部 女子の部のレースの伴走をさせていただいています。

速い子にはより速く走ることができるよう、苦手な子には声掛で完走できるよう努めています。

〈成果〉子供たちがより陸上競技を楽しいと思ってくれたり、魅力のある競技だということに気づき、陸上競技

人口の底上げになればと思っての取組みです。

大会関係者より伴走をはじめてから、子供たちのタイムが上がったとの声もいただきます。

② 活動名 実施日/期間

港まつり（先賢行列）の参加

概要・活動の狙い(自由記述)

・地域振興

毎年7月に長崎港で行われる港まつりでは、先賢行列という踊りの大会で盛り上がります。

子供から大人まで所属チームごとにアレンジを加えながら先賢行列を踊りますが、私たちも会社を代表して

参加させていただきます。最後には花火が上がり、華やかでとても盛りあがる地域を上げてのイベントです

ので、経済効果も大きく、県内への観光客の集客に一役立てたらと思って参加しております。

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

平成30年3月5日

平成30年1月21日

平成29年7月30日

報告チーム

or報告者
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2 　　頁／　2　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

メモリード女子陸上競技部

① 活動名 実施日/期間

長崎ベイサイドハーフマラソン　ゲストランナー

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

・地元開催のマラソン、ウォーク大会のお手伝い

〈実地内容〉開会式・閉会式での挨拶をさせていただくほか、

ハーフマラソンを走り、市民ランナーの皆様に声掛をさせていただきました。

ゴール地点に到着後は何度も折り返し、最終ランナーの方がゴールされるまで、伴走や応援を繰り返しました。

また、閉会式後のセレモニーのくじ引き大会ではくじを引かせていただいたり、景品の授与をさせていただき

ました。

〈工夫〉1人でも多くの方が時間内に完走し、走る喜びを味わえるよう、コースの途中のすれちがい様や、

ゴール手前で往復している時は、できる限り多くの人に声をかけ、動けない方の背中をさすったり、押したり

ポジティブな言葉をかけたりするようにしました。

〈成果〉大会後のアンケートでは、ゲストランナーの応援で頑張れたという意見が非常に多かったので、

ぜひまた来年もという嬉しいご連絡をいただきました。

長崎を代表するロードレースで、地元の陸上部として良い仕事ができたのではないかと思います。

② 活動名 実施日/期間

精霊流し

概要・活動の狙い(自由記述)

・地域振興

毎年お盆に行われる、長崎伝統の行事、精霊流しで、一般社員やお客様とともに精霊船を引きながら街を

歩きます。亡くなった方の魂を盛大に送りだす、遺族の方にとってはとても重要な行事です。

毎年沢山の船が出されますが、年々引き手がいないとの理由で精霊船を出せない遺族の気持ちを汲み、

会社で「もやい船」を出させていただいていますが、８連～10連と非常に長く重い船となるため、沢山の

引き手が必要となります。私たち陸上部も少しでも地域の皆様の助けとなるよう、地元の伝統を守り伝えて

いけるようお手伝いさせていただいています。

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

平成29年8月15日

平成30年3月5日

報告チーム

or報告者

平成29年11月19日
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2018/2/1

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

旭化成延岡陸上部

① 活動名 実施日/期間 2017/5/6

地域スポーツ普及活動（選手・スタッフ派遣）

概要・活動の狙い(自由記述)

■概要：2017/5/6に開催された、「ゴールデンゲームズin延岡」に選手・スタッフを審判とし参加。

■活動の狙い：地域貢献活動。（地域スポーツの普及活動）

■対象者：旭化成延岡陸上部　選手・スタッフ

■人数：選手1名、スタッフ2名

■具体的実施内容

「ゴールデンゲームズin延岡」に審判とし参加し、大会の運営を実施。（表彰担当とし参加）

■取り組み時に工夫した事

大会自体の運営がスムーズにいくように、他審判員と入念な打ち合わせを実施。

■成果

表彰式がスムーズにいき、大会の運営に貢献することが出来た。

② 活動名 実施日/期間 2017/10/9

陸上教室開催（地域貢献活動）

概要・活動の狙い(自由記述)

■概要：2017/11/23に開催された、「第54回九州実業団毎日駅伝競走大会」の事前合宿を

　　　　　 宮崎県美郷町で開催実施。合宿最終日に地域貢献活動とし、美郷町の小中高生を

　　　　　 対象に陸上教室の開催。

■活動の狙い：地域貢献活動。（地域スポーツ普及活動）

■対象者：宮崎県美郷町の小学生・中学生・高校生

■具体的実施内容

小中高生と当部選手、全員で体操・ウォーミングアップ後、チーム分けをしミニ駅伝を実施。

ミニ駅伝後は、順位毎に賞品の贈呈を実施。

（旭化成賞品・株式会社明治賞品・デサントジャパン（株）賞品等）

当部選手により体幹トレーニングの説明・実際にトレーニングを実施。

陸上教室の最後には株式会社：明治様より、講師をお招きし、栄養セミナーの開催。

■取り組み時に工夫した事

説明時は小中高生にも分かりやすく、理解してもらえるように説明の仕方を工夫。

賞品も多数・種類も多く準備を実施。

■成果

参加いただいた小中高生に非常に喜んでいただくことが出来、合宿後、地域の大会で

陸上教室の際に贈呈した賞品を使用している中学生もおり、陸上教室を通じて

地域貢献に繋がる活動が出来た。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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③ 活動名 実施日/期間 2018/1/7～8

地域スポーツ普及活動（選手・スタッフ派遣）

概要・活動の狙い(自由記述)

■概要：2018/1/8に開催された、「第8回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会」で各市町村へ

　　　　　 選手・スタッフの派遣を実施。

■活動の狙い：地域貢献活動。（地域スポーツの普及活動）

■対象者：旭化成延岡陸上部　選手・スタッフ

■人数：選手10名、スタッフ2名の派遣

■具体的実施内容

各市町村より、選手・スタッフの派遣要請があり、派遣を実施。各市町村代表として大会に参加。

■取り組み時に工夫した事

各市町村の順位向上の為、メンバー決め・区間配置の考慮。

■成果

当部選手の派遣により、順位の向上や数年連続での入賞等、各市町村の貢献活動が出来た。

④ 活動名 実施日/期間 2018/1/14

地域貢献活動（ロードレース大会のゲストランナー）

概要・活動の狙い(自由記述)

■概要：2018/2/4に開催される、「第72回南九州駅伝競走大会」の事前合宿として宮崎県延岡市北川

　　　　　 で開催実施。「七福神若鮎ロードレース大会」にゲストランナーとし参加。

■活動の狙い：水害地域の活性化。地域貢献活動の実施。

■対象者：旭化成延岡陸上部　選手・スタッフ

■人数：選手11名、スタッフ5名

■具体的実施内容

水害にて被災された地域の活性化とし、ロードレース大会にゲストランナーとし参加実施。

10kmの部に全選手参加。2km、5kmの部にスタッフ参加。

■取り組み時に工夫した事

賞品の提供。小学生の部にスタッフが参加し、声をかけながらの参加。

■成果

水害にて被災された地域の活性化が出来、大会自体を盛り上げることが出来た。

⑤ 活動名 実施日/期間 2018/2/25

地域貢献活動（予定）

概要・活動の狙い(自由記述)

■概要：2018/2/25に毎日駅伝事前合宿をさせていただいた、宮崎県美郷町で開催される、

　　　　　「ロードレース大会in百済の里」へ参加予定。

■活動の狙い：地域貢献活動。（地域スポーツの普及活動）

■対象者：旭化成延岡陸上部　選手・スタッフ

■人数：選手11名、スタッフ2名

■具体的実施内容

ハーフマラソンの部に全選手、5kmの部にスタッフの参加し、毎日駅伝事前合宿でお世話になった

美郷町の活性化。

■取り組み時に工夫した事

賞品の提供。大会運営の手伝い。（抽選会等）
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日 2018年1月30日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

安川電機小倉

① 活動名 実施日/期間 2018年1月21日

駅伝の沿道係員

概要・活動の狙い(自由記述)

選抜女子駅伝北九州大会の沿道係員

１名

報酬は１５００円

② 活動名 実施日/期間 2017年6月24日、10月1日

小学生のスポーツ大会手伝い

概要・活動の狙い(自由記述)

6/24　北九州市立黒崎中央小学校の相撲大会

10/1　八幡西区西鳴水貴船神社の相撲大会

土俵整備と主審を担当

１名参加

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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　　頁／　　枚中の

連盟事務局経由連合事務局　御中 報告日

*後日、確認の連絡を入れる場合がありますのて゜記入者名と連絡先は必ず記入してください

① 活動名 実施日/期間

小学校での走り方教室

概要・活動の狙い(自由記述)

*対象者、人数、具体的実施内容、取組み時に工夫した事、成果などを記載ください。

*活動が分かる資料があれば、PDF等により別紙添付してください。

概要 ：

参加者 ： 陸上部スタッフ2名、選手3名

対象者 ： 北九州市立ひびきの小学校　6年生　83名

内容 ： 北九州市内で行われる小学校対抗の陸上大会に向けて、走り方の基本動作の指導

添付資料 ： コーディネーターの方に頂いた、活動風景の写真集を添付致します。

② 活動名 実施日/期間

山口県防府市陸上教室

概要・活動の狙い(自由記述)

概要 ： 合宿地である山口県防府市の体育協会より依頼を受け、陸上教室に参加

参加者 ： スタッフ2名、選手5名

対象者 ： 防府市の小学生1年生～6年生　約80名

内容 ： 準備体操や400m～1000m走を一緒に実施

③例目以降についてはこの様式を写してご記入ください。

2018年2月19日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者 黒崎播磨

2017/9/26

2017/11/8

北九州活性化協議会、小学校応援団より依頼を受け、走り方教室を実施
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    小学校応援団 走り方教室 ひびきの小学校 写真集 
 
               ２０１７年９月２６日 コーディネーター伊藤 学 
 

 

 

25



 

 

 

 

26



連盟事務局経由連合事務局　御中 報告日

① 活動名
　　　　　　燃ゆる感動かごしま　スポーツフェスタ

実施日/期間　　　平成29年9月9日（土）10:00～16:30

平成30年3月5日（月）

社会貢献活動報告書

報告チーム 鹿児島銀行

　
概要・活動の狙い

　2020年国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の鹿児島県開催決定を記念して、「燃ゆる感動かごしま
スポーツフェスタ」が鹿児島アリーナで開催されました。様々な競技種目の体験コーナーがあり、その中の陸
上競技コーナーを当行の陸上部が担当いたしました。当行から部員6名が参加し、子どもたちに陸上競技の
楽しさを知ってもらうために、「陸上教室」を開講いたしました。

１．イベント名　　　　燃ゆる感動かごしま　スポーツフェスタ
２．会場　　　　　　　 鹿児島アリーナ
３．対象者　　　　　　小・中・高校生
４．人数　　　　　　　 約200名　（当行の部員6名が指導）
５．実施内容
　秋の運動会シーズン前ということもあり、「速く走るための陸上教室」と題して開講しました。中身としては、
①怪我予防の体操②動的ストレッチの紹介③ミニハードル・ラダーを用いたトレーニング④スタートダッシュ
⑤質問タイムの5つの項目で実施しました。①～⑤を1つサイクルとし、１～２０名ずつ来場された順に、15分
程かけて指導しました。
６．工夫した点
　対象者のほとんどが陸上競技の経験がなかったので、動的ストレッチやミニハードルなどを行う際に、正し
いやり方や目的、効果をしっかりと説明をしながら実施しました。また言葉の説明だけでなく、同じ動きを対
象者の横や前に立って行うことで、より分かりやすく指導できました。
７．成果
　陸上教室は200名近い参加があり、予想を超える盛況振りでした。秋の運動会シーズンを前に、子どもた
ちは真剣な表情で取り組んでいました。参加した部員も子どもたちとふれあう事で、陸上を純粋に楽しむ気
持ちや初心を思い出すきっかけとなり、とても充実したイベントとなりました。
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②

概要・活動の狙い

　3月4日に開催される「明治維新150周年記念鹿児島マラソン2018」の参加者を対象に、鹿児島マラソンオ
フィシャルアドバイザーの千葉真子さんを講師として迎え、本番に向けた実践的なランニングクリニック「千
葉ちゃん流　走る裏ワザ教えます！」が開講されました。当行の陸上部が講師のサポート役としての依頼を
受け、部員5名が参加いたしました。

１．イベント名　　　鹿児島マラソンランニングクリニック
２．会場　　　　　　 鹿児島県立鴨池補助競技場
３．対象者　　　　　鹿児島マラソン2018の参加者
４．人数　　　　　　 １２０名　（当行の部員5名がサポート）
５．実施内容
　鹿児島マラソン参加者を対象に、大会2か月前からの練習方法や理想的なフォームなどを千葉真子さんが
指導し、部員たちは参加者の前に立って見本となり、ペース走では各グループに分かれてペースメーカーを
行いました。中身としては、①準備体操②走る姿勢づくり（動きづくり）③5㎞走＋1km走④筋力トレーニング
⑤質疑応答の5項目で実施しました。
６．工夫した点
　参加者の競技歴や年齢、自己ベスト等は様々だったので、前に立って見本となるだけではなく、それぞれ
個人のレベルに合わせてアドバイスすることを心がけました。中にはシューズ選びや練習方法を質問される
方もおりましたので、これまでの競技経験などを活かし丁寧に答えるようにしました。
７．成果
　昨年に続いて2回目のサポート役としての参加となりました。千葉真子さんのプロの指導を間近で見ること
ができ大変勉強になりました。また、イベントの冒頭では選手1人1人の紹介等もして頂き、中々地域の方々
と接する機会が少ないので、身近に当行のような実業団チームがあるという事を知って頂く良い機会にもな
りました。

活動名
　　　　　　鹿児島マラソンランニングクリニック
　　　　　「千葉ちゃん流　走る裏ワザ教えます！」

実施日/期間　　　平成30年1月6日（土）9:30～11:30
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　　1頁／2枚中の

連盟事務局経由連合事務局あて 報告日

新日鐵住金㈱大分製鐵所 陸上部

陸上部マネージャー兼コーチ/田中 繁

① 活動名 実施日：2017年9月17日

【新日鐵住金陸上教室】

（近隣小学校の地域貢献活動）

新日鐵住金陸上教室について

1、概要

　地域貢献活動として、１９９６年から運動会前の近隣小学生向けに「陸上教室」を毎年9月に開催

　している。”速く走れる方法を教えます！”をテーマに陸上部員が手本を見せ、腕の振り方、スタート

　の仕方等”速く走るコツ”を教え、走ることの楽しさを知ってもらい、「運動会」でいい結果が出るように

　指導している。（近年の参加者平均人数：約５００名）

2、参加対象

　会社近隣及び大分銀行ドーム周辺小学校15校の小学生(1年～6年生）

　　※近年好評につき、幼児参加希望も増え親同伴であれば可としている。

3、開催日時

　2017年9月17日　9時～12時　（昨年の参加実績：雨の中350名）

4、活動の狙い

　「陸上競技の普及促進活動」

　①この教室をきっかけに、走ることの楽しさを知ってもらい陸上競技に興味を持ってもらう。

　②”速く走るコツ”を教え、子供たちが実践することでコツをつかんでもらう。

　③各学校間の仲間づくりや交流の機会を与える。

5、活動の成果

　この教室から陸上に興味を持ち、のちに大分県を代表する選手も多数出ている。

　　　　　　　　　(陸上教室の案内）    　　　　　　　　　（大銀ドーム室内練習場）

2018年2月22日

社会貢献活動報告書

報告チーム

or報告者
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　　2頁／2枚中の

② 活動名 実施日：2017年9月9日

【わいわい夢クラブ陸上教室】

わいわい夢クラブ陸上教室について

1、概要

　隣接小学校からの依頼で、2010年から 毎年9月に開催。

　運動会に向けて、運動の苦手な子供でも、短距離走を　　　　　　　　

　”速く走れる”コツを各学年、児童にあった指導をしている。

　（近年の参加者平均人数：約80名） 　（東大分小学校グラウンド）

2、参加対象

　東大分校区・城東校区・舞鶴校区の小学校

 　3校区に在住する小学生(1年～6年生）

3、開催日時

　2017年9月9日土曜日（昨年の参加実績：60名）

4、活動の狙い

　①走ることの楽しさを知ってもらう。

　②各学校間の仲間づくりや交流の機会を与える。

5、活動の成果

　この教室から陸上に興味を持ち、のちに大分県を代表

　する選手も多数出ている。

③ 活動名 実施日：2017年10月12日～19日（計5回）

【大分市立津留小学校体育授業】

大分市立津留小学校体育授業派遣/講師について

1、概要 　　　　　(学校体育指導計画書）

　大分っこ体力アップわくわく事業の取り組みで、津留小学校より

　ハードル走の技術の習得（全員跳べるようにする）及びリレーの

　効率的バトンパスの技術を身に付ける指導を依頼された。

2、対象

　大分市立津留小学校　　3、4年生　140名

3、開催日時

　2017年10月12日～19日（実績：計5回実施）

4、活動の狙い

　①ハードル走の技術の習得（全員跳べるようにする）

　②リレーの効率的バトンパスの技術を身に付ける。

5、活動の成果 　　　　 （津留小学校体育館）

　140名全員が小学生ハードル（高さ55㎝）を跳べるようになった。

（近隣小学校の地域スポーツ普及活動）

（学校体育授業への講師派遣）

大分市立津留小学校指導計画
（大分っこ体力アップわくわく事業）

１.実施種目 陸上競技

２.指導者 新日鐵住金陸上競技部コーチ

３.指導日時 平成２９年１０月１２日～２３日（計５回）

４.場所 大分市立津留小学校（運動場・体育館）

５.対象者 大分市立津留小学校　３年生～４年生児童　計４クラス）

６.実施方法 各学年計５回程度正しい走り方を指導する。リレー、ハードル等。

７.練習目的 短距離走の効率的な走り方・速く走るための正しいフォームを身に付ける。

８.指導内容 陸上競技の指導

【指導目標】

①遊びにつながる動きづくりを取り入れ、運動に対する興味を持たせる。

②運動量を確保した体育学習を行い、基礎体力及び瞬発力の向上を目指す。

③正しい姿勢で、体の使い方や動かし方について学び、走力（スピード持続）の向上を目指す。

９.日程 役割分担表

   月日（曜） １校時 ２校時 ３校時 ４校時

１回目 8：45～9：30 9：35～10：20 10：40～11：25 11：30～12：10

4年1組 4年2組 3年1組 3年2組

２回目 8：45～9：30 9：35～10：20 10：40～11：25 11：30～12：10

4年2組 4年1組 3年1組 3年2組

３回目 8：45～9：30 9：35～10：20 10：40～11：25 11：30～12：10

3年1組 3年2組 4年1組 4年2組

４回目 8：45～9：30 9：35～10：20 10：40～11：25 11：30～12：10

3年1組 3年2組 4年1組 4年2組

５回目 8：45～9：30 9：35～10：20 10：40～11：25 11：30～12：10

3年1組 3年2組 4年1組 4年2組

１０.単元計画 １回目

・ゲーム的要素を取り入れたかけっこや鬼ごっこを行い、運動の楽しさを教える。

　（カモン、じゃんけんゲーム、四角リレー等）

・走の基本練習：正しいフォームを身につける。（基本動作：ﾐﾆﾊｰﾄﾞﾙやﾗﾀﾞｰを使って）

・小学生ハードルを使った動きづくり。（柔軟性や巧緻性、調整力/ﾊﾞﾗﾝｽとﾘｽﾞﾑを身に付ける）　

２回目、３回目

・リレー練習：ﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽの基本（その場ﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽ、ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞでのﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽ、快調走でのﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽ等）

・走の基本練習：速く走るためのドリル練習（地面に力を加える動きづくり：ﾐﾆﾊｰﾄﾞﾙ使って）

・スタートの基本（いろんな姿勢からのｽﾀｰﾄ：片手付きｽﾀｰﾄ、腕立てｽﾀｰﾄ、ｸﾗｳﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰﾄ他）　

４回目

・小学生ハードルを使った動きづくり。（柔軟性や巧緻性、調整力/ﾊﾞﾗﾝｽとﾘｽﾞﾑを身に付ける）　

５回目

・短距離走の通し練習（ハードル走、リレー競走）

以上

10月19日(木)

（4年1組：41人、4年2組：40人、3年1組：30人、3年2組：30人）

10月12日(木)

10月13日(金)

10月16日(月)

10月17日(火)
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