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B.LEAGUE 2021-22シーズンが10月に開幕!!
京都ハンナリーズは、小川伸也HC体制として2シーズン目を向かえます。昨シーズンは西地区
8位と苦しい順位となりましたが、元NBAプレーヤーであるジャメル・アーティス選手らを新戦
力に加え、
『ディフェンス・リバウンド・ルーズボール』に拘るバスケで、チャンピオンシップ出場・
リーグ優勝を目指します。
また、今季は新たに#21満田丈太郎選手がキャプテンに、#11久保田義章選手が副キャプテン
に就任。
「どんな時も全力で、ハンナリーズを見てくださる方に感動してもらえるようなチームに
なれるように頑張りたい」と満田キャプテンが語るように、ハンナリーズを応援して良かったと
思っていただけるチームになるという理念も持ってシーズンに挑みま
す。
2021-22シーズンのホーム開幕戦は、10月9日(土)10日(日)vs大阪エ
ヴェッサ!!
負けられない京阪ダービーです！たくさんの応援お願いいたします！

■ ホーム試合日程

会場：京都市体育館

10月 9日(土)18:05‑ 10月10日(日)14:05‑ vs 大阪エヴェッサ
10月16日(土)18:05‑ 10月17日(日)14:05‑ vs 滋賀レイクスターズ
11月10日(水)19:05‑ vs 富山グラウジーズ

私たちはスポーツ振興くじ
助成を受けています。

東京2020パラリンピック聖火フェスティバル（採火式）
東京2020パラリンピック聖火フェスティバルが８月16日（月）、向日市役所本館エントランス前で行われました。採火式で
は向日市特産の孟宗竹（もうそうちく）を使って火おこしが行われ、火はランタンに集められました。ランタンの火は、京都府
内16市町で採火された火と一つになり、パラリンピック開催地の東京へ送り出されました。
なお式典は、新型コロナウイルス感染症対策のため無観客で行われ、感染防止に十分配慮しながら実行委員会などの関
係者のみで開催されました。
向日市を含む各地から集まった聖火のもと８月24日から９月５日に日本で57年ぶりに開催されたパラリンピックで日本選手
が大活躍しました。

©KyotoHannaryz/B.LEAGUE

第47回 向日市民文化展

市民の皆さんが創作した絵画、書、手工芸、写真などの作品を展示する「第47回向日市民
文化展」がイオンモール京都桂川で開催されます。さまざまな技やアイデアが込められた
作品をじっくりと鑑賞してみませんか。

日時

11月５日(金)〜７日(日)

会場

イオンモール京都桂川３階イオンホール（京都市南区久世高田町376-1）

主催

向日市中央公民館

注意

公益財団法人向日市スポーツ文化協会

TEL：
（075）932 5011

FAX：
（075）934 1657

つま先立ちなどをすることで体軸が強くなり、
バランス感覚を強化して正しい姿勢を身に付けます。

10月20日、27日、11月10日、17日、24日

場

所

向日市民体育館

定

員

8名（先着順）※4名以下の場合中止

対

象 年中から小学3年生まで

各日16：30〜17：30

参加費 4,000円

持ち物等 運動できる服装

その他

別途バレエシューズの購入が必要

申込方法

電話075-932-5011（向日市民体育館）

注意
私たちはスポーツ振興くじ
助成を受けています。

向日市スポーツ文化協会

子どもはじめてバレエ

日 時
日

〈発 行〉

後援

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止する場合があります。予めご了承ください｡

水曜日
全5回

〒617-0003
向日市森本町小柳23番地の１
向日市民体育館内

午前10時〜午後６時（最終日は午後３時まで）

申込み 10月2日(土) 9時から

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止または、日程変更される場合があります。予めご了承ください｡

向日市の小・中学生活躍する！

向日市内の小・中学生がそれぞれの競技において好成績を収め、水泳・陸上・卓球・体操・新体操・硬式テニスの選手
が８月に行われた近畿大会に出場しました。また、新体操・空手の選手は11月に行われる全国大会へ出場します。
令和３年度近畿中学校総合体育大会出場
府大会 ◆水泳（個人）200ｍ個人メドレー
有本 悠夏
中２ 勝山中学校
4位

府大会 ◆卓球（個人）
7位
久保田 千翔 中２

府大会 ◆水泳（個人）400ｍ・1500ｍ自由形
４位･2位 岩鼻 悠輝
中２ 西ノ岡中学校

団体総合 ◆体操男子（団体）
2位
福田 悠斗
中３

中川 寛
河村 勇権
磯谷 成穂
成瀨 洋太郎
嶋田 翔太

府大会 ◆水泳（団体）4×100mフリーリレー
3位

山口
岩鼻
井
油谷

雄毅
悠輝
琉叶
壮一郎

中１ 西ノ岡中学校
中２ 西ノ岡中学校
中１ 西ノ岡中学校
中３ 西ノ岡中学校

府大会 ◆陸上（個人）走高跳
3位
星本 衣月
中２ 勝山中学校

中３
中３
中２
中２
中２

個人総合 ◆新体操（個人）
3位
舘 千陽
中１
府大会
3位

向日市バドミントン協会のあゆみ

勝山中学校

勝山中学校
勝山中学校
勝山中学校
勝山中学校
勝山中学校
勝山中学校

第39回全日本ジュニア
新体操選手権大会

西ノ岡中学校

第15回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会

◆硬式テニス（個人）シングル
大勝 弘喜
中３ 勝山中学校

◆新体操
福田 悠斗 中３
勝山中学校

◆空手
平尾 太一 小６ 第４向陽小学校
西野 信次郎 小６ 第４向陽小学校

東京2020オリンピック射撃競技（25ｍRFP出場）

吉岡 大選手（向日市在住）の活躍 ８位入賞!!

【競技経過】

【田村監督（寺戸町在住）の談話】

京都国体前の昭和60年に向日市バドミント
ン協会は設立、現在は加盟5クラブ、会員は101
名で設立36年となりました。
競技力の向上・ジュニア層の育成にも力を入
れ、
「向日市少年少女バドミントン教室」では協
会メンバーが指導にあたっております。
この活動が評価され、平成３年には文部大臣
表彰を受けました。
協会には初心者からアスリートまで幅広くメ
ンバーがいます。
バドミントンをやってみたいと思われる方は、
是非一度ご参加ください。皆さまのお越しをお
待ちしております。
向日市バドミントン協会では、小学生から大
人まで参加できるバドミントン大会を開催して
います。令和３年度下半期の大会予定は下記の
とおり。

向 日 市

懐かしの

スポーツ風景

昭和63年10月に開催された京都国体にソウルオ
リンピック体操競技でめざましい活躍で銅メダルを
取った池谷幸雄と西川大輔の高校生コンビが、向日
市民体育館にやってきました。
当時”超人気”選手でしたので、試合出場前日か
ら徹夜組も含め開場前に2,000人あまりのファンが
つめかけました。
現 在のコロナ禍とは大違いの超満員の観覧席で
す。当館のトイレ洗浄水は雨水利用を採 用していま
すが、これだけの観客が常にトイレを利用されるの
で、洗浄水用水槽が見る見る減って、急 遽消防ポン
プ車を使って水を洗浄水用水槽へ補給したというエ
ピソードが残っています。

大会内容

日 程

25mラピットファイアピストルは、25m先の直径50cm（10点圏は直径10cm）の
5つの標的を8秒、6秒、4秒と短い制限時間内に５発ずつ連続して撃ち、２回繰り返
して１シリーズ30発を２日間にわたり実施する競技です。
600点満点で競い、上位６名がファイナル（決勝）に進出する。

8/1（日）予選ステージ１において290点 ９位
8/2（月）予選ステージ２において292点 合計582点

向日市スポーツ文化協会の
加盟団体紹介

10月24日
（日） 第３０回クラブ対抗リーグ戦
第１回西の丘カップ記念

11月21日
（日） 京都府小学生バドミントン大会団体戦

８位
【写真:日本ライフル射撃協会

提供】

地元の皆様から熱い応援をいただき、心より感謝いたします。
初めてのオリンピックでの極限の緊張状態の中で冷静に対応し、良く頑張ったと思います。彼の持つ能力、実力であれば、世界の
強豪選手とメダル争いができると思っています。
2024パリオリンピックでは、メダルを必ず獲得しますので、引き続き、努力する吉岡選手への応援をよろしくお願いいたします。

向日市ワイワイスポーツクラブ コロナ禍の活動！ 再開するも中断相次ぐ！
会員の皆様から再開を待ち望まれていた向日市ワイワイスポーツクラブは、令和３年４月から活動を再開しましたが、新型コロナウイルス感染症
の拡大により緊急事態宣言が発出されたため４月25日から６月30日まで活動を中断、改めて７月から再開することになりました。しかし感染「第５
波」の到来に伴い４度目の緊急事態宣言が発出され、残念ながら活動を中断しました。この宣言も感染収束が確認できなければ延長されることが
予想されます。活動を再開するためにも、1日でも早く感染の抑え込みを図る必要があると考えます。クラブでは、参加者全員の体温測定・手指消
毒・マスク着用を確認、使用する器具類も指導者と参加者が協力し、消毒をしっかり行っています。皆様のご協力により「安心・安全」にスポーツを
楽しんでいただくことが出来ることを願っています。今後のイベントは11月に「秋ハイキング」、３月には「ボウリング大会」を予定しています。
クラブの再開時には、ホームページ等でご連絡させていただきますので、ご確認くださいますよう宜しくお願いいたします。

第１７回向日市オープン
1月16日
（日） 小学生バドミントン大会
3月 5日
（土） 第２８回向日市オープン
6日
（日） バドミントン大会
【注意】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を
中止する場合があります。予めご了承ください｡

令和３年度公益財団法人
京都府スポーツ協会表彰
功労者の部「有功賞」

「京都府スポーツ協会表彰」は京都府のスポーツの発展に功績のあった方や、昨年度の
国際的、全国的な競技会において優秀な成績を収められた方に贈られます。向日市では、
お二人が受賞されました。心よりお祝いするとともに今後のご活躍を祈念いたします。

伊藤 昌也さん（寺戸町在住）は、中学教諭としてバスケット
ボール部顧問を長年務められる一方、府バスケットボール協会
の指導者養成部長として、バスケットボールの発展、強化の要
としてご活躍されています。

「奨励賞」

谷口 かつ子さん（寺戸町在住）は、永年に渡り京都府民総合
体育大会ソフトテニス競技において模範となる活躍をされまし
た。現在も週に２回、向日市民体育館で練習に励んでおられ
ます。

スポーツ文化協会からのお知らせ

会場受付で手の消毒と検温をする様子

マスクを着けてプレー

ホームページアドレス
http://www.waispo.com/

「 向日市スポーツ交流フェア 」・「 地区体育祭 」について

令和３年11月23日（祝）に開催を予定しておりました「向日市スポーツ交流フェア」は、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たず、参加
者及び関係者の皆さまの健康と安全を第一に考え、中止することになりました。また、
「地区体育祭」についても同じく新型コロナウイルス感染症
の収束の見通しが立たないため、全地区が開催を中止されました。

