
スポーツ特集

第1879号

 2018年 

3/1
（平成30年）

号

発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分～午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

●男女平等参画都市宣言
●非核平和都市宣言
●青少年健全育成都市宣言
●交通安全都市宣言

市
の
宣
言

町田市
ホームページ
QRコード

ＡＳＶペスカドーラ町田がＦリーグ準優勝!

準優勝報告
　昨年６月１０日に開幕したＦリーグ２０１７－２０１８シーズン
は、１月２０日、２１日にプレーオフ決勝が行われ、すべての日程
が終了しました。
　ＡＳＶペスカドーラ町田は、昨シーズンに引き続き好調を維
持し、ホームゲームの１１試合を負け無しで終えるなど、サポ
ーターの声援に応える戦いを繰り広げました。その結果、レギ
ュラーシーズンをリーグ２位で終え、プレーオフに進出し、決
勝戦までコマを進めました。
　チーム一丸となってプレーオフ決勝に臨みましたが、残念な
がら昨年と同じ準優勝でシーズンを終えることになりました。
　今シーズンは昨年を上回る大勢のサポーターの皆さんに、
ホームアリーナである市立総合体育館で熱い声援をいただき
ました。来シーズンの優勝へ向けて、引き続き応援をよろしく
お願いします。
　来シーズンの日程については、ＡＳＶペスカドーラ町田公式
ホームページに５月ごろ掲載予定です。

第２３回全日本フットサル選手権大会に挑みます！
　全日本フットサル選手権大会は、プロ・アマチュア問わず、
国内すべてのフットサルチームを対象とし、フットサルの日
本一を決定する大会です。
　今シーズンのＦリーグをリーグ戦２位で終えたペスカドー
ラ町田は、この大会にシードとして参加し、決勝ラウンド〔３
月９日㈮～１１日㈰、会場：駒沢オリンピック公園総合運動場体
育館〕から登場します。
　第２１回大会で果たした優勝を目指して頑張りますので、応
援をよろしくお願いします。

　市立総合体育館を本拠地にしているＡＳＶペスカドーラ町田は、市が応援するホームタウンチームの一つで、日本最
高峰のフットサルリーグである「Ｆリーグ」に所属しています。今シーズン、ＡＳＶペスカドーラ町田はＦリーグ準優勝を
果たしました。

■リーグ順位表（試合数３３）
順位 チーム名 勝点 勝 負 引分 得失点差 備考
１ 名古屋オーシャンズ ８２ ２７ ５ １ ９７

プレーオフ
進出

２ ＡＳＶペスカドーラ町田 ７１ ２１ ４ ８ ４１
３ 湘南ベルマーレ ７０ ２３ ９ １ ５２
４ フウガドールすみだ ６５ ２０ ８ ５ ３８
５ シュライカー大阪 ６０ １９ １１ ３ ４１
６ 府中アスレティックＦＣ ６０ １８ ９ ６ １７
７ バルドラール浦安 ４１ １２ １６ ５ －１５
８ アグレミーナ浜松 ２６ ７ ２１ ５ －４２
９ ヴォスクオーレ仙台 ２６ ８ ２３ ２ －６１
１０ エスポラーダ北海道 ２４ ６ ２１ ６ －５８
１１ デウソン神戸 ２１ ４ ２０ ９ －５７
１２ バサジィ大分 １９ ４ ２２ ７ －５３

問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

優勝

Final

Semi Final

1st Round 1st Round

名古屋
オーシャンズ
（リーグ戦1位） ASVペスカドーラ町田

（リーグ戦2位）

シュライカー
大阪

（リーグ戦5位）

湘南
ベルマーレ

（リーグ戦3位）

フウガドール
すみだ

（リーグ戦4位）

※引き分けの場合は
　リーグ戦上位クラ
　ブが勝者となる

■プレーオフ結果表

1月13日　2－21月13日　3－2

1月14日　3－2

1月20日　4－2
1月21日　6－2

ホームタウンチーム
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スポーツトピックス 問スポーツ振興課☎７２４・４０３６

日大三高が２年連続「春の甲子園」出場決定!
市庁舎で壮行会を開催します!
　３月２３日に開幕する第
９０回記念選抜高等学校
野球大会に、日本大学第
三高等学校が出場しま
す。同大会は全国から選
出された３６校によって行
われ、同校は２年連続２０
回目の出場となります。
　皆さんの熱いエールを
お願いします。
日３月１４日㈬午前８時５０分～９時１０分（予定）
場ワンストップロビー（市庁舎１階）

ＦＣ町田ゼルビアの開幕戦で大型映像装置をお披露目します!
　日本プロサッカーリーグのＪ２リーグに所属するＦＣ町田ゼルビアも、市に本拠地を置
くホームタウンチームとして活躍しています。２０１８シーズンは２月２５日に開幕し、ホー
ム開幕戦は３月４日㈰午後２時キックオフ、相
手は昨年までＪ１リーグに所属していた大宮
アルディージャです。
　また、市立陸上競技場の既存電子掲示板の
老朽化対策を目的とした、フルカラービジョ
ン大型映像装置の整備が完了し、今シーズン
から迫力あるプレーを楽しめるようになりま
す。開幕戦当日午後０時３０分から除幕式を行
いますので、ぜひこの機会にご来場下さい（入
場には観戦チケットが必要）。
※試合情報は、ＦＣ町田ゼルビア公式ホームペ
ージをご覧下さい。

種　目 事　業　名 開　催　日 申　込　締　切
空手 ジュニア空手道教室 ①５月１９日㈯②８月１９日㈰ ①当日まで②７月１日～当日

アーチェリー

アーチェリー講習会 ４月７日㈯、２２日㈰、５月１２日㈯、２７日㈰、６月９日㈯、２４日㈰、７月１４日㈯、２２日㈰、８月
１１日㈷、２６日㈰、９月８日㈯、２３日㈷ いずれも当日まで

記録会インドアアーチェリー ４月２９日、６月２４日、８月１９日、いずれも日曜日 いずれも当日まで
春季大会インドアフィールドアーチェリー ５月６日㈰ 当日まで
夏季大会インドアアーチェリー ７月１５日㈰ 当日まで

なぎなた なぎなた初心者教室 １０月６日、１３日、いずれも土曜日 ９月１５日～２８日

バドミントン シニアスポーツバドミントン
（トリプルス）講習会 ５月１０日、１７日、２４日、３１日、６月７日、１４日、いずれも木曜日 ４月２７日

卓球
近郊女子ダブルス卓球大会 ６月６日㈬ ４月１８日～２８日
ニッタク杯近郊ラージボール卓球大会 ６月１６日㈯ ５月１日～１０日

問町田市体育協会☎７２４・３４４３

ＡＳＶペスカドーラ町田のホームアリーナである市立総合体育館では、スポーツ教室・大会を実施しています!

種　目 事　業　名 開　催　日 会　場

アーチェリー

桜射会フィールドアーチェリー ４月８日㈰

花のやまフィールドアーチェリー
紫陽花射会フィールドアーチェリー ６月２日㈯
サルビア杯フィールドアーチェリー ８月５日㈰
秋桜射会フィールドアーチェリー ９月１日㈯

なぎなた なぎなた初心者教室 ６月７日、１４日、いずれも木曜日 サン町田旭体育館

市民
ウォーキング

初心者講習会 ４月１４日、５月１２日、６月２日、７月７日、
９月１日、１０月６日、いずれも土曜日 町田市民文学館～ＪＲ横浜線成瀬駅

さくら・さくら・さくら ４月７日㈯ 集合＝藤公園（東急田園都市線つくし野駅徒歩１分）
解散＝小田急線町田駅

桜・桜・桜 ４月１５日㈰ 集合＝ＪＲ横浜線八王子駅北口徒歩２分地下広場
解散＝ＪＲ中央線高尾駅

芝桜と座間散策 ４月２２日㈰ 集合＝星谷寺（小田急線座間駅徒歩８分）
解散＝ＪＲ相模線相武台下駅、小田急線相武台前駅

若葉・青葉・萌える里山（グリーン２
デー） ５月３日㈷ 集合＝町田東急ツインズ裏（ＪＲ横浜線町田駅中央改札口徒歩１分）

解散＝野津田車庫バス停、一本杉公園、小田急多摩線・京王相模原線多摩センター駅
特選新緑相原の里山（グリーン２デ
ー） ５月５日㈷ 集合＝ＪＲ横浜線相原駅

解散＝法政大学バス停、青少年センター入口バス停

若葉の源流里山 ５月１６日㈬ 集合＝ＪＲ横浜線淵野辺駅
解散＝小山田バス停、桜橋バス停、小山田桜台バス停

寺家ふるさと村探訪 ６月６日㈬ 集合＝ＪＲ横浜線成瀬駅
解散＝鴨志田団地バス停､小田急線柿生駅

ほーほー蛍こい ６月１７日㈰ 集合＝ＪＲ横浜線相原駅
解散＝円林寺前バス停

あじさい・水郷・古寺 ６月３０日㈯ 集合＝ＪＲ横浜線橋本駅
解散＝ふれあい科学館前バス停、ＪＲ相模線原当麻駅

緑陰蝉しぐれ ７月８日㈰ 集合＝鶴川駅前公園（小田急線鶴川駅北口徒歩４分）
解散＝小田急線玉川学園前駅

汗・ブルーベリー摘み ７月２５日㈬ 集合＝古淵北公園（ＪＲ横浜線古淵駅徒歩３分）
解散＝木曽入口バス停、ＪＲ横浜線古淵駅

涼・成瀬尾根散策 ８月２６日㈰ 集合＝ＪＲ横浜線成瀬駅
解散＝東急こどもの国線こどもの国駅、小田急線鶴川駅

木漏れ日の森散策 ９月８日㈯ 集合＝町田東急ツインズ裏（ＪＲ横浜線町田駅中央改札口徒歩１分）
解散＝ＪＲ横浜線古淵駅、ＪＲ横浜線淵野辺駅

鶴見川Ｖウォーク ９月１９日㈬ 集合＝鶴川駅前公園（小田急線鶴川駅北口徒歩４分）
解散＝東急田園都市線市が尾駅、横浜市営地下鉄川和町駅、ＪＲ横浜線中山駅、ＪＲ横浜線成瀬駅

里山の秋 ９月２６日㈬ 集合＝鶴川駅前公園（小田急線鶴川駅北口徒歩４分）
解散＝並木バス停、大泉寺バス停、小山田桜台バス停

横浜北森探訪 ９月３０日㈰ 集合＝十日市場日向山公園（ＪＲ横浜線十日市場駅徒歩４分）
解散＝若葉台中央バス停、程ヶ谷カントリークラブ前バス停、相鉄線瀬谷駅

富士山塚詣でと笹舟のみち １０月７日㈰ 集合＝中里公園（ＪＲ横浜線十日市場駅徒歩３分）
解散＝川和町駅、都筑ふれあいの丘駅、仲町台駅（いずれも横浜市営地下鉄）

※申し込みは、「なぎなた初心者教室」のみ５月１５日～３０日、ほかはすべて当日までです。� 問町田市体育協会☎７２４・３４４３

市立総合体育館以外の場所でもスポーツ教室に参加することができます! スポーツ
教室・大会の詳細
は「町田市体育協会
のホームページ」から
ご確認下さい!

昨年の壮行会
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