
 

乙川スポーツクラブ創立１５周年記念事業 

運   動   会 

＝１５周年だョ❕全員集合  
 

お蔭様で、乙川スポーツクラブも１５周年を迎えることとなりました。

そこで、この度、文化部が主催となり運動会を開催いたします。地域の皆さまにも参加していただけるプログ

ラムを準備しお待ちしています。運動不足になりがちなこの季節、皆様、お誘いあわせのうえ御参加ください！                 

       賞品・参加賞も準備しております。 

 

日  時   平成２９年２月１１日（土） 

             ９時３０分～１４時３０分（受付開始９時から） 

※プログラム御参照ください 

場  所   半田市立乙川中学校 体育館 

             半田市大池町３－１ 

参加資格   老若男女どなたでも 

参加費    乙川スポーツクラブ会員２００円・非会員３００円 

             小学生以下無料・会員家族は会員料金 

持ち物    運動のできる服装、室内用シューズ、水分、昼食 

             賞品、参加賞を入れる袋！！ 

 

※知る人ぞ知る乙川スポーツクラブ名物 

東北復興支援・釜石ラーメンを昼食時におこないます。 

御支援いただける方は、当日、ラーメン受付にてお申し出ください（１杯２００円、先着４０名） 

 

    

【参 加 申 込 方 法】 

 

※お電話でも承ります。または、直接、ニコパルにお越しいただくか、乙川ＳＣホームページにて

参加申込用紙をウンロード、あるいは、裏の申し込み用紙をコピーしていただき、御記入の上、乙

川スポーツクラブまでＦＡＸ、または、御提出いた 

           締め切り 平成２９年１月２０日（金） 

 

 乙川スポーツクラブ  ＴＥＬ・ＦＡＸ 0569-29-200５ 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481283457/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QyNzAxLnBuZw--/RS=^ADBIHid2VKpinzZ_A6lTzpCoeQQkX4-;_ylt=A2RCD08BRklYZnEAph2U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481284415/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTgucGltZy5qcC8wMDQvNjc0LzAwOC8xLzQ2NzQwMDguanBn/RS=^ADBIAnA7xdF8accaS6TeviwJJtdggw-;_ylt=A2RCL5e_SUlYjF0AvjyU3uV7


注 意：この用紙には記入しないでください！ 

※ この用紙をコピーかホームページからダウンロードをして 

乙川スポーツクラブまで提出ＦＡＸをしてください（ＦＡＸ２９－２００５） 

締め切り 平成２９年１月２０日（金） 

１、プログラム４ ・・ 運のよさが勝負！障害物競走 

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 

 

 

 大人    男・女 

小学生 低学年・高学年 

 大人    男・女 
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 大人    男・女 

小学生 低学年・高学年 

２、プログラム６ ・・ 買い物競走 買ったものは参加賞。 

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 

 

 

 大人    男・女 

小学生 低学年・高学年 
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小学生 低学年・高学年 

３、プログラム１３・・ 浮き輪パン食い競走 

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 

 

 

 大人    男・女 

小学生 低学年・高学年 

 大人    男・女 

小学生 低学年・高学年 
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小学生 低学年・高学年 
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小学生 低学年・高学年 

＝紅白対抗＝ 

４、プログラム１４・・ にこにこボールリレー  

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 
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理事・団体用              ・平成２９年１月１３日（金）までに提出お願いします 

・先日はアンケートにご協力をいただき、ありがとうございました。ご意見をいただきプログラムを組み、 

 競技が決定をいたしましたので、御協力いただきますようお願いいたします。 

ご家族・お知り合いの方の参加も歓迎です。 

また、人数が揃わなくとも調整をいたします。おひとりでも御参加いただきますよう 

かさねて、お願いいたします。 

 

理事名                  出席 ・ 欠席 

※理事の方には人数調整で競技への参加をお願いすることがあると思います。ご協力をよろしくお願いします！ 

 

団体名               

        

１、運動会参加者名 ※紅白分けの参考です。当日参加もＯＫです。足りない場合は余白をご利用ください。 

   

   

   

   

   

 

＝団体競技＝ 

２、プログラム３ ムカデ競走 ５名 

   

   

 

３、プログラム８ 玉入れ ６名 

   

   

 

４、プログラム１２ 綱引き １０名（男子５名以下） 

            男・女             男・女             男・女  

            男・女             男・女                   男・女 

            男・女             男・女             男・女 

            男・女   



 

                          

＝オープン競技＝ 

 

１、プログラム４ ・・ 運のよさが勝負！障害物競走 

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 
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小学生 低学年・高学年 

 大人    男・女 
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２、プログラム６ ・・ 買い物競走 買ったものは参加賞。 

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 
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３、プログラム１３・・ 浮き輪パン食い競走 

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 
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小学生 低学年・高学年 

 

＝紅白対抗＝ 

４、プログラム１４・・ にこにこボールリレー 

氏 名（年齢） 
 

 
氏 名（年齢） 
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