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大会名・主管 期日・開始時間・場所 内　　　　　容 ●申＝申し込み、●問＝問い合わせ

バドミントン
バドミントン協会

①②９月15日（日）
③10月13日（日）
いずれも午前９時
総合スポーツセンター

①小学４・５・６年生の部（学年別）　②中学生の部（学
年別）　③一般の部（高校生以上／１部、２部、３部、
壮年１部、壮年２部）
※③の３部＝初級者、壮年の部＝45歳以上
※いずれも男女別、ダブルス戦トーナメント方式

●申①②は９月７日までに、
③は９月28日までに浪岡
☎・ファックス541-1403へ
●問 浪 岡 ☎090-3903-5331
（平日夜間）

サ ッ カ ー
サッカー協会

８月25日（日）～12月22日 
（日）いずれも午前９時
昭和公園陸上競技場、小・ 
中学校校庭、大神公園、多 
摩川緑地くじら運動公園

①小学生の部（１・２年生の部、３・４年生の部、５・６ 
年生の部）
②中学生の部　③女子の部（中学生以上）
④一般の部（高校生以上）
⑤壮年の部（40歳以上）　⑥熟年の部（50歳以上）

●申８月９日までに杉田☎
090-4818-7674へ
※主将会議=８月18日

ソフトボール
ソフトボール協会

９月１日（日）～29日（日）
いずれも午前９時
多摩川緑地くじら運動
公園

①小学生の部（３年生以上の男女）　②女子の部（中学
生、高校生、中学・高校生混成チーム可）　③一般男子
の部（15歳以上／高校生チーム選手登録者を除く）　④
一般女子の部（15歳以上／高校生チーム選手登録者を
除く）
※いずれもトーナメント方式

●申８月10日までに佐藤☎
545-1135へ
※主将会議=８月10日
※ ③④のみ参加費１チー
ム3000円

テ　ニ　ス
テニス協会

②④⑤９月７日（土）
①③９月８日（日）
いずれも午前８時30分
〈雨天の場合９月28日・
29日〉
昭和公園ほか

①一般男子ダブルスA　②一般男子ダブルスB
③一般女子ダブルスA　④一般女子ダブルスB
⑤シニアダブルス（55歳以上／男女ペア可）
※ ②④=テニス歴３年以下の方を対象、ただし、過去
２年の②④で２位以内の方は①③に出場

※いずれもトーナメント方式

●申８月４日・８日・11日・15
日の午前10時～午後４時、 
８月18日の午後１時～４時
に昭和公園№５コート横で
※ 参加費１人250円（中学
生以下は無料）
●問宮下☎090-7282-7780

インディアカ
インディアカ協会

11月10日（日）午前９時
総合スポーツセンター

①男子の部（女子の参加可）　②女子の部
※ いずれもコートごとのリーグ戦（ラリーポイント21
点先取／３セットマッチ）

●申10月４日までに石川☎・
ファックス543-6467へ
※参加費１チーム1000円
●問伊藤☎090-1532-7797

ダンススポーツ
の集い

ダンススポーツ
連盟

11月９日（土）午後６時
勤労商工市民センター

①スタンダード（ワルツ、タンゴ、スローフォックスト
ロット）
②ラテン（ルンバ、チャチャチャ、サンバ）
※いずれも18歳以上

●申11月９日までに加盟サー
クルまたは栗原☎541-
0744へ
※主将会議=11月５日
※参加費１人1000円
●問宮下☎090-3106-4079

ビーチボール
ビーチボール協会

11月17日（日）午前９時
総合スポーツセンター

①女子Aの部
②女子Ｂの部（60歳以上）
③男女混合の部（４人の合計が140歳以下の部と141歳
以上の部）

●申10月13日までに和井☎・
ファックス543-2504へ
※主将会議=10月21日
●問和井☎090-5341-0118

ゴ　ル　フ
ゴルフ協会

９月10日（火）午前７時
〈雨天実施〉
昭和の森ゴルフコース

①一般男子の部（18歳以上60歳未満）　②一般女子の部
（18歳以上55歳未満）　③シニア男子の部（60歳以上）　
④シニア女子の部（55歳以上）
※いずれも18ホールストロークプレー

●申 ８月13日までに広野
ファックス545-2394へ
※プレー代・参加費あり
●問広野☎090-1659-2066

グラウンド・ゴルフ
グラウンド・
ゴルフ協会

９月13日（金）午前９時
30分　〈雨天中止〉
昭和公園陸上競技場

①一般男子の部　②一般女子の部
※いずれも32ホールストロークプレー個人戦（８ホール 
×４コース）

●申８月31日までに岡本☎
090-4123-5427へ

ターゲット・
バードゴルフ
ターゲット・バー
ドゴルフ協会

11月９日（土）午前８時30
分　〈雨天の場合11月16日〉
多摩川緑地くじら運動
公園

①男子の部
②女子の部
※ いずれも18ホール、新ペリア方式、ショットガンス
タート

●申11月７日までに小峰
ファックス544-2873へ
●問小峰☎080-6591-8576

武 術 太 極 拳
武術太極拳協会

10月６日（日）午前９時
総合スポーツセンター

①個人競技の部　②集体競技の部　③器械の部
※いずれも審判判定方式

●申９月18日までに中島☎・
ファックス542-4571へ
●問中島☎080-9348-0949

水　　泳
水泳協会

９月29日（日）午前９時
総合スポーツセンター

①小学生の部=25m（４年生）、50m（５・６年生）
②中学生の部=50m　③一般の部＝50m　④40歳代・
50歳代・60歳代の各部=25m（自由形、平泳ぎ）、50m（自
由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ）
⑤リレーの部=100m（小学生）、200m（中学生以上）
※①②③＝自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ
※いずれも男女別

●申 ９月13日までに澤田
メールmiza@akishimadai.
comへ
※ １人２種目まで（リレー
を除く）
●問下田☎080-1311-0329

市民ハイキング
ウオーキング協会

10月20日（日）午前９時
15分
〈雨天の場合10月27日〉

「日の出の大仏を訪ねるハイキング」（約11㎞）
秋川駅～三吉野欠上公園～寳光寺（鹿野大佛）～町民グ
ラウンド～西平井～横沢入～大悲願寺～武蔵五日市駅

●申10月13日までに友澤☎
543-9369へ

フットベース
ボール

フットベース
ボール協会

①９月１日（日）午前８時
〈雨天の場合９月15日〉
拝島第三小
②③９月８日（日）午前９
時30分　〈雨天の場合②
は中止、③は９月15日〉
東小（雨天の場合は拝島
第三小）

①小学生女子の部
②中学生以上女子の部
③成年女子の部（30歳以上）
※予選はリーグ戦、決勝はトーナメント方式

●申８月17日までに福田☎
090-2670-9283へ
※主将会議=８月17日

大会名・主管 期日・開始時間・場所 内　　　　　容 ●申＝申し込み、●問＝問い合わせ

陸 上 競 技
陸上競技協会

10月27日（日）午前９時
〈小雨実施〉
昭和公園陸上競技場

①小学５・６年生の部（男女別）=100m、800m、400mリレー 
②中学生の部=100m（男女別）、200m（男女別）、400m（男
子）、800m（女子）、1500m（男子）、3000m（男子）、400m
リレー（男女別）、走り幅跳び（男女別）、砲丸投げ（男女別）
③一般の部=100m（男女別）、400m（男子）、1500m（男
女別）、5000m（男子）、走り幅跳び（男子）
④壮年の部（40歳以上）=100m、1500m、5000m

●申①②は学校ごとに申込
書を海口へ（９月20日必
着）、③④は当日会場で
※ １人２種目まで（リレー 
を除く）
●問海口☎090-8506-7103

軟 式 野 球
野球協会

②８月15日（木）から
午後１時30分
①③９月１日（日）から
いずれも午前９時
ネッツ多摩昭島スタジ
アム（昭島市民球場）、
大神公園、多摩川緑地
くじら運動公園

①小学生の部（４・５・６年生の各部）
②中学生の部
③一般の部（特別１部、１部、２部、３部）
※いずれもトーナメント方式

●申８月７日の午後７時10
分から公民館で
※参加費あり
●問岡田☎090-8948-4906

卓　　球
卓球協会

小・中学生、ラージボー
ル、団体戦＝10月27日
（日）
上記以外＝11月３日
（祝）
いずれも午前９時30分
総合スポーツセンター

①中学１年生以下の部（小学生以下の参加可）　②中学
２・３年生の部　③一般の部　④シニアの部（40歳以上）
⑤ベテランの部（60歳以上）　⑥ハイベテランの部（70歳
以上）　⑦初心者の部　⑧ラージボールの部　⑨ダブル
ス一般の部　⑩ダブルス120歳の部（合計120歳以上）　
⑪混合ダブルス（ラージボール）　⑫中学生団体戦
※①～⑩、⑫=男女別
※ ①～⑧＝予選はリーグ戦、決勝はトーナメント方式
※⑨～⑫＝トーナメント方式
※参加人数により試合方法の変更あり

●申10月11日（必着）までに
申込書を郵送（電話での
申し込み不可）
※ 申込書の請求は山口☎
090-8807-7958へ

※ ①～⑦、⑧、⑨・⑩、⑪、
⑫から１種目ずつ参加
可
※ 小学生以下の参加は保
護者の付き添いが必要

ソフトテニス
ソフトテニス協会

10月６日（日）午前９時
〈雨天の場合10月13日〉 
昭和公園ほか

①一般の部　②シニアの部（45歳以上と60歳以上）　③グ
ランドシニアの部（70歳以上）　④中学生の部　⑤小学生
の部　⑥一般の２部（テニス歴５年未満）
※いずれもダブルス戦　※④⑤＝別途学校と調整
※①②④＝男女別、③⑤⑥＝男女ペア可

●申９月26日までに中代
☎・ファックス545-2626
へ
●問中代☎090-5301-3556

弓　　道
弓道協会

９月22日（日）午前９時
総合スポーツセンター

①少年男子の部（高校生）　②少年女子の部（高校生）
③一般成年男子の部　④一般成年女子の部

●申９月22日までに吉田☎
546-5029へ

バレーボール
バレーボール協会

①９月22日（日）
②10月20日（日）
いずれも午前９時
日本航空電子体育館

①一般男子の部（６人制）　②家庭婦人の部（９人制）
※トーナメント方式（参加チーム数によりリーグ戦の場
合あり）

●申８月28日の午後７時か
ら公民館で
※主将会議＝８月28日
●問浜田☎090-4707-3249

バスケット 
ボ　ー　ル
バスケット 
ボール協会

①②８月24日（土）・25日
（日）いずれも午前９時
啓明学園体育館、総合
スポーツセンター
③④９月16日（祝）・22日 
（日）、10月６日（日）い
ずれも午前９時
総合スポーツセンター

①中学生男子の部
②中学生女子の部
③一般男子の部
④一般女子の部
※①②＝リーグ戦方式ほか
※③④＝トーナメント方式

●申 ①②は学校で調整、
③④は８月23日までに 
指田☎090-7185-0904へ
※ 主将会議＝９月８日

剣　　道
剣道協会

９月29日（日）午前９時
総合スポーツセンター

①基本の部　②小学生男子の部（２年生以下の部、３・４・
５・６年生の各部）　③小学生女子の部（低学年の部、高
学年の部）　④中学生男子の部（１年生の部、２・３年生
の部）　⑤中学生女子の部　⑥一般男子の部（２段以下の
部、３段の部、４段以上の一部・二部）　⑦一般女子の
部（一部・二部）　⑧団体戦の部（小学生の部、中学生男女
別の部）
※いずれもトーナメント方式

●申８月24日までに松本
☎・ファックス042-849-
2625へ
※ 主将会議＝９月１日
●問松本☎090-8332-1237

空　手　道
空手道協会

10月20日（日）午前９時
総合スポーツセンター

①幼年の部　②小学１・２年生の部　③小学３・４年生の
部　④小学５・６年生の部　⑤中学生の部　⑥一般の部 
（高校生以上／段外・有段者）　⑦シニアの部（40歳以上）
⑧女子組手の部（中学生・一般）
※ ①～⑦＝形・組手あり（形は男女混合／組手は①は男女
混合、②～⑦は男女別）

●申８月31日までに関根☎
090-4393-2828へ
※参加費１種目1000円
●問早川☎070-5025-3329

ク レ ー 射 撃
クレー射撃協会    

10月20日（日）午前８時
神奈川県伊勢原クレー
射撃場

①スキート競技の部
②トラップ競技の部

●申10月20日までに吉田☎
090-3339-1897へ
※主将会議＝８月30日
※当日会場での申し込み可
※参加費あり

種目別大会の参加者を募集
〔主催〕昭島市・昭島市教育委員会　〔主管〕昭島市体育協会

第66回 昭島市民体育大会 開　会　式
◇日時　９月８日（日）の午前10時から
◇ 場所　 KOTORIホール（市民会館） 

大ホール


