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大会名・主管 期日・開始時刻・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

①②＝９月12日（日）
③＝10月31日（日）
いずれも午前９時
総合スポーツセンター

①小学生の部（４年生・５年生・６年生の各部）
②中学生の部
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部は初級者、壮年は45歳以上
※いずれも男女別、ダブルス戦のトーナメント方式

●申①②は８月28日まで、
③ は10月16日 ま で に、 
露木☎549-1122またはメー 
ルmemicha@plum.plala.
or.jpへ
※ペアで申し込み
※ 参加費１ペア500円（小
学生は無料）
●問浪岡☎090-3903-5331

サ ッ カ ー
サッカー協会

８月29日（日）～ 12月19
日（日）
いずれも午前９時
昭和公園陸上競技場、
大神公園、多摩川緑地
くじら運動公園、小学
校校庭

①一般男子の部（高校生以上）
② 小学生の部（男女混成可／１・２年生、３・４年生、５・
６年生の各部）
③女子の部（中学生以上）
④壮年の部（40歳以上）
⑤熟年の部（50歳以上）
※ いずれもトーナメント方式またはリーグ戦（参加チー
ム数により変更）

●申８月６日までに杉田☎
090-4818-7674へ
※ 主将会議＝８月15日

ソフトボール
ソフトボール協会

９月５日（日）～26日（日）
いずれも午前９時
〈雨天順延〉
多摩川緑地くじら運動
公園

①小学生の部（３～６年生の男女）　
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）
④一般女子の部（15歳以上）
※③④は高校生チーム登録者を除く
※いずれもトーナメント方式

●申主将会議までに高橋☎
543-1021へ
※ 参加費１チーム3000円
（③④のみ）
※ 主将会議＝８月８日

テ　ニ　ス
テニス協会

②④⑤＝９月４日（土）
〈雨天の場合９月25日〉
①③＝９月５日（日）
〈雨天の場合９月26日〉
いずれも午前８時30分
昭和公園

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）
※ 令和元年の②④で２位以内の方は、①③に申し込み
を
※いずれもトーナメント方式

●申８月１日・５日・８日・
12日の午前10時～午後
４時、８月15日の午後１
時～４時に昭和公園№５
コートで
※ 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14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

●申10月８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

ビーチボール
ビーチボール協会

11月21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・青年学級）
③ 混合の部（男性２人まで可／コート内４人の合計年齢
が140歳以下の部と141歳以上の部）

※いずれもリーグ戦

●申10月17日までに伊藤☎
090-3141-5713へ
※ 主将会議＝10月24日

ゴ　ル　フ
ゴルフ協会

９月29日（水）
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（60歳未満）
②一般女子の部（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15日までに鈴木
ファックス042-533-8541
へ
●問広野☎090-1659-2066
※参加費１万3000円

グラウンド・ゴルフ
グラウンド・
ゴルフ協会

９月21日（火）
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６日（土）
午前８時30分
〈雨天の場合11月13日〉
宮沢広場

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

●申10月30日 ま で に 小峰
ファックス544-2873へ
●問小峰☎544-2873

武 術 太 極 拳
武術太極拳協会

10月３日（日）
午前10時
総合スポーツセンター

①集体競技の部
②個人競技の部
③機械の部
※いずれも審判判定方式で、18歳以上の方を対象

●申９月18日までに中島☎・
ファックス542-4571へ
※参加費１人500円

フットベース
ボール

フットベース
ボール協会

①＝８月29日（日）
午前８時
〈雨天の場合９月19日〉
拝島第三小
②③＝９月５日（日）
午前９時30分
〈雨天の場合９月12日〉
東小

①小学生女子の部
②中学生以上女子の部
③成人の部（女子25歳以上）
※いずれも予選はリーグ戦、決勝はトーナメント方式

●申８月７日までに福田☎
090-2670-9283へ
※ 主将会議＝８月14日

 今年度は、開会式、陸上競技、ダンススポーツの集い、水泳、市民ハイキングは実施しません。
主将会議を実施する競技に参加する場合は、事前に時間・場所を問い合わせのうえ、主将会議に出席してください。
大会名・主管 期日・開始時刻・場所 内　　　　　容 ●申＝申し込み、●問＝問い合わせ

軟 式 野 球
野球協会

８月19日（木）～ 12月12
日（日）
いずれも午前９時
〈雨天順延〉
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社会人の部
※いずれもトーナメント方式

●申８月10日までに古屋☎
090-3009-1858へ
※参加費あり

卓　　球
卓球協会

①②⑧⑪⑫＝10月24日
（日）
③～⑦、⑨⑩＝11月７
日（日）
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（中学生を除く）　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）の部　⑫中
学生団体戦の部
※⑪以外は男女別
※①～⑧の予選はリーグ戦、決勝はトーナメント方式
※⑨～⑫はトーナメント方式
※シングルスとダブルスの重複出場可

●申10月１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

①～⑥＝10月24日（日）
午前９時
〈雨天の場合10月31日〉
⑦＝11月（予定）
昭和公園

①一般の部　②中学生の部　③シニアの部（45歳以上）　
④シニアの部（60歳以上）　⑤グランドシニア男子の部
（70歳以上）　⑥一般２部（競技歴５年未満）　⑦小学生の
部
※いずれもダブルス戦
※①～④は男女別、⑥・⑦は男女ペア可
※ いずれもブロック戦方式またはリーグ戦（参加人数に
より決定）

●申10月14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19日（日）
午前10時
総合スポーツセンター

①高校生の部
②一般の部
※いずれも男女別

●申９月12日までに吉田☎
546-5029へ
※ 主将会議＝９月19日

バレーボール
バレーボール協会

①＝９月19日（日）
②＝10月３日（日）
いずれも午前９時
総合スポーツセンター

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

●申主将会議で
●問浜田☎0428-21-2672へ
※ 主将会議＝９月８日

バスケット 
ボ　ー　ル
バスケット 
ボール協会

８月（予定）
福島中、多摩辺中

中学生の部
※男女別のリーグ戦

●申学校で調整

剣　　道
剣道協会

11月28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中学生男子の部（１年生の部、２・
３年生の部）　④小学生女子の部（低学年の部、高学年の
部）　⑤中学生女子の部　⑥団体戦の部（小学生の部、男
女別中学生の部）　⑦一般男子の部（２段以下の部、３段
の部、４段以上の一部・二部）　⑧一般女子の部
※いずれもトーナメント方式

●申10月23日までに松本
☎・ファックス042-849-
2625へ
●問松本☎090-8332-1237
※ 主将会議＝11月６日

空　手　道
空手道協会

10月17日（日）
午前９時
総合スポーツセンター

【形】　①幼年の部　②小学生の部（１・２年生、３・４
年生、５・６年生の各部）　③中学生の部　④一般の部（高
校生以上／段外・有段の各部）　⑤シニアの部（40歳以上）
※いずれも男女混合

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

【組手】　①幼年の部（男女混合）　②小学生の部（男女別
／１・２年生、３・４年生、５・６年生の各部）　③男
子中学生の部　④一般男子の部（高校生以上／段外・有
段の各部）　⑤女子の部（中学生～ 39歳）　⑥シニアの部
（40歳以上／男女別）

ク レ ー 射 撃
クレー射撃協会    

10月２日（土）
午前８時
山梨県大月射撃場

①スキート競技の部
②トラップ競技の部

●申当日会場で
●問吉田☎090-3339-1897
※参加費4000円

〔主催〕昭島市・昭島市教育委員会
〔主管〕昭島市スポーツ協会

第68回 昭島市民体育大会
種目別大会の参加者を募集


