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 第 7 回栄区民スポーツフェスティバル開催される 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

団体及び問合せ 開催日 時間他種目・会場等 団体及び問合せ 開催日 時間他種目・会場等 

①剣道連盟 

小久保 

 

2/9（日） §前期級位審査会 

会場：栄スポーツセンター 

⑫ウォーキング協会 
清水 892-4575 
 
 
 

 

 

12/21(土) 
問合せ  清水  

892-4575 
 ※申し込み不要 

 

§ウォーキング協会定例会 

☆ ・鎌倉の紅葉処を見て歩く（10Km） 

  集合：本郷台駅前 9:00 

  解散：鎌倉駅前 12:00  参加費：一般 500 円 

 ②野球協会 

HP 検索「栄区野球 

協会」  金子 

893-6840 

2/16（日）、2/23（日） §３区合同審判講習会 

会場：桜陽高校、松陽高校  

③バレーボール協会 

 河田 

 893-4248 

2/23（日） §ミドルエイジ大会(45 歳以上) 

 会場：大正中学校（予定） 

⑬サッカー協会 

市原 

090-3383-5177 

12/8（日） 
 
2/1（土）、2/2（日） 
3/21（土）～4/12（日） 

☆§栄区フットサル大会   
会場：栄スポーツセンター 

§栄カップ中学生大会 会場：本郷中学校他 
§第 66 回栄区大会（少年の部）  

会場：庄戸Ｇ・埋蔵文化財センター他 
④卓球協会 

河又 

090-1995-9160 

12/8（日） §横浜市各区対抗交流卓球大会 

会場：金沢スポーツセンター 
⑭少年野球連盟 

中野 

891-1685 

11/23（土祝） 
 

§記録会、横浜ベイスターズ野球教室 
 会場：本郷小学校 9:00～ 

⑤テニス協会 

HP 検索「栄区テニ

ス協会」 

12/7（土）、12/8（日） 

12/15（日）、12/21（土）

1/26（日）､2/16（日） 

1/25（土） 

☆§第 30 回栄区民「シングルス」テニス大会 

会場：東俣野中央公園テニスコート 

   日野中央公園テニスコート 

☆§第 29 回栄区民「テニス教室」 

 会場：日野中央公園テニスコート 

⑮ゲートボール連合 

松村 

893-0033 

次号でお知らせ 
 

 
 

⑯綱引連盟 

進藤 

892-2263 

次号でお知らせ 
 

 
 

⑥ソフトテニス連盟 

白川 

090-1701-7555 

12/1（日） §横浜市各区交流大会 

 会場：三ッ沢公園テニスコート    

⑰ボウリング協会 

石坂 

080-3480-2992 

sk.taka@crux.ocn.ne.jp 

 

12/15（日） 
1/19（日）3/15（日） 
 
2/16（日） 
 
 

§12 月～令和２年年 3 月 各月例会 9:30～ 
会費 2000円（要協会入会 500円/年） 

 
☆§第４２回栄区民大会 9:30～ 
  参加費：2,500 円(会員は 2,200 円) 
会場：月例会、区民大会共に、湘南ボウル 

⑦バドミントン協会 

小島 895-4128 

 

 

 

12/9（火） 

 

1/12（日） 

☆§栄区民バドミントン大会 

 第 33 回レディース大会 

☆§栄区民バドミントン大会 

第 33 回混合ダブルス戦 

第 19 回シングルス戦 

第 19 回中学生ダブルス戦 

会場：全て栄スポーツセンター 

 

⑱車椅子ダンス協会 

問合せ 

三澤：080-1086-9842 

2/9（日） 
 
 

☆§社交ダンスパーティー 13 時～１6 時 
オールダンスタイム、巡り合いダンス、トライアル  
抽選会あり 
前売り：500 円 当日：600 円 茶菓付 
会場：栄スポーツセンター第２体育室 ⑧ソフトボール協会 

佐藤 894-6981 

 

2/2（日） 

 

§ピッチングおよびキャッチング技術講習会 

 会場：本郷中学校  
⑲ターゲット・バード 

ゴルフ協会 

野崎  

090-8583-9350 
HP 検索：「横浜市栄区ターゲット・

バードゴルフ協会」 
 

12/9（金）9:00～ 
12/24（火）9:00～ 
1/7（火）9:00～ 
1/28（火）9:00～ 
2/19（水）9:00～ 
3/13（金）9:00～ 
 

§１２月度月例競技会 会場：いのやま東公園 
§打ち納め       会場：港南台グランド 
§打ち始め、地区対抗交流戦 会場：港南台グランド 
§１月度月例競技会 会場：港南台グランド 
§２月度月例競技会 会場：豊田グランド 
§３月度月例競技会会場：いのやま東公園 
 

⑨弓道協会 

加藤 894-3736 

次号でお知らせ 

 

 

 

⑩ 体操協会 

 浜島  

891-3383 

次号でお知らせ  

⑳ダンススポーツ連盟 

三谷 080-5082-1243 

 

11/23（土祝） 
12/29（日） 

§栄区ダンススポーツ大会＆パーティー 
 会場：栄スポーツセンター第１体育室 
§2019 踊り納め栄区ダンスフェスティバル 
 会場：栄スポーツセンター第２体育室 
      

⑪バスケットボール 

協会 

磯田 E メール 

Iso4@m2.pbc.ne.jp 

通年 

 

§バスケットボール大会 

会場：区内施設 

 

㉑パワーリフティング協会 

小野 867-2107 

3/3（日） §2020 神奈川県チームベンチプレス大会 
 会場：栄スポーツセンター 

 

  

■ 栄区体育協会主催、令和２年 3月頃までの行事を下表のとおりご案内しております。 

■ ☆印は誰でも気軽に参加できる行事です。事前申し込みと当日受付がありますので参加される場合はご確認ください。 区民大会等のご案内 

 《開催日、内容は変更になる場合がありますのでお問合せ下さい》 

 

 
【テニス協会】 第３４回男子複戦、女子複戦 
9/7（土）、9/8（日）、9/15（日）、9/29（日）、10/14（月・祝） 
会場：金井公園、日野中央公園 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【バドミントン協会】 栄区民バドミントン大会 
第３２回オープン戦 9/15（日）栄スポーツセンター 

クラス   

男子 1 部     優勝 本沢・中家（ｼﾞｬﾊﾟﾝｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ） 

            準優勝 前田・馬立（横浜市役所） 

男子 2 部      優勝 松本・山中（公田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） 

             準優勝 開沼・木村（公田ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ） 

男子 3 部      優勝 佐藤・鶴田（プリンスハイツ） 

男子シニア 50才 優勝 森・只木（WOW ベルジュ） 

            準優勝 須藤・渡部（エース 舞小ＢＣ） 
女子 １部      優勝 三橋・本橋（ＷＢＣ） 

女子 ２部      優勝          内田・秦（アソシエＢＣ） 

            準優勝 吉田・坂本（アソシエＢＣ） 

女子 ３部      優勝 熊谷・宮崎（ひかりクラブ 栄教室） 

            準優勝 上村・木元（庄戸バドミントン） 

女子シニア４０才 優勝 青木・定松（COSMO メークイン） 

            準優勝 葛城・和泉（アソシエＢＣ アビス） 

女子シニア５０才  優勝 福重・川口（アビス） 

 
【ターゲット・バードゴルフ協会】 
第１７回栄区親善交流大会 １０月８日（火） 港南台グランド 
１２２名（男子９７名・女子２５名） 
 
 
 
 
 
【剣道連盟】 
第３２回栄区民剣道大会 
   種   目   優勝者 

小学生以下 基本試合の部 佐々井蓮花 

小学４年以下の部 石井陽万 

小学５・６年の部 荒川結衣花 

中学男子（無段）の部 上西恒輝 

中学男子（有段）の部 宮本洋貴 

中学女子の部 原ちひろ 

高校男子の部 中川将麻 

高校・一般女子の部 栗田芽衣 

一般男子の部 秋池泰良 

招待団体の部 栄区Ａ（石塚柳乃介、井上愛心 

内山虎之介、原ちひろ、井上顕良） 

 

2019 年 10 月末までの栄区民大会等の優秀チーム
及び優秀成績者の方々です 

おめでとうございます！！ 

２ ３ 
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令和元年 11 月 第 58 号 

  クラス        優  勝 

男子 S クラス 林・河村（ラック TG） 

男子 A クラス 三好・木下（ラック TＧ） 

男子 B クラス 内山 谷（サンブリッジ TC） 

女子 A クラス 太田・望月（サンブリッジ TC） 

女子 B クラス 山崎・中島（在住） 

  

 

 男子一般 男子シニア 女子 

優勝 飯島 弘（泉） 今田 彰（瀬谷） 高橋英子（泉） 

準優勝 中村正美（戸塚） 佐藤力男（泉） 渡部喜美江（南） 

３位 上野 馨（瀬谷） 渋谷好信８戸塚） 早福照代（泉） 

 

mailto:sk.taka@crux.ocn.ne.jp

