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〈開催日、内容は変更になる場合がありますので、お問合せください〉 

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 

西原 891-6185 

10/20（日）       ☆    §第32回 栄区民剣道大会 
 会場：栄スポセン 

⑫ウォーキング 
協会 

清水 892-4575 

8/23（金）      ☆ 
問合せ（清水） 
892-4575※申込不要 

 
9/2（月）        ☆ 
問合せ同上※申込不要 

§ウォーキング協会定例会 
・横浜港乗船ｳｫｰｸ(7km) 集合：桜

木町駅前 9:00解散：山下公園 12

時参加費一般 500円区民 300円 

・鎌倉・稲村ケ崎 集合：大船モノレ

ール 9:00 参加費：200 円 

②野球協会 
HP 検索「栄区野球協
会」 
金子 893-6840 

7/6（土）開幕 
 
 

§第 65 回秋季栄区民野球大会 
会場：金井公園、俣野公園   ,
横浜薬大ｽﾀｼﾞｱﾑ,住友ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ     
豊田グラウンド ⑬サッカー協会 

小林 090-2429-9381 

8/17（土）～9/8（日） 
 
9月 3 日間 
 
11/24（日） 
 
12/8（日） 

§第 65 回栄区少年ｻｯｶｰ大会 
会場：豊田Ｇ，庄戸Ｇ他 
秋季栄区少年サッカー大会 
会場：上郷中、本郷中、桂台中 
第 28回栄カップ少年大会 
会場：豊田Ｇ，庄戸Ｇ 
第 23回栄区民交流フットサル大
会     会場：栄スポセン 

③バレーボール協会 

河田 893-4248 

9/1（日）       ☆ §三区大会 
会場：栄スポセン 

④卓球協会 

河又 090-1995-9160      

8/18（日）        ☆ 
 
 

§栄区民卓球大会（団体戦） 
 会場：栄スポセン 
 ⑭少年野球連盟 

中野 891-1685 

7/7（日）      
9/7（土） 
9/8（日） 
9/8（日） 

§教育大会開会式 
§第 6 回親子ﾄｽﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会 
§第 66 回秋季大会開会式 
§第 33 回ジュニア大会開会式 
会場：いずれも小菅ヶ谷球場他 ⑤テニス協会 

HP検索「栄区テニス協会」 

 

9/7（土）、9/8（日）  ☆ 
9/15（日）、9/29（土） 
10/14（月・祝）     
10/20（日）、27（日）、 ☆ 
11/3（日）,16（土）,23（土） 

§第 34回栄区民男複・女複戦 
金井公園、日野中央公園他 

 
§第 33回栄区民ミックスダブルス 
金井、日野、東俣野中央公園 

⑮ゲートボール連合 
松村 893-0033 

11/16（土） §秋季区民大会  
 会場：矢沢なかよし広場 

⑯綱引連盟 

進藤 892-2263 

11/17（日）      ☆ §第 31 回栄区民綱引大会  

会場：栄スポセン ⑥ソフトテニス連盟 

白川 090-1701-755 

10/12（土）       ☆ 
 
11/10（土）       ☆ 

§第33回秋季栄区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会   
会場： 金井公園コート 

§秋季栄区民ソフトテニス教室 
会場： 金井公園コート 

⑰ボウリング協会 
石坂 
080-3480-2992 
sk.taka@crux.ocn.ne.jp 

7/21（日）        ☆ 
8/18（日） 9/15（日）       
10/20（日）           
いずれも9時30分集合 

§第 41 回栄区民大会 
§8月～10 月各月例会 
（要ボウリング協会入会 500 円/
年）会場：いずれも湘南ボウル 

⑦バドミントン協会 

小川 090-8508-277 

7/14（日）        ☆ 
 
9/15（日）        ☆ 

§栄区民バドミントン大会 
（第 33 回団体戦） 
§栄区民バドミントン大会 
（第 32 回オープン戦） 

⑱車椅子ダンス 

協会 

小泉 894-1777 

7/14（日）              
 

§ふれあい車椅子ダンスフェスティ
バル  会場：栄スポーツセンター 
 

⑧ソフトボール協会 

佐藤 894-6981 

7/14（日） 
 
9/15（日） 

～11/10（日） 

§第33回旧戸塚（戸塚・栄・泉） 
 三区対抗親善ソフトボール大会 
§第 66回栄区民ソフトボール大
会場：住友グラウンド、豊田グラウン
ド、埋蔵文化財センター他 

⑲ターゲット・バード

ゴルフ協会 

野崎 090-8533-9350 

HP 検索「栄区ターゲッ

ト・バードゴルフ協会」 

毎週月～金 9～12 時 
 
7/16（火）、8/21水）  
9/20（水）  

§練習会兼体験教室 
 参加費無料、道具有 
§月例会 
会場はいずれも、いのやま東、 
笠間ふれあい、港南台Ｇ、 
豊田Ｇ 
 ⑨弓道協会 

弓道場 893-1399 

 

9/7（土）13:00～     ☆  
9/25（水）～11/27（水）☆ 

 9:00～12:00 全 10回 
 

§弓道体験教室（秋期） 
§市民初心者弓道教室（後期） 

会場：本郷ふじやま公園弓道場 ⑳ダンススポーツ 

連盟 

三谷 892-1243 

11/23（土祝）      ☆ 
9 時～16時 
 

§第２２回栄区ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ大会
＆ﾊﾟｰﾃｨ 

会場：栄スポセン第 1体育室 

⑩体操協会   

浜島 891-3383 

11/16（土）17（日） 
 

第 12 回栄区小学生体操競技大

会      会場：飯島中学校 
 

㉑ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 

小野 867-2107 

9/8（日） §第 14 回横浜市パワーリフティ
ング大会   
会場：栄スポーツセンター 

⑪ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 

磯田 827-2205 

通年 区内施設 

 

 

 

■栄区体育協会主催、令和元年９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。 

栄区民大会等のご案

内 

 令和元年度栄区体育協会理事会開催される 

 

横浜スポーツ普及功労賞受賞者 
野島 元子 （栄区ボウリング協会） 

 

石川 茂樹 （栄区野球協会） 

金子 和史 （栄区野球協会） 

竹端 恵一 （栄区野球協会） 

小田 英恵 （栄区バレーボール協会） 

渡辺 ひろみ （栄区バレーボール協会） 

志村 靖雄 （栄区ソフトテニス連盟） 

鈴木 やよい（栄区弓道協会） 

栄区体育協会体育特別賞受賞者 

《栄区体育協会主催行事》 

栄区体育協会体育普及功労賞受賞者 

 
安田 憲二  （栄区弓道協会） 

中山 功一  （栄区サッカー協会） 

大西 広一  （栄区野球協会） 

小河 慎二郎 （栄区野球協会） 

岸本 浩幸  （栄区野球協会） 

塩見 修一  （栄区野球協会） 

田村 秀樹  （栄区野球協会） 

武藤 大介 （栄区野球協会） 

倉沢 孝   （栄区ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会） 

後藤 誠   （栄区ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会） 

福原 朝子 （栄区ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会）  

岩崎 武司 （豊田連合町内会自治会） 

井口 俊雄 （笠間連合町内会自治会） 

浅井 孝泰 （本郷中央連合町内会自治会） 

年 1 回の総会にあたる理事会が、5 月 17 日（木）栄区役所新館会議室で開催されました。まず清水会長の挨拶に続き、来賓の星

﨑新区長、磯﨑栄区連合町内会会長、栄区選出議員代表として楠県議会議員にご挨拶をいただきました。前半の表彰式では下記

の 36 名・１団体の方が受賞され会場が拍手で盛り上がりました。  

後半議事では「理事会議案書」に基づき出席常任理事・理事により事業報告、決算報告、事業計画、予算、覚書・契約の更新等、

また、横浜市体育協会スポーツ表彰規定の一部改正、令和元年度役員改選、新任役員紹介が行われました。 

 最後に白川新会長から、スポーツを「いつでも・どこでも・誰でも」気軽に参加して楽しめる、健康で明るい活力ある町づくりをまざし

ます。などの運営方針（別記白川新会長挨拶文参照）が説明されました。 

 

 

 

 

 個人 

【テニス協会】 

・河村 一成 

第 43回横浜市民体育大会テニス競技シングルス大会 

男子 35 歳以上クラス 優勝 

・剱物 郁子 

第 10回横浜親子ダブルストーナメント 2018 

高校生以下・混合クラス 優勝 

・剱物 蒼汰 

第 10回横浜親子ダブルストーナメント 2018 

高校生以下・混合クラス 優勝 

・免出 長久 

第 10 回 横浜親子ダブルストーナメント 2017 

中学生以下男子 優勝 

・免出 陽 

第 10 回 横浜親子ダブルストーナメント 2017 

中学生以下男子 優勝 

 

【バドミントン協会】 

・小沼 尚子 

平成 30 年度神奈川県シニアバドミントン選手権大会 

45 歳以上女子ダブルス 準優勝 

・佐藤 智恵子 

平成 30 年度神奈川県シニアバドミントン選手権大会 

55 歳以上女子ダブルス 準優勝 

・小川 揚之輔 

第 35回 全日本シニアバドミントン大会  

80 歳以上男子ダブルス及び混合ダブルス 優勝 

     

 

 

個人 

【卓球協会】 

・和久井志津子 

第一三共ヘルスケア・第 41 回全国レディース卓球大会 

ダブルスＤ 第二位 

 

【弓道協会】 

木船 克己 

神奈川県シニアスポーツフェスタ 2018 弓道大会 

個人戦 優勝 

・芹澤 薫 

第 31 回全国健康福祉祭弓道交流大会 

団体戦 3位（横浜市） 

【豊田連合町内会自治会】 

・石川 優奈 

全国体操小学生大会  

金賞 

・武岡 久遠 

第 37 回関東小学生ソフトテニス選手権大会神奈川予選会 

準優勝 

 

団体 

【豊田連合町内会自治会】 

・YOKOHAMA Dolphins cheerleading team 

Usa nationals 2019 

優勝 

 

横浜スポーツ表彰スポーツ功労賞受賞者 

 中野 広美  （栄区少年野球連盟） 

 

 
 

ソフトテニス連盟 

種別 優  勝 

一般男子 松原・永田（せせらぎクラブ） 

一般女子 景安・赤星（せせらぎクラブ） 

成年男子 谷保・辻（ＮＴＣクラブ） 

成年女子 寒河江・大津（二十世紀・ナナイロ） 

シニア男子Ⅰ 内田・網倉（神中クラブ） 

シニア男子Ⅱ 白川・桜井（港南台・翠会） 

シニア女子 酒井・羽廣（神中・戸塚会） 

 

第 25回春季栄区ソフトテニス大会     

5月 18日（土） 金井公園コート 

 大会名 優  勝 

第 166 回 

月例競技会 

2/19 港南台 

男子：中山次 

女子：伊藤道子 

第 167 回 

月例競技会 

3/15いのやま 

男子：近藤新二 

女子：福原朝子 

選手権大会 

4/16 港南台 

男子：伊勢本幸雄 

女子：宍戸佳子 

 

ターゲットバードゴルフ協会 

クラス 優  勝 

Ｓ goodLuck（ラック TG） 

Ａ NoBeerNoTennis（加盟団体合同） 

Ｂ チームUSA（ラック TG） 

 

テニス協会 

第 34回団体戦   4/20 4/21 5/12 

東俣野中央公園、金井公園 

  


