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港北区体育協会は､区内の町内会や自治会､賛助会員の方々からの会費等を基に､区内の生涯スポー
ツの普及や振興に努めています。

各種競技の大会や教室だけでなく､港北区スポーツ推進委員連絡協議会や横浜市港北スポーツセンタ
ーと共にスポーツで港北区を元気にしていく公益目的事業として､他種目スポーツ体験や講演会等を実施し
ています。

平成30年度副会長事務局長紹介

ご拶拶

ご挨拶

港北区体育協会副会長

醗蕊
鰯#
職蝋
鰯

港北区体育協会事務局長

防後優子

日頃より港北区体育協会へのご尽力をいただき誠に茂

りがとうございます。

港北区は､来年(2019年)のラグビーワールドカップ力

安畜茂
29年度総会で事務局長に就任した安害です。
港北区に生まれ68年間区民スポーツを通じ成長させて

いただいたことを感謝しているところです｡縁あって体育

新横浜国際競技場(日産スタジアム)で開催されます島

協会事務局長の重責を担うことになりました。

各所で開催日までのカウントボードが設置され､チケットは

体育協会は､スポーツの普及と区民のための大会､実施

ネットで販売開始になっています｡世界のアスリートたち力

さらにはスポーツを通じて相互啓発で活動の輪を広げて

集結して最高のパフオーマンスを観戦できるまたとないチ

行く役割があるとの認識に立ち微力ではありますが取り組

ャンスです。

みたいと考えています。

そして2020年には､東京ｵﾘﾝピｯｸのサッカー会場'二

各種目別協会･連合･連盟も会員の高齢化や活動会場

決定しています｡私どもは､世界の祭典が身近で､肌乏

確保や運営などの課題をかかえて苦労していると聞いて

感じることを楽しみにしております。

おり､課題解決に種目別協会･連合･連盟と連携して課

港北区体育協会はこのような世界のイベントに微力な

題解決したいと考えております。報告連絡相談のしやす

がらお手伝いしていきたいと思っております｡そして､各町

い体育協会にするために課題は多くありますが､まず必

会の皆様のお力をお借りしてさらに発展していきたいと思

要な環境整備を重点的に取り組んでいきたいと考えま

っております。

す
。

今後共ご理解､ご協力をお願い申し上げます。

横浜市体育協会仲本恭悠

(なかもとちかひろ

ご挨拶

港北区体育協会と共に

横浜市体育協会の仲本と申します。

スポーツで港北区を盛り上げて

この度､縁あって港北区の地域連携担当として地域のス

いきたいと思います。

ポーツを支援させていただくことになりました。

よろしくお願いします。

鰯
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i港北区体育協会

L一=一一一室会‑−−−−
港北区体育協会では､年間を通じて
20種目団体による教室や大会が行
われています。

■剣道蓮照
区大会中学生以下(5/5）
区大会小学生団体戦(5/27）
1回小学生･3回合同稽古(8/19）
2回合同稽古会(6月）
4回合同稽古会(10月）
区民大会(11/4）

参加ご希望の大会がございましたら
下記までお問い合わせください。
また大会につきましては､広報港北
版に掲載されますのでご覧ください‐

2回小学生・5回合同稽古(31年/1/6)
一級以下審査会(9月･31年2月）
会場港北スポーツセンター
県立武道館ほか

問合せ先

鴬
キャ元ンわん

IC>ゆず旺〆【別〕揖嵐庖体両回詞

■バドミントン協会
レディース講習会(4/11）

港北区体育協会

39回ミックス大会(5/3）

S045‑533‑0865

40回ダブルス大会(5/12）

港北スポーツセンター内

80回区民大会(9/23）

レデイース大会(12/12）
81回区民大会(31年/2/24）
会場港北スポーツセンター

■野球協会
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49回区民軟式野球春季大会
（4月〜7月）
49回区民軟式野球秋季大会
（7月〜11月）

会場新横浜公園･岸根公園ほか
審判講習会(12月）
会場日大高校グランド

■卓球協会
33回協会大会団体戦(4/1）
67回区民大会団体戦(6/107/7）

協会ダブルス大会(8/25）
68回区民大会団体戦(9/2911/18）
1回ﾚﾃﾞｲｰｽ＆ﾏｽﾀｰｽ診大会(2/6）
会場港北スポーツセンター

−
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■バレーボール協会
34回協会大会(5/6）
前期交歓会(6/30）

男子

ママさん交流会(7/28）
49回区民大会(9/9）

56回1部春季大会(5月〜

ママさん後期交歓会(10/7）

57回2部春季大会(4月〜6月）

リーグ戦(4月〜12月）
リーグ戦優勝決定戦(31年72/10)
会場港北スポーツセンター

■ソフトボール協会

7回マスターズファーストピット(4月〜11月）

57回1部秋季大会(10月〜11月）

■バスケットボール協会

58回2部秋季大会(9月〜10月）
女子
76回春季大会(4/15）

区民大会

77回秋季大会(9/16）
3回ソフトボールフェスティバル(11/3〕

協会大会(31年/3/24）

（10/2711/1012/112/812/9

31年/2/22/163/23/16）

会場港北スポーツセンター

少年部

■陸上競技協会
47回区民競技大会(7/16）

会場三ツ沢公園陸上競技場
34回港北駅伝(31年/1/6）
会場新横浜公園

春季大会(4〜5月）
ミニソフト(4月）
1部夏季大会(6〜7月）
2部夏季大会(6月）

■柔道会

1部秋季大会(10〜11月）

講習会(9月）

2部秋季大会(10〜11月）

30回区民大会(10月

新人戦(10〜11月）

中学大会(11月）
会 場 県 立 武 道 館 日大高校

会場橘浜市内･港北区内グランド･樽町公回

目1吟一姉『p一面■画伺
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■テニス協会

■サッカー協会

■ケートボール連合

36回シニアダブルス大会(4/13）

34回協会大会(6月〜7月）
19回北部4区選抜少年大会(6/24）
2回北部4区選抜少女大会(7/1）

春季大会((5/10）

会場港北スポーツセンター
37回レデイース大会(5/17）
ひよこ大会(5/24）
会場三ツ沢公園

女子ダブルス大会(9/99/179/30）
ひよこ大会(10/22）
会場港北スポーツセンター
35回男子ダブルス大会

5回u‑n大会(8/5)
22回初年少女大会(11月〜12月）
6回キツズ大会(11/24）
4回U‑9大会(31年3/3)
会場区内小学校都田公園
新横浜公園市内公園有料施設

月例会(4/305/226/257/23
8/279/2410/2211／1912/24

31年1/212/183/2号

秋季大会(10/11）
11回かもめ大会(3/16）
会場樽町公園多目的広場

（10/2111／1011/23）

会場三ツ沢公園新横浜公園
2回ミックス大会(12/23）
会場新横浜公園
32回ミックス大会(1/131/201/27）

今宇…

■少年野球連盟

会場三ツ沢公園都田コート
7回団体戦(2/102/17）

会場三ツ沢公園新横浜公園
35回区対抗戦(3/21）
会場新横浜公園

←
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■相撲連盟．.＝….ー…
新羽地区相撲大会(7/1）
会場新羽小学校
綱島地区相撲大会(8/4.5）
会場綱島小学校
大倉山地区相撲大会(9/2）
会場太尾下町みんなの広場
区民相撲大会(9/9）
一4巳&回白，1,0空,＋六
場綱島小学校
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85回春季大会(4月〜6月）
37回新人戦春季大会(5月〜6月＞
34回中学生大会(7月）

9回ジュニア大会(7月〜8月）
86回秋季大会(9月〜11月）

38回新人戦秋季大会(11月〜1頁
43回送別大会(31年2月〜3月）
会場新横浜公園ほか
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■ソフトテニス協会

■ミニバスケットボール協会

春季協会大会(5/25）

夏季大会(7/22）

会長杯(6/1）

29回区民卒業生大会(31年/3/10

区民大会(11／11）

会場港北スポーツセンター

秋季協会大会(12/7）

■ダンススポーツ連盟
27回区民ダンスの集い(5/13）
28回区民ダンスの集い(10/21）
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新年度大会(31年/3/29）
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場港北スポーツセンターテニスコート

29回区民ダンスの集い(31年/1/13

L塾

会場綱島地区センター

曇鍵瀦燃
区大会(11/17）
会場港北スポーツセンター
牢や
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■スキー協会

■中学校体育連盟

区民スキー教室(31年/1/2〜4）

会場長野県志賀高原
区民スキー(31年/2/17〜20）

会場北海道ニセコアンヌプリ

ｿﾌﾄテニス専門部
▲早方シむAj
F1ゆず草例,■涙■画舞回国

区民大会(8月）
会場三ツ沢公園

平成30年度
港北区体育協会事業計画
匿罰
1回役員会5/25（港北公会堂）

総 会 6 / 1 （ 港 北 公 会 堂 ）

慶照義塾大学下田ラグビー場

2回役員会7/3（港北スポーツセンター）
3回役員会10/11（港北スポーツセンター）

募集人員:親子50組〈応寡多数の渦合は抽還）

4回役員会31年1／11（港北スポーツセンター）

霧紫鰍欝

平成31年度屋内優先利用会議9月（港北スポーツセンター）

平成31年度屋内土曜日優先利用会議31年1月（港北スポーツセンター）
1回種目団体事務局長会議6/8（港北スポーツセンター）
2回種目団体事務局長会議12/7（港北スポーツセンター）

3回種目団体事務局長会議31年3/8（港北スポーツセンター）

閏雲調
ラグビー出前教室6月(高田東小･新羽小･篠原西小･駒林小･高田小･小机小･下田膜

小学生タグラグビーサポート派遣6月（大綱小･大曽根小城郷小･篠原西小）

港北区小学生ラグビー体験7/1（慶雁義塾大学下田ラグビー場）
小学生スポーツフェスティバル7/29（港北スポーツセンター）
港北区スポーツシンポジウム31年2/23（港北公会堂）
第1回港北区小学生タグラグビー大会10/13（新横浜公園）

港北駅伝大会31年1/6（小机フィールド）

小机小学校･練原西小学校･高田東小学校

駒林小学校･下田小学校･商田小学校

噸繍壕腕●
終煙編之区匡役所､崖■■畳大学軍埠鱒
檀力繊異市体育陰倉.檎瀦廟ラグビフゥトポールー櫓食

鯵
一・号』型▽画．.=̲･‐‐

ラグビーワールドカップを応援しています
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2017小学生ラグビー

2017小学生スポーツフェスティバル

フェスティバル
■p元や
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2017小学生スポーツフェスティバル2017港北区スポーツシンポジウ≦

