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平成27年度 名古屋市内開催予定の全国大会以上規模の大会・研修会
平成27年度に名古屋市内を会場として開催が予定されている全国大会以上の規模の大会や研修会等
は次のとおりです。詳細につきましては、
各競技団体へお問い合わせください。
競技名
スケート
水泳
陸上競技
サッカー
テニス

ラグビーフットボール

ハンドボール
ソフトテニス
卓球
ソフトボール
弓道

柔道
剣道
なぎなた
日本拳法
エアロビック

名

称

ワールドカップ愛知大会
シンクロマーメイドカップ
スペシャルオリンピックス
名古屋ウィメンズマラソン
日本ジュニアユース陸上競技選手権大会
第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会
ＭＵＦＧジュニアトーナメント2015
全日本ベテランテニス選手権大会
ジャパンオープンジュニアテニス2015
トップリーグ
トップウェストリーグ
大学選手権
全国地区対抗大学大会
リオデジャネイロオリンピック女子アジア予選
第67回日本ハンドボール選手権大会
全日本社会人学生対抗インドア大会
全日本高校選抜大会
第44回後藤杯(名古屋オープン)
第10回全日本学生選抜卓球選手権大会
第55回全日本実業団男子選手権
アジア・オセアニア弓道セミナー
錬士臨時中央審査
特別 外国講習会
定期中央審査
第8回東アジア柔道大会
全柔連公認形審査員研修会
第13回全日本選抜剣道八段優勝大会
形研修会(錬-教士)
審判研究会(第1種、第3種)
全日本男子なぎなた選手権大会
皇后盃全日本なぎなた選手権大会
第31回全日本学生拳法個人選手権大会
愛知県エアロビックダンスフェスティバル
SUZUKI JAPAN CUP 中部大会

期 日

会

2015年12月3日〜6日
2015年8月30日
2015年10月31日、
11月1日
2016年3月13日
2015年10月16日〜18日
2015年8月〜11月
2015年4月8日〜11日
2015年9月26日〜10月7日
2015年10月19日〜25日
2015年9月19日〜2016年1月24日
2015年9月5日〜12月未定
2015年12月中
2016年1月2日〜6日
2015年10月19日〜28日
2015年12月22日〜27日
2016年1月24日
2016年3月28日〜30日
2015年9月19日〜21日
2015年11月28・29日
2015年7月25日〜27日
2015年4月8日〜17日
2015年11月8日
2016年2月1日〜4日
2016年2月5日〜7日
2015年6月20・21日
2015年8月1・2日
2015年4月19日
2015年4月18日
2015年4月19日
2015年12月5日
2015年12月6日
2015年10月25日
2015年8月中
2015年10月18日

場

日本ガイシアリーナ
日本ガイシアリーナ
名古屋市身障者スポーツセンター
ナゴヤドーム発着ウィメンズ公認コース
パロマ瑞穂スタジアム（旧 名古屋市瑞穂公園陸上競技場）
名古屋市港サッカー場他
東山公園テニスセンター
東山公園テニスセンター
東山公園テニスセンター
パロマ瑞穂ラグビー場（旧 名古屋市瑞穂公園ラグビー場）
パロマ瑞穂ラグビー場（旧 名古屋市瑞穂公園ラグビー場）
パロマ瑞穂ラグビー場（旧 名古屋市瑞穂公園ラグビー場）
パロマ瑞穂ラグビー場（旧 名古屋市瑞穂公園ラグビー場）
愛知県体育館
愛知県体育館、
枇杷島スポーツセンター
日本ガイシホール
日本ガイシホール
愛知県体育館
昭和スポーツセンター
名古屋市内
日本ガイシスポーツプラザ 弓道場
日本ガイシスポーツプラザ 弓道場
日本ガイシスポーツプラザ 弓道場
日本ガイシスポーツプラザ 弓道場
愛知県武道館
愛知県スポーツ会館
中村スポーツセンター
愛知県武道館
愛知県武道館
愛知県武道館
愛知県武道館
枇杷島スポーツセンター
中村スポーツセンター
中村スポーツセンター

※上表は
（公財）
愛知県体育協会の平成27年度加盟団体調査
（平成26年12月1日付）
の結果から名古屋市内を会場とするものを抜粋・転載したものです。
※名古屋市瑞穂運動場各施設は、
平成27年4月1日から、
ネーミングライツにより
「パロマ瑞穂スポーツパーク」等の愛称名になります。

第12回 都市間交流スポーツ大会の開催
昨年は大阪市で開催された、競技団体主管で開
催される
「都市間交流スポーツ大会」が、
５年ぶりに
名古屋市で開催されます。
１. 大会名 第12回都市間交流スポーツ名古屋大会
２. 主 催 （公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体育協会）
３. 共 催 名古屋市教育委員会
横浜市、
神戸市、
京都市、
大阪市の
各都市体育協会
日程・会場
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

種 目
ソフトテニス
バスケッ
トボール
軟式野球
バドミントン
弓道
相撲
テニス
ソフトボール
ハンドボール
ホッケー
ボウリング
空手道
家庭婦人バレーボール

日 程
7月11日
（土）
・12日
（日）
7月11日
（土）
・12日
（日）
7月11日
（土）
・12日
（日）
7月11日
（土）
・12日
（日）
7月12日
（日）
7月11日
（土）
7月11日
（土）
・12日
（日）
7月11日
（土）
・12日
（日）
7月11日
（土）
7月11日
（土）
・12日
（日）
7月25日
（土）
・26日
（日）
7月5日
（日）
7月11日
（土）
・12日
（日）

４.
５.
６.
７.
８.

主 管
開催地
参加都市
期 日
実施競技

名古屋市開催

名古屋市競技団体
名古屋市
名古屋市、横浜市、神戸市、京都市、大阪市
平成２７年７月５日
（日）から７月２６日
（日）
ソフトテニス、バスケットボール、軟式野球、
バドミントン、相撲、弓道、
ソフトボール、
テニス、ハンドボール、
ボウリング、空手道、
ホッケー、家庭婦人バレーボール

会 場
パロマ瑞穂テニスコート
（旧 名古屋市瑞穂公園テニスコート）
千種スポーツセンター
熱田神宮公園野球場
中村スポーツセンター
日本ガイシスポーツプラザ弓道場
パロマ瑞穂相撲場
（旧 名古屋市瑞穂公園相撲場）
名城庭球場
稲永公園野球場
枇杷島スポーツセンター
庄内緑地陸上競技場
星ヶ丘ボウル
日本ガイシスポーツプラザ第３競技場
昭和スポーツセンター

平成27年度 名古屋市スポーツ少年団事業計画
1
2

本部委員会関係会議

本部委員会の開催（年2回）

各種事業
名古屋市スポーツ少年団交歓大会
会

運動適性テスト

平成２7年１1月1日
（日）
名古屋市体育館

期 日
場

期 日
会

対 象
内容等

駅伝大会
期 日
会

場

平成２8年3月頃
大高緑地公園

会

場

対

象

平成２8年２月頃
名古屋市スポーツ振興会館
登録団の育成母集団
（保護者・指導者・リーダー）

名古屋市スポーツ少年団指導者協議会との
共催事業、連携及び活動支援

平成27年度 名古屋市スポーツ少年団の登録
本市におけるスポーツ少年団の登録（新規・更新
とも）は、毎年4月から6月末です。
なお、平成27年
度よりスポーツ少年団の登録には、
「２名以上の
有資格指導者の登録」が必要になります。
スポー
ツ少年団の結成、登録、加入などのご相談につい
ては、
下記にお尋ね下さい。
【問い合わせ先】
名古屋市スポーツ少年団本部〔（公財）名古屋市
教育スポーツ協会（名古屋市体育協会）内〕
〒457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町5−1−16
（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100
FAX（052）614-7149

日本スポーツ少年団は、
「１人でも多くの青少年に
スポーツの歓びを！」
「スポーツを通じて青少年のか
らだとこころを育てる組織を地域社会の中に！」
と願
い、
昭和37年に創設されました。名古屋市において
も
（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体
育協会）
の中に名古屋市スポーツ少年団本部が置
かれています。
スポーツ少年団は、原則として小学生以上の子
ども10名以上と成人の指導者2名以上で構成され
た団体が所定の手続きを経て登録申請し、
日本ス
ポーツ少年団の認定を受けることで加入できます。

第56回市民スポーツ祭（ミニバスケットボール競技・スキー競技）
【ミニバスケットボール競技】
開催日
：平成２７年１月１８日〜２月７日
開催場所：千種スポーツセンター始め市内各会場
大会結果：http://www.nagoya-taikyo.or.jp/
（名古屋市体育協会ホームページ）

第５６回市民スポーツ祭のミニバスケットボール競
技、
スキー競技の大会が市内各会場ならびに岐阜
県高山市飛騨ほおのき平スキー場で開催されまし
た。
ミニバスケットボール競技には男子・女子併せて
6,270名、
スキー競技には、小学生から壮年まで11
部門に142名が参加し、
熱戦が繰り広げられました。
各開催施設の皆様始め大会の企画や運営にご協
力いただいた関係者の皆様には、大変お世話にな
りました。
この場をお借りして御礼申し上げます。
あり
がとうございました。
なお、各大会の成績優秀者（チーム）
は、
ホーム
ページにて公開しております。

【スキー競技】
開催日
：平成２７年２月２２日
開催場所：飛騨ほおのき平スキー場
大会結果：http://www.nagoya-ski.org/
（名古屋市スキー協会ホームページ）

※名古屋市瑞穂運動場各施設は、
平成27年4月1日から、
ネーミングライツにより
「パロマ瑞穂スポーツパーク」等の愛称名になります。

１

年度内に随時
市内各所
登録単位団の団員
スポーツ少年団運動適性テストを単位団ごとに実施

各種スポーツ体験教室

育成母集団研修会
期 日

場

２

子どもスポーツフェスタ・冬

名古屋市スポーツ少年団創設50周年記念事業

式は、
ファイティング牧の原 岩本涼平選手から
「選
手代表のことば」が元気良く発せられました。大会
は１リーグ3〜5チームのリーグ戦形式で行い、全勝
したチームには「全勝賞」が授与されました。
また、
第３競技場の「おもしろスポーツにチャレンジ」での
ニュースポーツの体験や、昼の休憩時間に開催さ
れた「ドッジボールターゲット」では各チーム代表選
手によるチーム対抗戦が行われ、名古屋市のマス
コットキャラクター「はち丸くん」
も登場するなどして大
いに盛り上がりました。
事業の運営や企画にあたられた関係競技団体
や関係者の皆さまに厚くお礼申し上げます。

今年度も
「子どもスポーツフェスタ
・冬」が、
1月17日
（土）
に開催されました
（主催：市教育委員会、市教
育スポーツ協会、
市小中学校体育連盟）。
「子どもスポーツフェスタ・冬」は、地域からでも学
校からでも気軽に参加することができる、小学生の
ためのスポーツイベントで、名古屋市内のスポーツ
施設でドッジボール、
ソフトバレーボール、
３on３バス
ケットボール、
フットサル、
ニュースポーツを楽しんでい
ただきました。
「ナゴヤ夢ドッジ」
（ドッジボール）
は、
日本ガイシホ
ールと第２競技場で開催され、
103チーム1,133名の
選手が参加して熱戦が繰り広げられました。開会

【記念事業一覧】
部

門

弓道体験教室

▲選手宣誓

▲加藤会長あいさつ

▲競技の様子

▲おもしろスポーツにチャレンジ

女 子 マラソン
ハーフマラソン
クオーターマラソン
ホイールチェア
（競技用車いす）

会 場

参加者数

８月９日
（土）

日本ガイシスポーツプラザ弓道場

２７名

１０月２６日
（日）

名古屋市体育館

２００名

名古屋市スポーツ少年団本部・指導者協議会合同研修会

１２月２１日
（日）

スポーツ振興会館

１５６名

１月５日
（月）

日本ガイシアリーナ

１１１名

大高緑地公園内

１２７名

スケート体験教室

２月２８日
（土）

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2015

平成27年3月6日
（金）
から8日
（日）
にかけて、
今年
で4回目となる
「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知
2015」が開催されました。
「女性だけのフルマラソン
大会参加者数世界一」
としてギネスブックにも認定
され、全国から注目を集める
「名古屋ウィメンズマラ
ソン」
と、
同時開催の「名古屋シティマラソン」や「名
古屋ウィメンズホイールチェアマラソン」などが開催
され、合わせて3万４千人余のランナーが、早春の
名古屋の街を走り抜けました。沿道では多くの市民
の皆さんが温かい声援を送り、
ランナーを激励して
いました。各競技部門第1位の皆さんは次のとおり
です。
なお、女子マラソン総合の部で、前田彩里選
手が２時間２２分４８秒で、
日本選手最高の３位にな
りました。
部

開催日

スポーツ少年団交歓大会

単位団対抗駅伝大会

ギネスブック
認定

年団の活動を振り返ると共に、
これから各団の活
躍にかける想いを団員・指導者・母集団のみなさん
で語り合いました。
他にも、元フィギュアスケート選手の安藤美姫さ
んをお招きしたスケート体験教室や、50周年記念
混成チームによる交歓大会などを開催し、各団相
互の交流を図りました。
これからも、名古屋市スポーツ少年団は、子ども
たちのスポーツを通じた健全な育成をすすめてま
いります。

名古屋市スポーツ少年団は、昭和39年の創設
以来、本年度で50周年を迎えました。名古屋市ス
ポーツ少年団本部では、年間を通じて様々な記念
イベントを開催いたしました。
メインイベントとなる12
月21日に開催した「名古屋市スポーツ少年団本
部・指導者協議会合同研修会」では、
日本スポー
ツ少年団講師の吉田繁敬先生による
「スポーツ少
年団活動の更なる充実とリーダー育成」
と題した
記念講演や、各団のリーダーによる受講研修会・
研究大会参加体験発表を始め、団員が各団の活
動内容をまとめた壁新聞の掲示など、
スポーツ少

門

氏名
（敬称略）

記 録

ユニスジェプキルイ キルワ

2時間22分08秒

男 子 総 合 ブラッド ミロソビッチ

1時間06分05秒

女子総合

1時間18分56秒

総合

ルーシー スタラット

男子総合

松岡

直希

32分53秒

女子総合

髙谷

静香

36分30秒

土田和歌子

24分36秒

総合

大会の運営にご協力をいただいた関係者の皆
さまに厚くお礼申し上げます。
その他の記録は大会ＨＰ
（http://marathon-festival.com/）
でご確認くださ
い。

▲ウィメンズマラソンスタート

▲合同研修会

▲ウィメンズマラソントップ集団

▲ハーフマラソンフィニュッシュ ▲ハーフマラソン表彰式

３

▲弓道体験教室

▲スケート体験教室

▲交歓大会

４

▲駅伝大会

私 とス ポ ー ツ

一意専心 SPORTS人生放談シリーズ5３
時としてわが身よりも大切･･･スポーツの素晴しさにとことん惚れ込み、
人生の多くをスポーツに賭けてきた愛すべき人々。
このコーナーでは
名古屋のスポーツ界を支えてきた “縁の下の力持ち”をご紹介し、その
人間的魅力に鋭くせまります。

スポーツに感謝。
だからこそスポーツを通して
地域に恩返しをしたい。
いとう

てんらい

平成26年度愛知県体育協会スポーツ功労者表彰
3月19日
（木）
に、
ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、
平成26年度の
（公財）愛知県体育協会 スポー
ツ功労者表彰式が行われました。名古屋市関係で
は、
長年にわたり地域においてスポーツの振興及び普
及に尽力され、
各区の体育協会から推薦のあった4名
の皆さんが、
スポーツの振興に功績のあった「スポーツ
功労者」
として他の部門の表彰者とともに表彰されま
した。受賞者の皆さん、
おめでとうございます。

（敬称略）

区
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伊藤 天來さん
（中区体育協会会長）
プロフィール
昭和4年、名古屋市中区生まれ。相撲、水泳、硬式野球、長距離走、
スキー、
ゴルフな
ど、幼い頃から現在に至るまで様々なスポーツに親しむ。昭和37年の体育指導委員
制度の発足とともに名古屋市体育指導委員に就任し平成4年まで務める。
その傍ら、
昭和47年に中区体育協会理事就任。平成6年より同副会長、平成24年より会長に
就任し現在に至る。50年を超える長い期間に渡り、地域住民の体位・体力の向上と
地域スポーツの普及・振興に貢献するとともに、
中区のスポーツ団体の発展とニュー
スポーツの振興に尽力されている。
インタビュアー／市体育協会広報委員 加藤 正史

――プロフィールを拝見しますと、伊藤さんは小さい頃からい
ろんなスポーツを経験されていますね。
小学校の頃は水泳と相撲。戦前ですが、50ｍプールが近くに
あり、選手として泳いだんですよ。相撲の選手でもありました。
成績は……ですけれど
（笑）。中学に入ると硬式野球。戦争が
始まり廃止になってしまいましたから、2年生からは駅伝の選
手として長距離を走っていましたね。戦後しばらくして猪谷 千
春選手がコルティナダンペッツォオリンピックで日本人として
はじめて冬季五輪で銀メダルを獲得しました。彼が使っていた
同じスキー板を買い、山に登っては喜んで滑っていましたね。
――非常に活動的だったんですね。
おかげさまで若い頃から健康だったのか、あるいは鍛えてい
たからか、いまはゴルフをプレーしますが、
カートを使わず歩
いています。
スポーツにずっと親しんできて、感謝の気持ちも
ありますね。
――一方で50年近く体育指導委員をやられていますね。振り
返っていかがですか？
父が初期から中区体育協会の副会長を務めていましたから、
昭和37年から体育指導委員をやっていました。父の仲間が愉
快な方ばかりで、献身的に出席される方も多かったですね。
と
くにいまも続いているOB野球の組織は、警察、保健所、区役所、
消防にそれぞれチームがあり、大変盛り上がりました。
――現在の中区からすると、
スポーツができる場所が少ない
イメージがありますが……。
昔は栄から矢場町までに球場が２つ３つあったんですよ。け
っこう大きな企業のチームが試合をやっていました。かつては
地域でも野球をやる広場がありました。いまはそういった場所
がないので大変です。
―― 現在の中区の課題はなんでしょうか？
中区の場合は人の移動が多いんですよ。
スポーツ推進委員等
の役員になっても転勤や引っ越しで転出してしまう。ずっと出
席できる人を、
となると私たちのように年寄りばかりになって
しまい、若い人がいなくなってしまいます。市民スポーツ祭の

時にも、人を獲得するのが大変です。中区はほとんど最下位ば
かりで、なんとか脱出するために区長さんが一生懸命になっ
ているのですが……。
――企業の協力はどうなんですか？
スポーツ推進委員が賛助会員の申込書を持って走り回ってい
ます。
なんとか理解していただける企業に参加いただいていま
すが、
まだまだ増やしていきたいと考えています。
――最後に、
これからの目標をお聞かせください。
中区体育協会のスタッフ、
スポーツ推進委員ともにですが、や
はり若い層がほとんどいないんです。
どこの区も同じ悩みを抱
えているようですが、
とくに中区の場合は、
もともとの層が薄い
んですね。1人2人と参加してもらうんじゃなくて、
グループや
団体で入ってきてもらえるような、なにか魅力あるものをつく
らなければいけないと考えています。私もまだまだ元気です。
後継者育成、若い方に魅力的な中区体育協会や中区のスポ
ーツ環境づくりに取り組んでいきたいですね。
――これからもお元気で、
ますますのご活躍を期待しています。
本日はありがとうございました。

（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋
市体育協会）は、名古屋市における体育・スポ
ーツ団体を統括し、アマチュアスポーツの普
及振興と市民のスポーツへの関心を高めるた
めの様々な事業を行っています。
こうした事業を一層充実発展させ、市民の
心身の健全な発達に寄与できるよう当協会で
は『賛助会員の募集』をしております。
皆様の暖かいご支援とご協力をお願いいた
します。
◇ 会費 年額 １口 10,000円
（法人は２口以上）
何口でもご加入いただけます。

◇ 賛助会員になられた方には、年3回（9月・
12月・3月）発行する当協会広報誌「なごや
のスポーツ」を送付させていただきます。
◇ 照会・連絡先
（公財）名古屋市教育スポーツ協会
（名古屋市体育協会事務局）
名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100
FAX（052）614-7149
※ご連絡いただければ、折り返し『ご案内』
及び『振込用紙』等を送付いたします。

〜事務局だより〜
【競技普及委員会】

第2回 2月10日
（火）
スポーツ振興会館会議室
平成27年度より新たに実施するジュニアアスリート等への
支援事業について審議

【スポーツ少年団本部委員会】

第２回 3月18日
（水）
スポーツ振興会館会議室
平成27年度事業計画等について審議

【広報委員会】

第4回 3月4日
（水）
スポーツ振興会館役員室
「なごやのスポーツVOL.108」の編集に関する件で、編集内容等を決定

〜訃報〜

本協会の加盟団体協議会協議員並びに名古屋市スポーツ少年団本部委員である
亀山みはるさんが平成27年1月8日にご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

なごやのスポーツ（第108号）
平成27年3月31日発行
発行 公益財団法人 名古屋市教育スポーツ協会
編集責任者
〒457-0833
地元野球チームのメンバーと
（前列左から2人目）

５

（名 古 屋 市 体 育 協 会）

広報委員長

斉藤元三

名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
（スポーツ振興会館内）
TEL（052）614-7100 FAX（052）614-7149

表紙写真：名古屋市スポーツ少年団創設50周年記念単位団
対抗駅伝大会（大高緑地）
表紙題字：後藤 淳（名古屋市体育協会特別顧問）
この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
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ハイブリッドカーをお持ちの方もしっかりサポート
整備のスペシャリストで 安心

オーナーズミーティングで 安心

名古屋トヨペットのエンジニアには、
専門の
研修を受けた
「ハイブリッドスペシャリスト」
が全店に在籍しております。エコ運転の方
法やご質問などお気軽にご相談ください。

ハイブリッドカーを購入していただいた
お客様にもっとおクルマについて知って
いただくために全店舗で、
「 ハイブリッド
オーナーズミーティング」を定期的に開
催しています。

このマークが目印です。

新車ご登録日から3年間無料の

※

スマイルフリー点検

名古屋トヨペットは、愛知県下76ヶ所のサービ
スネットワークでお客様の快適なカーライフを
サポートしています。
また、2代目プリウスから
ハイブリッドカーを販
売・整備してきた知識
と実績を生かし、購入
後も3年間無料で安心
して、大切な愛車を任
せることができます。
実施月 1ヶ月目 6ヶ月目 12ヶ月目 18ヶ月目 24ヶ月目 30ヶ月目
点検
内容

1ヶ月
6ヶ月 12ヶ月 トヨタ 12ヶ月 トヨタ
無料点検 無料点検 定期点検 プロケア10 定期点検 プロケア10

※：消耗部品・油脂類の交換等のメンテナンス費用については別途費用が
必要です。
ハイエースバンは購入より2年間となります。
サクシードバン、
トヨエース、
ハイエースコミューター及び事業用は対象外となります。
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朝9：30〜夜7：00

／

本社／〒456-8555 名古屋市熱田区尾頭町2番22号

www.ntp.co.jp

NTP名古屋トヨペット まちくる活動

ご 利 用 下 さ い
NTPでは、地域の皆様が集う場所として、各店舗の
ショールーム・会議室をご利用頂けます。カルチャー
スクールや会合の開催場所をお探しの方は、お気軽
にお問い合わせ下さい。
担当：本社営業推進部まちくる推進 瀬口佳代
TEL：052-683-2270 mail：kseguchi@ntp-g.com

