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名古屋市スポーツ少年団単位団対抗駅伝大会（大高緑地）



特別インタビュー

区独立し、最初の大会では区対抗の部が最下位。それが悔し
くて悔しくて。なんとか新しい区でも他の区についていけるように
したいと、いろんな競技団体にご協力をいただいて、今では市民
スポーツ祭における名東区の優勝率は16区でトップ、現在2連
覇中です。地域スポーツを盛り上げ、地域の方々がスポーツをし
ようとする意識を高めるためには、好成績を上げることが一番で
すからね。
―――運営する名古屋市体育協会の会長というお立場か
ら、市民スポーツ祭の改革も行っていますね。
区対抗は９競技くらいあるのですが、試合日程を1日しか取って
なく、雨で中止になってしまうケースがありました。せっかく参加
するのだからできる限り試合が行われるよう、予備日を設けるよ
うにしました。また、各区で選手を確保できない競技は区対抗
からはずすように改正しました。というのも、ある競技では区民
以外の選手を含めてチームを編成していたんですね。区対抗
だから区民が参加するようにしようと私が会長になってから是
正しました。
―――ジュニアスポーツクラブの立ち上げの経緯は…？
総合型地域スポーツクラブはありますが、子どもに特化したクラ
ブをつくって、体力をつけてやりたい、運動もさせたいと考えて
いました。ジュニアスポーツクラブをなんとかして立ち上げたいと
いうのは私の悲願。ちょうど小学校が土曜日も休日になる前、当
時の松原市長に直談判しましたよ。「土曜日の時間を使い地
域で子どもたちを集めて運動させることを考えましょう」と。私は
体育指導員のトップという立場で、名東区の19学区の校長を
集めて協力を要請しました。名東区は全部の学区にジュニア
スポーツクラブがあります。学校によっていろんな競技を行って
いますが、名東区は今ドッジボールが盛んです。ドッジボール

は、全国で
も愛知県が
最もチーム
数が多いん
ですよ。中で
も名古屋市
が一番多い
ですね。

―――名古屋市ドッジボール協会の会長も務められてい
ますね。
私の前の会長が体調を崩されて就任の要請を受けました。
いったんはお断りしましたが、実際に試合を見に行き、「ここまで
しっかりやっているんだ」と感動してお受けすることにしました。
ドッジボールは競技スポーツとして中学・高校にあるわけではあ
りませんが、持久力や俊敏性が求められるスポーツですから、
小学生が基礎体力をつけるには適しています。現在は県の会
長も務めています。どんな競技だとしても、子どもたちと接するこ
とは一番うれしいですね。
―――加藤会長の在任時、名古屋市体育協会と教育スポー
ツ協会の合併がありました。ご苦労をされたのではありま
せんか？
五大都市大会などで他の市町村の例をいろいろお聞きしまし
た。大阪市は緑の協会と体育協会が一体になり、公園施設か
ら考えてスポーツを普及していく取り組みをしていました。それ
ぞれの地域でそれぞれの方法で活動しています。私は体育協

会とスポーツ協会が一体に
なってもいいのではないか、
予算的にもなんとかやりくり
ができるんじゃないか、とお
受けすることを決めました。
私の前の会長さん、その前
の会長さんも含めて、関係
する皆さんを説得して回りま
したね。本当に苦労しました。でも、今は一緒になって良かった
と思っています。競技団体がいろんな施設を利用しやすくなり
ましたし、全国規模の競技を誘致しても、お手伝いする人数が
増えてきました。それまでは体育協会だけではできなかったこと
もできるようになりましたから。今年の6月には第100回日本陸上
競技選手権大会がパロマ瑞穂スタジアムで開催します。来年
には日本ガイシアリーナで第93回日本選手権水泳競技大会も
あります。これらも合併のメリットだと思いますね。
―――名古屋市体育協会会長を退任されますが、まだま
だお力になっていただきたいと思います。今後の夢や目
標はありますか？
まずは東京オリンピックが成功してほしいですね。名古屋市・愛
知県としては、前述の全国規模の陸上・水泳大会が成功して
ほしい。昨年、愛知駅伝大会10回目にして名古屋市が優勝
し、都道府県対抗駅伝では愛知県が男女アベック優勝しまし
た。今この地域は勢いがありますからね。大会の成功はもちろ
ん、名古屋市・愛知県の選手たちの活躍も期待しています。
それからやはりジュニアスポーツの発展です。と言うのも、昨年
度の全国体力・運動能力調査で、愛知県は小学校5年生男
子の調査が47位、最下位でした。名古屋市体育協会会長、
愛知県体育協会の役員を務めさせていただいて一番寂しい
ことでした。どんなスポーツでもいいから、子どもたちには身体を
動かしてほしいし、それに関わっていきたいと考えています。
―――では、最後に、メッセージをお願いします。
先日、国体のスケート大会に団長として参加しました。フィギュ
アスケートの本郷選手と村上選手を連れていったのですが、
「ありがとうございます。あの2人の演技を観せてもらった岩手
県民は幸せです」と、何人もの県民の方に声をかけていただき
ました。また、岐阜の国体でバレーボール高校男子の試合会
場に行ったときのことです。愛知県代表チームの控えの選手
がトイレのスリッパを片付けていた姿を一般の市民の方が見か
けて、「なにかの機会にあの子たちをほめてやってください」と
私に言うんです。競技者同士ではなくても直接会話をしなくて
も、人間関係がそこに生まれるんですね。スポーツを通じてマ
ナーを身につけ、地域の方たちを大切にする後輩たちが育っ
てくれることを願っています。
―――それはスポーツに関わる全員の願いですね。今後
は特別顧問とい
う立場になられ
ますが、変わらず
名古屋のスポー
ツの発展の力に
なってください。
本日はありがと
うございました。
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プロフィール
昭和18年6月　岐阜県生まれ。
平成9年より名古屋市名東区体育協会会長を務め、区民の体育スポー
ツレクリエーションの振興と健康増進に努めるかたわら、平成11年から
名古屋市体育協会監事として就任。その後理事、副会長を経て、平成
21年から名古屋市体育協会会長に就任し、名古屋市の競技スポー
ツ、生涯スポーツ、地域スポーツの多岐にわたり、その普及・振興に尽
力される。
長年のスポーツ振興への功績が評価され、平成4年度に財団法人名
古屋市体育協会スポーツ功労者表彰、平成5年度に財団法人愛知
県体育協会体育功労者表彰、平成25年度に名古屋市スポーツ功労
賞を受賞する。

特別インタビュー

加藤常文会長が勇退、新会長に宇佐美義光副会長が就任

―――加藤会長は、名古屋市体育協会はもちろん、それ以
前から名東区体育協会の運営にも携わり、長く地域スポー
ツの普及にご尽力されてきましたね。振り返ってとくに思
い出に残っていることはなんですか？
名東区が分区独立したのは昭和50年、それ以前の昭和45年
から地元の藤が丘で体育に関わってきました。46年間、地域ス
ポーツの普及に一生懸命努めてきたつもりです。一番思い出に
あるのは市民スポーツ祭と、ジュニアスポーツクラブの発足です
ね。この2つについては、自分なりに大きな役割を果たせたかな、
と感じています。
―――では、市民スポーツ祭からお伺いしましょうか。
市民スポーツ祭は、私自身、第5回か第6回大会にレスリングの選
手として参加したことがあり、思い入れがありました。名東区が分

スポーツ関係の役職歴

平成７年５月～平成15年３月  名東区体育指導委員連絡協議会会長

平成９年４月～現在に至る  名東区体育協会会長　　

平成11年４月～平成12年４月  名古屋市体育協会監事

平成12年５月～平成15年３月  名古屋市体育協会理事

平成12年６月～現在に至る  名東区ジュニアスポーツクラブ連絡協議会会長

平成15年４月～平成21年３月  名古屋市体育協会副会長

平成19年４月～現在に至る  名古屋市ドッジボール協会会長

平成21年４月～平成28年３月  名古屋市体育協会会長

特別インタビュー
多くの方に支えられた、

名古屋市体育協会の17年間。

　加藤常文会長が、平成28年3月31日をもって勇退さ

れることとなりました。

　また、新会長には宇佐美義光副会長が平成28年3月

25日に行われた競技スポーツ事業運営審議会において

選任されました。

　なお、同審議会において、加藤会長は4月1日より当協

会の特別顧問に就任されることが決定いたしました。

　

加藤常文特別顧問宇佐美義光新会長

ゲ　　ス　　ト 　名古屋市体育協会　加藤常文 会長
インタビュアー 　名古屋市体育協会　広報委員長　斉藤元三
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　なお、同審議会において、加藤会長は4月1日より当協

会の特別顧問に就任されることが決定いたしました。

　

加藤常文特別顧問宇佐美義光新会長

ゲ　　ス　　ト 　名古屋市体育協会　加藤常文 会長
インタビュアー 　名古屋市体育協会　広報委員長　斉藤元三
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　今年度も「子どもスポーツフェスタ・冬」が、1月16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」は、日本ガイシホールと第２競技
場で開催され100チーム1,145名の選手が参加して
熱戦が繰り広げられました。開会式は、Red Zone
松本大輝選手から「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3～4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。

子どもスポーツフェスタ・冬

　名古屋市スポーツ少年団に登録された各スポー
ツ少年団の活動の充実・発展を図ることを目的に
「平成２７年度名古屋市スポーツ少年団育成母集
団研修会」が、１月３０日（土）にスポーツ振興会館
にて開催されました。
　当日は、愛知県弁護士会所属の西山一博弁護
士に「スポーツをめぐる法律問題」をテーマにお話し
ていただきました。

　スポーツ現場で起こりうる様々な事故事例をもと
に、その対応や予防について学び、スポーツ少年団
の指導者及び保護者としての安全指導や安全対
策の重要性を再認識することができました。
　参加された指導者・保護者のみなさまから、「損
害賠償など初めて学ぶことが多くあり、大変勉強に
なった」といった感想が寄せられ、とても有意義な研
修になりました。

平成27年度 名古屋市スポーツ少年団育成母集団研修会開催

３

　今年度市民スポーツ祭の締めくくりとなるバスケッ
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
子合わせて6,255名、スキー競技には、小学生から
壮年まで12部門に154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。

【ミニバスケットボール競技】
開催日：平成２８年１月１７日（日）～２月６日（土）
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）

【スキー競技】
開催日：平成２８年２月２１日（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）

▲ウィメンズマラソン ▲シティマラソン ▲ホイールチェアマラソン ▲チャレンジラン

▲チャレンジラン

提供：中日新聞社

　平成28年3月11日（金）から13日（日）にかけて、今
年で5回目となる「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛
知2016」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3万6千人余のランナーが、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

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2016
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。
　大会の運営にご協力をいただいた関係者の皆
さんに厚くお礼申し上げます。
　各競技部門第1位の皆さんは次のとおりです。
その他の記録は大会ＨＰ
（http://womens.marathon-festival.com/）でご
確認ください。

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）

総合
男子総合
女子総合
男子総合
女子総合

総合

ユニスジェプキルイ キルワ
コートニー カーター
レクシー グルモア
辰巳　慶宏
高橋　未奈

土田和歌子

2時間22分40秒
1時間05分51秒
1時間16分28秒
32分53秒
42分09秒

24分15秒

記 録氏名（敬称略）部 　 　 門

第57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）
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　（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。
　皆様の温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。

3月17日（木）に、ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、平成27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。

区　名 氏　名

千 　 種

東

北

西

林　　敏久

井戸　　孝

岡田　芳雄

田中　　明

～事務局だより～
【広報委員会】
第3回　3月1日（火）スポーツ振興会館会議室
「なごやのスポーツVOL.111」の編集に関する件で、編集内容等を決定

（敬称略）

６

表紙写真：名古屋市スポーツ少年団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。

なごやのスポーツ（第111号）
平成28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
　　　　　　　　  　　 （名 古 屋 市 体 育 協 会）
編集責任者　広報委員長　斉藤元三
〒457-0833　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

平成27年度愛知県体育協会スポーツ功労者表彰

５

　昨年は5年ぶりに名古屋市で開催された、競技団
体主管で開催される「都市間交流スポーツ大会」が、
今年は横浜市で開催されます。
１. 大会名　第13回都市間交流スポーツ横浜大会
２. 主　催　（公財）横浜市体育協会
３. 共　催　神戸市、京都市、大阪市、名古屋市の
 　　　　　各都市体育協会

４. 主　管　横浜市競技団体
５. 開催地　横浜市
６. 参加都市　横浜市、神戸市、京都市、大阪市、名古屋市
７. 期　日　平成２８年７月２日（土）から７月１７日（日）
８. 実施競技　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

　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年に創設したものです。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。

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。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

　本部委員会関係会議　本部委員会の開催（年1回）
　各種事業

名古屋市スポーツ少年団交歓大会
平成２8年１1月6日（日）
名古屋市体育館

育成母集団研修会
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）

期　日
会　場

期　日
会　場
対　象

1
2

運動適性テスト

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

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

期　日
会　場
対　象
内容等

各種スポーツ体験教室

駅伝大会
平成２8年2月頃
大高緑地公園

期　日
会　場

（予定）

日程・会場

第13回 都市間交流スポーツ大会の開催

日　程 会　場
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月2日（土）
7月9日（土）・10日（日）
7月10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月3日（日）
7月16日（土）・17日（日）

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

種　目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

三ツ沢公園テニスコート
横浜文化体育館
関東学院大学金沢文庫キャンパス野球場
IHI横浜事業所相撲場
保土ケ谷公園軟式野球場
本牧市民公園テニスコート
ハマボール
平沼記念体育館
平沼記念体育館
県立武道館
慶應義塾大学日吉グランド
神奈川スポーツセンター
平沼記念体育館

平成28年度 名古屋市スポーツ少年団事業計画

平成28年度 名古屋市スポーツ少年団の登録
　（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。
　皆様の温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。

3月17日（木）に、ウィルあいちの「ウィルホール」にお
いて、平成27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。
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～事務局だより～
【広報委員会】
第3回　3月1日（火）スポーツ振興会館会議室
「なごやのスポーツVOL.111」の編集に関する件で、編集内容等を決定

（敬称略）
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表紙写真：名古屋市スポーツ少年団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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平成27年度愛知県体育協会スポーツ功労者表彰
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　昨年は5年ぶりに名古屋市で開催された、競技団
体主管で開催される「都市間交流スポーツ大会」が、
今年は横浜市で開催されます。
１. 大会名　第13回都市間交流スポーツ横浜大会
２. 主　催　（公財）横浜市体育協会
３. 共　催　神戸市、京都市、大阪市、名古屋市の
 　　　　　各都市体育協会

４. 主　管　横浜市競技団体
５. 開催地　横浜市
６. 参加都市　横浜市、神戸市、京都市、大阪市、名古屋市
７. 期　日　平成２８年７月２日（土）から７月１７日（日）
８. 実施競技　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

　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年に創設したものです。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。

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。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

　本部委員会関係会議　本部委員会の開催（年1回）
　各種事業

名古屋市スポーツ少年団交歓大会
平成２8年１1月6日（日）
名古屋市体育館

育成母集団研修会
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）

期　日
会　場

期　日
会　場
対　象

1
2

運動適性テスト

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

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

期　日
会　場
対　象
内容等

各種スポーツ体験教室

駅伝大会
平成２8年2月頃
大高緑地公園

期　日
会　場

（予定）

日程・会場

第13回 都市間交流スポーツ大会の開催

日　程 会　場
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月2日（土）
7月9日（土）・10日（日）
7月10日（日）
7月9日（土）・10日（日）
7月3日（日）
7月16日（土）・17日（日）

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

種　目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

三ツ沢公園テニスコート
横浜文化体育館
関東学院大学金沢文庫キャンパス野球場
IHI横浜事業所相撲場
保土ケ谷公園軟式野球場
本牧市民公園テニスコート
ハマボール
平沼記念体育館
平沼記念体育館
県立武道館
慶應義塾大学日吉グランド
神奈川スポーツセンター
平沼記念体育館
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平成28年度 名古屋市スポーツ少年団の登録
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http://www.nagoya-taikyo.or.jp 
（名 古 屋 市 体 育 協 会）

公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会

名古屋市スポーツ少年団単位団対抗駅伝大会（大高緑地）


