第６４回福島市民体育祭秋季大会のお知らせ
№
1

2

3
4
5

※冬季競技 ハンドボール・綱引・スキー・タグラグビー・ドッジボール・ソフトバレーボールについては、１２月頃募集します。
状況により、種目によっては、中止となる場合もございますので、ご了承ください。
日 程 ＜開→開始式 競→競技開始＞
競技名
会 場
申込方法・申込先
８月１７日(月)までに,一般の部は各地区体育協会を通
して、裏面大会事務局(福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ内)に、小・
９／１３（日）開 8：30 競 9：00 ※雨天決行
陸上
信夫ヶ丘競技場
中・高校は学校取りまとめのうえネットで申込み※学校
での取りまとめがない場合、信夫ヶ丘競技場事務所に
申込可。
９／２６(土)開 8：50 競 9：00 (中学生男子の部)
中学生の部は８月２８日(金)まで、ジュニア・シニア・一
９／２７(日)開 8：50 競 9：00 (中学生女子の部)
般の部は９月１１日(金)までに各地区体育協会・各学校
ｿﾌﾄﾃﾆｽ
十六沼公園テニスコート
１０／１０(土)開 8：50 競 9：00 (ジュニア・シニアの部)
を通して市ソフトテニス協会 菊田悟＜〒960-1101 大
１０／１１(日)開 8：50 競 9：00 (一般男女の部)
森字唐橋１３７
℡545-7656＞に直接申し込むこと。
８月７日(金)までに一般の部は各地区体育協会を
(一般の部) ９/１３(日）開 8:30競 9:00 １０/４（日）競 9:00
(一般)南体育館
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
通して、小学校は学校で取りまとめのうえ、裏面
(小学校の部) ９/１９(土)９/２６(土)９/２７（日）
競 9:00
(小学生)蓬莱東小・松川小
大会事務局(福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ内)に申し込むこと。
１０/３（土）開 9：00 競 10：00
ｻｯｶｰ
十六沼公園サッカー場
後日、競技責任者よりご連絡いたします。
１０/４（日）競 9：00
(一般男子・50歳以上の部)9/27(日)・10/4(日) 競 8：30
(一般女子の部)10/4(日)
競8：30
８月１７日(月)までに各地区体育協会を通して、裏面
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
十六沼公園・荒川運動公園
(小学生の部)9/26(土)・10/3(土)
競 8：30
大会事務局(福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ内)に申し込むこと。
※予備日 10／18(日)

内容

＜※詳細は実施要項冊子・申込用紙にて確認＞

(1)地区：一般男・女(2)学校：小・中・高校生の部 ※ﾘﾚｰを除き１人１種目

＊ダブルスのみ
(1)地区：一般男・女(A・B)・シニアミックス
(2)学校：小・中学校男・女
◎地区：小学校男・女・一般男・女 ※各部とも１校１ﾁｰﾑ・１地区１ﾁｰﾑ
(1)地区：小学校(2)学校：中学校 ※各部とも１校１ﾁｰﾑ
◎地区：:一般男・女・50歳以上・小学生 ※各部とも１地区１ﾁｰﾑ

１０月１６日(金)までに、一般の部は各地区体育協会を
6

柔道

１１／１５(日)開 9：00 競 9：30

NCVふくしまアリーナ 柔道場 通して、小・中・高校の部は各学校で取りまとめのうえ

(1)地区：一般男・女※各部１地区２ﾁｰﾑまで(2)学校：中・高校男・女(3)個人の部：小･中･高･一般

裏面大会事務局(福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ内)に申し込むこと。

秋
季

7

弓道

９／５(土)開 8：30 競 9：00（高校の部）
９／２６（土）開9：30 競10：00（一般の部）

8

馬術

９月～１０月開催予定 開 9：00 競 9：15

高校の部は８月２０日(木)まで各学校でとりまとめのう
え、一般の部は９月１０日(木)まで、各地区体育協会を
(1)地区：一般男・女・高年者
NCVふくしまアリーナ 弓道場
通して、市弓道連盟 瓜生文治＜〒960-1105 山田字
山ノ田34-3 ℡546-1902＞に直接申し込むこと。
福島競馬場

(2)学校：高校男・女

福島乗馬倶楽部 石神正雄
＜〒960-0112 南矢野目字赤川前10-6 ℡558-6323＞ ◎地区：トレーニングジャンプ60㎝、80㎝・クロスバー・ジムカーナ
に直接申し込むこと。後日競技責任者よりご連絡いたします。

9

体操

９／２７(日)開 9：00 競 10：00

10

山岳

１０／４(日)開 9：00 競 9：15

11

12

13

14
15
16
17

８月２８日(金)までに県北体操協会 髙橋和枝
福島トヨタクラウンアリーナ
＜〒960-8124 山居上３ ℡535-3316＞に直接申し込む 地区：(１)体操の部 小･中･高校生男･女
（国体記念体育館）
こと。
９月４日(金)までに各地区体育協会を通して、下記大会
公開競技 小学生以上
浄土平駐車場集合
事務局(福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ内)に申し込むこと。

(2)新体操の部 小･中学生男･女、高校生女子

８月７日(金)までに市空気銃協会 誉田浩司
＜〒960-8113 旭町6-16 ℡536-3260＞ に直接申し (1)個人の部(射撃銃、狩猟銃、ハンドライフル) (2)地区：個人の部による
込むこと。
８月7日(金)までに市ｸﾚｰ射撃協会 橋本幸夫
ｸﾚｰ射撃
９／２１(月：祝)開 8：00 競 8：45
福島市クレー射撃場
＜〒960-1104 小田字滝ノ入2番地の１ 市クレー射撃 (1)個人の部(トラップ、スキート、フィールドトラップ) (2)地区：個人の部による
場内℡546-5590＞に直接申し込むこと。
８月２１日(金)までに市空手道連盟 末永純志
NCVふくしまアリーナ
＜〒960-1101 大森字久保内164-8 ℡502-8090＞に直 ◎地区：小/中/一般 ※５本組手・防具付組手・全日本空手道連盟組手・型
空手道
９／２７(日)開 ８：00 競８：20
剣道場
接申し込むこと。
８月２８日(金)までに市フェンシング協会 本田光男
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ
１０／１１(日)開 9：30 競 10：00
福島商業高校第２体育館 ＜〒960-8163 方木田字樋口28-30℡090-1492-6238 公開競技 一般の部・団体戦 スポ小の部・個人戦
＞に直接申し込むこと。
８月２８日(金)までに、市バウンドテニス協会 油井武雄
ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ
９／２７(日)開 8：30 競9：00
西部体育館
＜〒960-0261 飯坂町中野字高取1-3 ℡542-4694＞ ◎地区：一般男･女/女子ミドル/女子シニア ※シングルス・ダブルス
に直接申し込むこと。
８月２８日(金)までに各地区体育協会を通して、下記
公開競技
ｳｵｰｷﾝｸﾞ
９／２７(日)開 9：00 競 9：20
信夫ヶ丘競技場
大会事務局(福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ内)に申し込むこと。
あづま総合運動公園
８月２８日(金)までに各地区体育協会を通して、下記
◎地区：団体戦(一般の部) 個人戦
木球
１０／１０(土)開 9:00 競 9:30
せせらぎ桜の広場
大会事務局(福島ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｱﾘｰﾅ内)に申し込むこと。
原則として福島市内在住者であること。また、年齢は令和２年４月１日現在の年齢で取り扱います。
◇参加資格
上記一覧表に記載のとおり。申込み方法を確認のうえ必ず期限内に各申込み先に申し込むこと。 ※締切厳守
◇申込先・期限
印のみ大会事務局を申込先とする。その他は、それぞれの競技協会を申込先とする。
◇悪天候時の開催可否 屋外競技において、大会当日悪天候の場合、原則として開始式時刻の１時間前までに、各競技団体と事務局との協議で開催可否を決定します。各競技会場で開始式時刻の１時間前の時刻から30分間問い合わせに対応します。
なお、山岳・・木球・スキー競技については、現地で判断となりますので、問い合わせには対応いたしません。
〒960－8166 福島市仁井田字西下川原41番地の1 福島トヨタクラウンアリーナ（国体記念体育館）内 福島市民体育祭事務局) ＴＥＬ 024-545-9322 FAX 024-539-5501
◇大会事務局
ｴｱﾗｲﾌﾙ射撃

９／６(日)開 8：30 競 9：00
１０／１１(日) 競 9：00

福島エアライフル射撃場

