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　本大会は、新型コロナウイルス感染症対策を実施し、安全・安心な大会運営を進めてまいります。皆さんのご協力をお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により掲載内容が一部変更となる場合がありますので、ご了承ください。
対象　市内在住・在勤・在学・在クラブ（詳しくは各部門主管団体にお問い合わせください）

 ふじみ野市スポーツ協会事務局（上野台体育館内、 ０４９・２６６・０６０５、 ０４９・２６６・０６１５、平日午前１０時～正午・午後１時～５時）

※吹矢は、開催が困難なため中止。

第１６回ふじみ野市第１６回ふじみ野市

市民スポーツ大会市民スポーツ大会
日頃の練習成果を競い合う大会です。奮ってご参加ください。

種目	 日程 場所 内容（部門）・ 定員 申込方法・ 参加費 問合せ

朝野球 ９月７日㈫・９日㈭・１４日㈫・
１６日㈭・２１日㈫・２３日㈷ 運動公園野球場 軟式野球

 ４チーム
８月２３日㈪～３１日㈫午前１０時～午後５時
に電話で申し込む

朝野球連盟 井部
０９０・３００１・１１３３

インディアカ ９月１９日㈰ 上野台体育館
１５歳以上、１チーム４人以上男女
混合可（男性は１チーム１人まで）、
ローカルルール適用

９月１日㈬～８日㈬午後５時にファクスで申
し込む（申込書は９月１日㈬からスポーツ
協会事務局で配布）

インディアカ連盟 平野
０９０・４７３３・０１０３
０４９・２６４・６０９１

弓道 ９月２６日㈰ スポーツセンター
弓道場

①初段以下②２・３段③４・５段④
称号者

 各１５人

８月１日㈰～９月１９日㈰午前１０時～午後７
時に電話で申し込む（連盟会員は弓道場
で直接申し込む）

弓道連盟 坂井
０８０・５４１２・３１９７

グラウンド・
ゴルフ

１１月４日㈭
予備日：１１日㈮

スポーツセンター
多目的グラウンド  １６０人

１０月１日㈮～８日㈮にファクスで申し込む
（申込書は９月２８日㈫から総合体育館、
上野台体育館、大井図書館、上福岡西公
民館で配布）

 １人１００円（当日チーム毎に受付で集金）

グラウンド・ゴルフ連
盟 土岐

０４９・２６３・４４９９

剣道 １１月１４日㈰ 上野台体育館

小学生（①３年生以下②４年生③
５年生④６年生）中学生（⑤男子
⑥女子）高校生（⑦男子⑧女子）
一般（⑨男子⑩女子）

 ①～④各１５人⑤～⑧各２０人
⑨⑩各１０人

１０月１日㈮～２２日㈮に郵送かファクスで
申し込む（申込書は各剣友会、中学校、
高校へ郵送および１０月１日㈮からスポー
ツ協会事務局で配布）

剣道連盟 相馬功
〒３５６・００３８駒林元
町４・２・５

０９０・９３０２・８７１９
０４９・２６１・２６８１

サッカー

少
年

１１月１４日㈰・２８日
㈰

スポーツセンター
多目的グラウンド

小学１・２年生男女、8 人制
 ８チーム（１チーム２０人以内）

１０月２５日㈪～２９日㈮午前９時～午後５時
に電話で申し込む

 １チーム５,０００円（当日集金）

サッカー協会４種部会
（少年）吉弘

０９０・８４３９・６７６６

社
会
人

１１月７日㈰
予備日：２１日㈰

8 人制
 ８チーム

８月２８日㈯～９月９日㈭午前９時～午後５
時に電話で申し込む

 １チーム５,０００円（代表者会議で集金）

サッカー協会１種部会
（社会人）山口

０９０・８１１６・１０８１

柔道 １０月２４日㈰ 第２運動公園武
道場（柔道場）

小学生（①２年生以下②３年③４
年④５・６年生）中学生（⑤軽量
⑥重量）⑦中学生以上女子⑧高
校生・一般　  各３５人

１０月４日㈪午前９時～１２日㈫午後１時に
電話かメールで申し込む

柔道連盟 吉本
０９０・１４０７・３８８８
fujimino.judo.c@

gmail.com

少年野球

８月２２日㈰・２８日㈯・２９
日㈰、９月４日㈯

上野台小、鶴ケ
丘小、西原小、
東原小

小学３～５年生
 ９チーム

８月１０日㈫～１６日㈪午前１０時～午後３時
に電話で申し込む

少年野球連盟 荻原
０９０・８８５７・２３２３

９月５日㈰・１１日㈯・１２
日㈰・２３日㈷

駒西小、上野台
小、鶴ケ丘小、
東原小

小学１～４年生
 ９チーム

スキー
（大回転） 令和４年２月１３日㈰ 鹿沢スノーエリア

（群馬県）

①少年少女（１５歳以下）②一般
女子Ａ（５９歳以下）③一般女子Ｂ（６
０歳以上）④一般男子（４９歳以下）
⑤壮年男子Ａ（５０歳～６４歳）⑥
壮年男子Ｂ（６５歳以上）

 各１０人

令和４年１月５日㈬～３０日㈰午前１０時～
午後５時に電話で申し込む

 １人５００円（当日集金）

スキー連盟 笠井
０９０・５３２７・３８３３
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種目 日程 場所 内容（部門）・ 定員 申込方法・ 参加費 問合せ

ソフトテニス

１０月２４日㈰
予備日：３１日㈰

スポーツセンター
テニスコート、
運動公園テニス
コート

中学（１・２年）生、男・女ダブルス、
トーナメント方式

 計１２０組

８月１６日㈪～９月２４日㈮に
ファクスかスポーツ協会事務
局窓口で申し込む

※申込書
は８月１
６日㈪か
らスポー
ツ協会事
務局で配
布。

ソフトテニス連盟 荒井
０９０・４１７５・１６９５

市スポーツ協会
０４９・２６６・０６１５１１月１４日㈰

予備日：２１日㈰
運動公園テニス
コート

一般男・女ダブルス（各 A・Ｂ）、
リーグ方式

 計３２組

８月１６日㈪～１０月２２日㈮に
ファクスかスポーツ協会事務
局窓口で申し込む

ソフトボール
８月２９日㈰、９月５日㈰・
１２日㈰・１９日㈰・２６日
㈰

荒川運動公園野
球場 A 面・Ｃ面

中学生以上（１チーム１０人以上、
男女混成可）

 １４チーム

８月１日㈰～１８日㈬午前１０時～午後６時３
０分に電話、または８月２１日㈯午後７時に
フクトピアＡ会議室で開催する代表者会議
に選手名簿と参加費を持参して申し込む

 １チーム２,０００円

ソフトボール協会 勝部
０９０・７７３７・８３３３

卓球 １０月３日㈰ 総合体育館

①シングル一般（男女混合）②
シングルシニア（５０歳以上男女
混合）③女子ダブルス（シング
ル参加者除く）④ビギナークラス
シングル（成人男女混合）⑤混
合ダブルス（①～④出場者が当
日抽選しペア決定）

 ①②各３０人③２０組④２０人⑤
２５組

８月１日㈰～９月１７日㈮午前９時～午後７
時に参加費を添えて連盟役員に直接申し
込む、またはファクス（氏名・年齢・参
加種目・電話番号を記入）で申し込む

 １人４００円（ファクスで申し込む場合は
当日集金）

卓球連盟 備瀬
０８０・３６００・０２８６
０４９・２６３・３０５２

テニス

９月５日㈰・１１日㈯・１８
日㈯・１９日㈰・２６日㈰、
１０月３日㈰・１０日㈰・２３
日㈯、１１月６日㈯・７日㈰・
１４日㈰・２８日㈰
予備日：１１月２７日㈯、１
２月１１日㈯・１２日㈰

運動公園テニス
コート、スポー
ツセンターテニ
スコート

①一般男女単②一般男女複③団
体（加盟団体に限る）戦④ベテ
ラン（５０歳以上）⑤１３０UP 複　

（ペアで１３０歳以上）
 ①８０人②５０組③２５団体④各

２５組⑤２０組

８月７日㈯の代表者会議で申し込む（詳
細・申込書はテニス協会ホームページ
http://fujimino-tennis.com/ を参照）

 単１,０００円、複１組２,０００円、団体１
チーム６,０００円（代表者会議で集金）

テニス協会 小山
０８０・５４６４・６０３０

バスケット
ボール ９月２３日㈷ 第２運動公園体

育館
ミニバス（男女ビギナー）

 ６チーム
８月１日㈰～３１日㈫午前１０時～午後６時
に電話で申し込む

バスケットボール協会 
篠島

０９０・３８１１・７２３０

バドミントン １０月２４日㈰ 総合体育館 男女別ダブルスＡ～Ｄクラス
 各４チーム（申込順）

９月５日㈰～１０月７日㈭にファクスで申し
込む（申込書は９月５日㈰から各体育館で
配布）　  １組１,５００円（当日集金）

バドミントン連盟 椙村
０４９・２６９・４６６３

バレーボール １０月１７日㈰ 総合体育館
①一般男子（６人制）②一般女子

（９人制）
 各５チーム

９月１２日㈰午後２時から上野台体育館で
行われる代表者会議で申し込む

バレーボール連盟 矢島
０４９・２６２・１９０２
０９０・１５５９・５４８３

太極拳 １１月２７日㈯ 上野台体育館 講習会①午前②午後
 各６０人

９月２７日㈪～２９日㈬午後６時～午後８時
に電話で申し込む

武術太極拳連盟 高﨑
０８０・４６７１・３０１４

野球（軟式）
８月２９日㈰、９月５日㈰・
１２日㈰・１９日㈰、１０月１
７日㈰・２４日㈰・３１日㈰、
１１月７日㈰

運動公園野球場
荒川運動公園

１チーム１０人以上、３部に分かれ
てトーナメント方式（中学生以下
不可）

 ４５チーム

８月２日㈪～１２日㈭に郵送で申し込む（申
込書は８月２日㈪～１０日㈫にスポーツ協
会事務局で配布）

 １チーム４,０００円（代表者会議で集金）

野球連盟 黒岩俊彦　
〒３５６・０００６霞ケ丘２・
５・１・１３０３

０９０・３５３４・１８２２

ロードレース １１月７日㈰ 第２運動公園（ス
タート・ゴール）

新河岸川土手を含む周回コース
①一般男子（５㎞）②一般女子（５
㎞）③中学男子（３㎞）④中学
女子（３㎞）

 ①②計１００人③④計１００人

１０月１日㈮～２９日㈮にスポーツ協会備え
付けの箱に申込書を投函（申込書は１０月
１日㈮から上野台体育館で配布）

陸上競技連盟 岡本
０９０・７８２７・５８５６

レクダンス １１月２８日㈰ 上野台体育館 創作レクダンス
 ６０人、５組

１０月１日㈮～８日㈮午前１０時～午後５時
にファクス（代表者名、電話番号、参加
者名を記入）で申し込む

レクダンス連盟 井上
０８０・５０１４・６９２７
０４９・２６１・９０５６


