
令和元年度第５０回市民体育大会参加申込みのご案内 ① ※参加費については各団体にお問合せください。

期限 申込先

 8月18日（日）～11月10日
（日）

上仲原公園野球場 他 軟式野球大会：１・２・３部トーナメント戦、特１部リーグ戦 ７月13日（土）

 5月19日（日）～9月8日
（日）

市内各小学校校庭 少年野球大会：Ａ・Ｂ・Ｃの部ト－ナメント戦 すでに終了

 9月8日 （日）
（予備日9/29（日）)

個人戦（２人１組）一般男子(１部・２部）、女子のブロック戦、中学生男子・女子ブロック別予選リーグ戦　予
選上位ペア決勝トーナメント

8月29日（木）

 10月6日 （日）
（予備日10/27（日）)

団体戦（２人１組×３組）　一般１部２部は、男子、女子、混合含め２名１組３ペアで1チーム。１部、２部の２
クラスに別けての予選リーグ戦　決勝トーナメント。中学生の部は一般と同じ。4人に満たない中学校は他
の中学校と合同も可

9月26日（木）

柔道大会
（柔道会）

10月6日（日 )
(予備日10/13日（日）

東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

幼児の部、小学生の部、中学生の部（各男・女、学年別）　一般者の部（中学有段者～高校生段外者～有
段者3段までの男、女）　一部段位制限なし、二部　段外者～高校生）

9月5日（木） 高橋　090-9813-1771

剣道大会
（剣道連盟）

9月23日（月、祝）
東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

１．初心者基本の部、２．小学生（１、２、３、４、５、６年生）の部、３．中学生（１、２・３年男女）の部　４．高校
生・一般の部

8月31日（土） 岸　042-561-0408

合気道大会
（合気道会）

9月29日（日）
東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

稽古風景、会員演武、会長演武、道場長演武、来賓師範演武、総師範演武 8月25日（日） 吉川  042-564-3287

形競技個人戦　　幼児、小学生（１～6年）、中学生（男、女子）、高校・成年男子、高校・一般女子、帯別

形競技団体戦　3名（点数方式、１回のみの演技）ファミリー（親、子、孫、兄弟、姉妹）

組手競技個人戦　　幼児、小学生１年、小学２年生、小学３年男子、小学４年男子、小学３・４年女子、小学
５年男子、小学５・６年女子、中学生男子、中学生女子、高校・一般女子、高校・一般男子

組手競技団体戦　小学１・２年生、小学３・４年生、小学５・６年生、中学生の３名１組

弓道大会
（弓道連盟）

9月8日（日） 東大和市弓道連盟弓道場
個人戦：霞的一部（三段以下）二部（４段以上）（1０射的中制）　　色的 （１０射点数制）　小的（低段位者よ
り順に行射）

9月7日（土）
東大和市弓道連盟弓道場
042-565-7183

スキー大会
（スキー連盟）

令和2年2月22日（土）
（予備日2月23日（日））

志賀高原焼額山スキー場 アルペン種目　回転　タイムレース 1月28日 山家　090-5422-5251

9月1日（日）
東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

①　家庭婦人の部（９人制） 8月20日（火）

10月6日（日）
東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

②　ソフトバレーボール　４人制　小学生(混合）、中学生（混合）、一般男女、一般混合 9月24日（火）

10月20日（日）
東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

③　９人制混合 9月24日（火）

11月2日（土）
東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

小学生シングルス、中学：男子・女子シングルス、中学：男子、女子ダブルス
10月1日～16日ま
で

11月3日（日）
東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

男子一般シングルス・女子一般ダブルス、シニア（６０歳以上）シングルス、　混合ダブルス
10月1日～16日ま
で

9月8日（日） ダブルス　一般男子１部、２部、３部　一般女子１部、２部、３部、中学生男子Ａ，Ｂ、中学生女子Ａ，Ｂ 8月30日（金）

10月27日（日）
シングルス・トリプルス　一般男子１部、２部、　一般女子１部、２部、中学生男子Ａ、Ｂ、中学生女子Ａ、Ｂ、
一般女子トリプルス

10月18（金）

バドミントン大会
（バドミントン連盟）

若林　麻紀
 FAX・電話　042-567-1833

東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

申込み大会名
（競技運営団体）

開催日 会場 競技内容等

申込みは全てＦＡＸ
馬場 042-562-1178
問合せ先
馬場 090-2755-8282

空手道大会
（空手道連盟）

10月14日（月、祝）

卓球大会
（卓球連盟）

バレーボール大会
（バレーボール連盟）

申込先：荒品正樹
Ｅメール：

aramasa@br4.fiberbit.net
問い合わせ先金井

090-2734-4946

軟式野球大会
（軟式野球協会）

東大和市ロンドテニススクエ
ア（上仲原公園コート）

貴島 042-511-1857又は
090-1430-1922

ソフトテニス大会
（ソフトテニス連盟）

東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

8月26日（月）

小山  042-563-0050

所定の用紙に必要事項を記入の
上、下記の宛先に提出
〒208-0013
武蔵村山市大南 1-165-30　  岩間
義史
問い合わせ
岩間080-4625-5669



令和元年度第５０回市民体育大会参加申込みのご案内 ②

期限 申込先

9月1日（日）
（予備日9/21（土））

①　男子ダブルスＡ（中学生以上）　中・上級者 8月16日（金）

9月15日（日）
（予備日9/28（土））

②　女子ダブルスＡ・Ｂ（中学生以上）　　 Ａ：中級者・上級者　　　Ｂ：初心者・初級者 8月30日（金）

10月13日（日）
(予備日10/26（土））

③　男子シングルス（中学生以上） 9月27日（金）

10月20日（日）
（予備日11/2（土））

④　女子シングルス（中学生以上） 10月4日（金）

10月20日（日）
（予備日11/2（土））

⑤　男子ダブルスＢ　初心者、初・中級者（中学生以上）、壮年（５０歳以上H23.12.31現在） 10月4日（金）

11月3日（日）
（予備日11/17（日））

⑥　ミックスダブルス（中学生以上） 10月11日（金）

11月10日（日）
（予備日11/24（日））

⑦　団体戦　６人以上/チーム　ダブルス３ペア    女性チーム・男女混成チーム可 10月25日（金）

ソフトボール大会
（ソフトボール協会）

9月1日（日）、9月8日（日）
、9月15日（日）
（予備日9月22日（日））

東大和市ロンド桜が丘フィー
ルド（桜が丘市民広場）

一般：男子・女子　１８歳以上の在住在勤者で構成されたチーム（高野連・大学連・実業団への登録者は除
く）

8月1日（木） 野上　042-564-4112

水泳大会
（水泳協会）

9月29日（日）
ロンドスクール
マックス上北台

別記　　一般の部は大学生を含む　   年齢区分のある種目の出場年齢は大会当日の満年齢とする。１人２
種目以内（リレーは除く）高校生は３種目）

9月７日（土）
杉本　  090-1737-5528
Ｅメール：
sugisei_47@yahoo.co.jp

ゲートボール大会
（ゲートボール協会）

9月12日（木)
(予備日9月19日(木）)

東大和市ロンド桜が丘フィー
ルド（桜が丘市民広場）

リーグ戦を行い、勝数、得失点差、総得点、対戦結果により順位を決める。 8月9日（金） 溝口　042-563-0390

10月5日（土）～12月22日
（日）中の（土）、（日）、
（祝）

市内各小学校校庭,東大和市
ロンド桜が丘フィールド,自治
大学校グラウンド

少年部：４，５，６年生の各年毎のリーグ戦 9月16日（火）

8月18日（土）～8月26日
（日）

第一中学校グラウンド 中学部：トーナメント戦

10月6日、12月1日、12月8
日、12月15日、12月22日
（日）、（予1月19日（日））

東大和市ロンド桜が丘フィー
ルド（桜が丘市民広場）

一般の部：トーナメント戦 9月16日（火）

ラジオ体操
（ラジオ体操連盟）

7月21日（日）～8月24日
（土）

上仲原公園芝生広場
英語の体操、みんなの体操、ラジオ体操　第１・第２（7/21（日）、ラジオ体操講習会、ＮＨＫラジオ体操イン
ストラクター小坂愛氏（７/23（火））、森永乳業多摩工場見学（8/6（火））、ジュニアリーダー育成（7/24（水）
～8/23（金））

期間中毎日（雨天
中止）

伊藤奎太郎        tel/fax   042-
563-6687    Eメール
keitaro1101118@yahoo.co.jp

ボウリング大会
（ボウリング連盟）

10月14日（月、祝） 東大和グランドボウル 一般：男子・女子　クラス別（３グループ）　学生の部：高校生２クラス,中学生・小学生は１グループ 10月14日（月、祝） 関田　042-563-1675

バスケットボール協会
12月１日（日）、12月15日
（日）

東大和市ロンドみんなの体育
館（市民体育館）

一般男子１部８チーム、２部８チーム、一般女子6チーム、トーナメント方式試合数は２試合で順位を決める 11月下旬まで 田中 090-8954-2640

ｺﾞﾙﾌ大会
（ゴルフ協会）

今年度は開催なし

サッカー協会ＨＰ
（http://hfa.daa.jp/)
※中学部の申込受付は行って
おりません

東大和市ロンドテニススクエ
ア（上仲原公園コート）

テニス連盟
HP(http://hytennis.xsrv.jp/)ま
たは市民体育館にある申込台
帳に記入してください

テニス大会
（テニス連盟）

サッカー大会
（サッカー協会）

大会名
（競技運営団体）

開催日 会場 競技内容等
申込み
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