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港北区体育協会は、区内の町内会や自治会、協賛して下さる方々からの会費等を基に、区内の生涯
スポーツの普及や振興に努めています。
各種競技の大会や教室だけでなく、港北区スポーツ推進委員連絡協議会や横浜市港北スポーツセン
ターと共にスポーツで「港北区を元気に」してゆく公益目的事業として、加盟種目団体の活動の他ス
ポーツ体験や講演会等を実施しています。

令和元年度 副理事長 紹介
ご挨拶

ご挨拶
港北区体育協会副理事長

港北区体育協会副理事長

天明 文恒

井上 嘉子
港北区体育協会副理事長の井上嘉子と申します。
日頃より当協会へのご協力、感謝申しあげます。
健康は幸福な生活の基礎です。健康を保持する
ためには身体を動かすことが大切だと言われており、
特に成長期の子ども達にとっては、健康な身体を
つくるためにスポーツは必須だと言われております。
そのため、学校体育に加え、近年、子供からお年
寄りまでスポーツを楽しめる社会体育が発展して
おります。
当協会も社会体育を担う一翼としてより一層発展
のために取り組んでまいりますので宜しくお願い申し
上げます。

区体協の傘下にある野球協会に40年余り在籍
しておりますが、恥ずかしながら当協会の内容
等ほとんど理解なく昨年度から副理事長に拝
命され一年程経過した今、徐々に活動が解っ
てきたところでございます。
先ず、協会運営業務に携わる事務局の方々
のボランティアの域を超えた責任感と努力に敬
服しました。協会の課題を提起する程には至っ
ていませんが、同一の目的を持つ他団体と協
調しつつ諸先輩方の助言を仰ぎながらお手伝
いさせて頂こうと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

港北区体育協会 運営支援者 紹介
公益財団法人横浜市体育協会 地域スポーツ課 地域連携担当 遠藤 弥保
ご挨拶

2019年4月より、港北区体育協会運営支援を含む港北区内の地域スポーツ活動を支援させて
いただくこととなりました。皆様から地域スポーツの実情等を学ばせていただきながら、微力ではあり
ますが、港北区体育協会をはじめ、地域スポーツ団体の皆様と共にスポーツで地域を元気にでき
ればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

令和元年度
港北区体育協会
加盟団体活動報告

■バスケットボール協会
第50回港北区民バスケットボール大会

■サッカー協会
第35回港北区サッカー協会大会

9/21～3/22
会場

港北スポーツセンター

6/1～7/21
第5回港北区U-11サッカー大会 8～9月
第6回港北区キッズサッカー大会 12月

■柔道会
■野球協会
区民軟式野球大会春季大会 3/2～6/30

港北区民柔道大会 10/19
会場

会場 新横浜・岸根・入船公園 他

■ソフトボール協会

県立武道館

第4回港北区U-9サッカー大会 3/14
会場 区内公園 駒林小学校

■バドミントン協会

区民軟式野球秋季大会 6/30～12/8

第23回港北区民サッカー大会 11/2～12/22

三ツ池公園多目的広場

レディース講習会 4/3

■ミニバスケットボール協会

第41回協会大会 4/20

第36回ミニバス区民夏季大会6/23

第42回バドミントン協会大会 5/6

第23回ミニバス区民大会11/17

第58回港北区春季大会（1部男子）5～7月

第82回バドミントン区民大会 9/22

第30回ミニバス卒業生大会3/8

第59回港北区春季大会（2部男子）4～6月

第44回レディース大会 12/18

第7回マスターズファーストピッチ 4～11月

第83回バドミントン区民大会 2/23

第43回マスターズファーストピッチ調整中

会場 港北スポーツセンター

会場 港北スポーツセンター

■相撲連盟
新羽地区相撲大会

7/7

綱島地区相撲大会

7/27・28

港北区秋季大会（1部少年）10～11月

■バレーボール協会

港北区秋季大会（2部少年）10～11月

第35回バレーボール協会大会5/3

大倉山地区相撲大会

9/1

第80回港北春季レディース大会 4/14

第50回バレーボール区民大会 9/8

区民相撲大会

9/8

第81回港北区秋季レディース大会 9/15

港北区前期交歓会

会場

区内グランド他 樽町公園

■剣道連盟
第46回港北区剣道大会 5/5 5/26

ママさんリーグ優勝決定戦 2/9

春季協会大会 5/31

港北区後期交歓会

会長杯

3/7

会場 港北スポーツセンター

■陸上競技協会

港北区夏季剣道錬成大会 8/18
港北区新年錬成大会 1/5

港北区民陸上競技大会 7/21

近隣剣道錬成大会 6/1
港北区秋季剣道錬成大会 9/28

港北駅伝
会場

■テニス協会

会場 港北スポーツセンター 県立武道館

第31回港北区民ダンスの集い 10/20
第32回港北区民ダンスの集い 1/12

春季ひよこ大会

第36回男子ダブルス大会 10/27～11/16

第70回港北卓球ランク別

秋季ひよこ大会 10/7

個人戦協会大会 3/25
会場 港北スポーツセンター

■ゲートボール連合
港北区民春季ゲートボール大会
5月9日
港北区民秋季ゲートボール大会
10月10日
港北区民レディースゲートボール大会
10月3日
会場

樽町公園

会場

綱島地区センター

5/23

第22女子ダブルスス大会 9/1・14・21

第34回港北卓球ダブルス区民大会 8/31

区民大会 1/18

■ダンススポーツ連盟

第37回港北区シニアテニス大会 4/12

第69回港北卓球ランク別

第2回港北卓球レディース・シニア（男子）

■太極拳協会
港北区交流太極拳 5/18 9/7

第37回港北区シニアテニス大会 4/12
第38レディースダブルス大会 5/16

第2回港北卓球団体（スリーダブルス）

新年度大会 3/27

第30回港北区民ダンスの集い 5/12

第3回港北区卓球ペアーマッチ協会大会4/21

団体戦協会大会9/28 10/6

35周年記念大会 12/6

港北区太極拳大会 11/2

港北区強化錬成大会 3/4

団体戦協会大会5/18 6/9

6/7

港北区民大会 10/20・27

1/19

三ツ沢公園 新横浜公園

第46回港北区民剣道大会 11/4

■卓球協会

■ソフトテニス協会

12/7

■中学校体育連盟
港北区民大会

8/9

会場 三ツ沢公園

第3回ワンデーミックス大会 12/22

■ゲートボール連合

第33回ミックスダブルス大会1/13・18・26

春季大会（（5/10）

第8回団体戦 3/1 3/28

月例会（4/30 5/22 6/25 7/23

会場 新横浜・三ツ沢／都田公園
港北スポーツセンター

■少年野球連盟
港北区春季大会

4～6月

港北区春季新人大会 5～6月

8/27 9/24 10/22 11/19 12/24
31年1/21 2/18 3/25)
秋季大会（10/11）
11回かもめ大会（3/16）
会場 樽町公園多目的広場

港北ジュニア大会

7～8月

■スキー協会

港北区中学生大会

7月

港北区民スキー教室 1/2～4

港北区秋季大会

9～11月

港北区秋季新人大会
港北区送別大会

11～2月

2～3月

会場 新横浜少年野球場 他

志賀高原スキー場
港北区民スキー 2/16～19
北海道フラノスキー場

実施した事業
令和元年7月15日（月・祝）

小学生スポーツフェスティバル

小学生ラグビー体験出前講座（区内小学校で実施）

第2回港北カップ タグラクビー大会

港北区スポーツシンポジウム
令和2年2月22日（土）港北公会堂で港北区スポーツシンポジウムを開催予定でしたが、
新型コロナウィルス感染症拡大の防止のため中止とし、表彰式は、延期となりました。

種目団体成績ニュース

港北区サッカー協会選抜チーム
令和元年12月21日
YCV IZUMI CUP U-12 第3位

港北区サッカー協会選抜チーム
令和2年2月8日
日産スタジアム杯 小学生女子サッカー大会

優勝

令和元年度
横浜市各区卓球対抗戦 3連覇

大綱中学校陸上部
令和元年11月19日
神奈川県中学校駅伝大会 優勝
令和2年12月15日 滋賀県
第27回 全国中学校駅伝大会出場

全日本シニアバドミントン大会 3連覇
日吉地区 濱路 圭

令和元年6月2日 新横浜第２公園
港北区少年野球連盟 「第87回春季大会」
優勝
太尾パワーズ
準優勝 翼クラブ
3位
新吉田スターズ
師岡ベアーズ

令和元年度 団体賛助会員 順不同

令和元年年11月23日～25日 宮城県
第2回全日本社会O-50
バスケットボール選手権大会 優勝 2連覇

敬称略

安齋企画事務所

３BSC サッカー

（株）モンテン

（有）中森

たちばなキーカーズ

横浜SCつばさ

菊名サッカークラブ

向栄電気工業（株）

石原興業

駒林サッカークラブ

ゲートボール協会

ソフトテニス協会

剣道連盟

卓球協会

ミニバスケット協会

太極拳協会

テニス協会

柔道会

