
第３７号  

一宮市スポーツ協会では、一宮市のスポーツ振興に功労のあった役員と優秀な成績をおさめた選

手・監督を表彰する一宮市スポーツ協会表彰式（日付：令和 4 年 2 月 26 日 場所：一宮市木曽川

文化会館(尾西信金ホール）)の開催に向けて準備を進めておりました。 

しかし、愛知県に発出されていた「まん延防止等重点措置」の延長を踏まえて、感染拡大の防止

という観点から、表彰式を中止にしました。 

なお、今年度の被表彰者は特別表彰 14 人、一般表彰 219 人の合計 233 人です。受彰の皆さんは

次のとおりです。（敬称略） 

特別表彰 
○国際大会に出場した方 

【第 32 回オリンピック競技大会（2020/東京)（ハンドボール男子）】
坂井幹

【Swiss Open Geneva 2021（車いすテニス）】 
小田凱人

【ジュニア世界オリエンテーリング選手権大会 2021】 
今井里奈

○全国大会で優勝した方 

【第 32 回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会】 
平井亜実 

【第 59 回 全 国 防 具 付 空 手 道 選 手 権 大 会】       
丹羽絢南 

【第 5 2 回 全 国 中 学 校 柔 道 大 会】 
（監督）神谷兼正 

山本風来 
【第 11 回全日本小学生ボウリング競技大会 】 

林虹歌 
【JOC ジュニアオリンピックカップ BMX レース 2021】 

藤森美空 
【第 3 8 回 日 本 パ ラ 水 泳 選 手 権 大 会】 

伊藤義人 
【第 5 回 全 国 ボ ッ チ ャ 選 抜 甲 子 園】 

神田逞太、黒木幸雄、鈴木潤大、鈴木晴也 

一般表彰 
○協会加盟団体の役員として、スポーツの振興に寄与した方

（一宮市ソフトボール協会） 

村川勝、中村学海 

（一宮ソフトテニス協会） 

長屋正晴 

（一宮バスケットボール協会） 

   真野郁子、野田玲子、丹羽寛 

（一宮水泳連盟） 

   酒井善仁、小澤厚義、櫻井和史 

（一宮市スキー連盟） 

田中豊 

（一宮市中小学校体育連盟） 

稲垣淳子、大平正美、服部隆信、前田孝之

○多年にわたり、スポーツの振興に貢献した方

（一宮軟式野球連盟） 
   大脇忠、伊藤直幸 

○全国大会に出場した方 

【第76回国民体育大会冬季大会アイスホッケー競技

会】岩下幸太郎【第 48回全国中学生テニス選手権大

会】鷲津沙也加、鷲津帆ノ佳【2021 年全日本卓球選

手権大会（マスターズの部）】長瀬ちづ子、河路悦子、

伊藤和浩【JFA 第 26 回全日本 U-15 女子サッカー選

手権大会】内藤彩純、原望恵、福田みのり【第 105 回

日本陸上競技選手権大会】坂本達哉【第 59 回全国防

具付空手道選手権大会】上吉貴斗、上吉真紀、伊藤 

響、鈴木結愛、田中陽埜、二橋柑丞、松本奈夕【第 90

回日本学生陸上競技対校選手権大会】星川茉鈴【第 53

回全日本大学駅伝対校選手権大会】鵜飼雄矢、鵜飼涼

矢【第 73 回全日本学生新体操選手権大会】中村恵子

ICHINOMIYACITY SPORT ASSOCIATION INFORMATION MAGAZINE

-1-



（監督）、佐治里帆、戸谷百華、室賀水葵、神里和、

新開唯葉、浅野紗矢、宮城佑依、守永蒔乃美【令和 3

年度全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技】

井田七瀬【令和 3 年度全国高等学校総合体育大会卓

球競技大会】仲本七虹【令和 3 年度全国高等学校総

合体育大会サッカー競技大会】木村愛斗、牧野零央

【令和 3 年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大

会】石田輝也（監督）、菊池駿星、菅谷佑大、鈴木恵

介、住谷蓮、中山康、松原咲人、三並壮太【令和 3年

度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会】田中 

亮徳（監督）、山内大資（監督）、日髙千鶴、林萌海、 

平山慶大（監督）、濱口大地【令和 2年度全国高等学

校総合体育大会第 70回全国高等学校スキー大会】中

谷音月【令和 3 年度全国高等学校総合体育大会レス

リング競技大会】大野颯介【令和 3 年度全国高等学

校総合体育大会少林寺拳法競技大会】江藤康二（監

督）、江藤心美【第 52回全国中学校柔道大会】相澤 

燎、井手英閏、岡本欣也、久保田洸樹、名郷颯馬、藤

田鉄、 田乙貴、 田征矢、後藤邦仁（監督）、榊原 

佑月、坂山凛、眞田花菜、西野愛華、松井叶望、三上 

柚【第 6回全日本中学女子軟式野球大会】宇部まい、 

萱岡藍瑠、佐藤夢美、山田佳穂【NPB ガールズトーナ

メント 2021 全日本女子学童軟式野球大会】纐纈倫、

村上紗羅【第 48回全国高等専門学校体育大会野球競

技】後藤楓茉、田島琢也、豊島佳悟【リポビタンカッ

プ日本リトルシニア第 49回日本選手権大会】那須聡

（監督）、岩田康平（コーチ）、葛谷祐樹（コーチ）、

浅井真矢斗、阿部柊斗、阿部遥斗、岩田翔斗、大池愛

弥、河田虎優希、高木遥斗、髙御堂正宗、寺澤 太智、

友村岳人、中西暁紀、中村晃輔、長屋瑛大、森柊真、

山田陽丸、 川拓杜【第 51 回日本少年野球春季全国

大会】内田颯希【リポビタンカップ第 52回日本少年

野球選手権大会】浅野柚樹、伊東尚輝、浅野 翔星、

浅野流輝、木全礼恩、髙橋旺士、和手脩朗、和手陵恭

【第 39回第一生命全国小学生テニス選手権大会】駒

田唯衣【第 18回全国ホープス選抜卓球大会】山下大

地【第 52 回全国ママさんバレーボール大会】加藤一

代（監督）、野々村紀代美（コーチ）、櫻井ゆかり（コ

ーチ）、坪内智子、浅井宏美、麻生麻友、宮下牧子、

佐藤文恵、柚木亜紀、和田知恵、小嶺奈納、青井利枝

子、野田秀美、藤本隆子、平松紀子【JOC ジュニアオ

リンピックカップ第35回全国都道府県対抗中学バレ

ーボール大会】相澤澪、牛田音羽【第 36回日本クラ

ブユースサッカー選手権（U-15）大会】坂中郁斗【2021

日本学生陸上競技個人選手権大会】松本結叶【第 60

回全日本競歩輪島大会】則武桃佳【JOC ジュニアオリ

ンピックカップ第 15 回 U18/第 52 回 U16 陸上競技大

会】石田大河【令和 3 年度全国高等学校定時制通信

制体育大会第 56回陸上競技大会】鬼頭宗久（監督）、

田島凜汰朗【日清食品カップ第 37回全国小学生陸上

競技交流大会】祖父江亜希夏【第 45 回全日本マスタ

ーズスキー選手権秋田たざわ湖大会】長谷川勝【第 16

回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会】赤

塚紘子【第54回全日本シニアボウリング選手権大会】

淀川清登【第 50回全国都道府県対抗ボウリング選手

権大会】山田悠畝奈【JOC ジュニアオリンピックカッ

プ第 45回全日本高校ボウリング選手権大会】戸塚知

菜、豊田凌平、林育美、藤原菜有【第 54回全日本新

人ボウリング選手権大会】藤原大聖、柴田凉、藤原功

聖【第 45 回全日本中学ボウリング選手権大会】豊田

こころ、長屋 似奈、林大夢、林優輝、山之内詩【第

29 回全国中学生空手道選手権大会】久保昊太郎【第

12 回全国中学生ハンドボールクラブチームカップ】

浦崎李乃【令和 2年度第 16 回春の全国中学生ハンド

ボール選手権大会】坂井田唯斗、山川匠【第 28回 JOC

ジュニアオリンピックカップフェンシング大会】小

島宗佑【令和 3 年度全国中学生少林寺拳法インター

ネット大会】武藤真名香、渡部日爽 

○東海大会（三県以上）で３位以内に入賞した方 

【東海女子 U-16 リーグ 2021】安藤早英【第 68 回東

海高等学校総合体育大会柔道競技大会】柘植元嗣【第

43 回東海中学校総合体育大会柔道競技大会】江原優

粋、田内秀豊、徳田憲政、藤田斗真、髙田樹【第 24

回東海高等学校新人陸上競技選手権大会】大畑皓誠

【第 43回東海中学校総合体育大会水泳競技大会】児

玉幸祐、芝原滉太郎、田川和太郎、津山翔聖、吉村 夏

彦、渡邊真央【第 42 回東海ブロック長水路水泳競技

大会】津山颯太 

○愛知県大会において優勝した方

【愛知県知事杯第 7 回中学生軟式野球大会】田代康

祐（監督）、門脇忍（コーチ）、八木克典（コーチ）、

脇田透真、田代愁汰、原田蒼、祖父江一真、佐々木貫

汰、西村采也、小島碩人、恒川真寛、小林泰賀、林海

翔、水野蒼太郎、岩田凰我、山門俊介、門脇幸汰、川

井快天、高野佑真、加藤大翔【愛知県小学生秋季ソフ

トテニス大会】佐々さこ【第 39 回愛知県小学生女子

U-10 サッカー大会】浦前雅紀（監督）、坂本雅一（コ

ーチ）、秋元心結、出野水結、奥薗知花、小島希音、 

竜田七翠、新美絢心、宮本結凪、山本和奏【第 75 回

愛知県高等学校総合体育大会陸上競技大会】松井 

一代（監督）、齋藤琉空【第 35 回愛知県小学生陸上

競技選手権大会】岩渕聡一郎、破田野早映【SAA スキ

ーフェスティバル 2021】五藤穂 
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応援メッセージ
一宮市スポーツ協会では、「令和 4年一宮市スポーツ協会表彰式」の受賞者のみなさまへ地元の名古屋グラ 

ンパスエイトでも活躍された元サッカー日本代表選手の三都主アレサンドロさんと、埼玉西武ライオンズで活

躍されている一宮市出身のプロ野球選手である平井克典選手から応援メッセージをいただきました。メッセー

ジの内容は次のとおりです。（※書き起こしの為、実際のメッセージと一部表現が異なります。）

三
さん

都
と

主
す

アレサンドロさん 

「一宮市スポーツ協会表彰者の皆さん、三都主ア

レサンドロです。表彰、まことにおめでとうございま

す！この表彰は、皆さん日ごろの練習と努力の積み

重ねの結果であり、そして忘れていけないのは、皆さ

んを指導してくれた監督、コーチの皆さん、いつも支

えてくれたお友だちやご家族などまわりの皆さんの

おかげでもあります。本当におめでとうございます。      

僕がサッカーを始めたきっかけは、お父さんがプ

ロサッカー選手だったので、お父さんがああいうス

タジアムの雰囲気の中でプレーしていて、「自分もそ

ういう舞台に立ってみたいな」と思って、その影響が

大きかったんじゃないかと思います。 

いつからプロになろうと思ったかは、小さいとき

からお父さんをみていて、本当に自分が憶えていな

いくらいの年齢でしたが、「スタジアムに参加した

い！沢山の皆さんの前で僕の好きなサッカーをした

い！」ということで、３、４才くらいだったんじゃな

いかと思っています。 

プロになって感じたことは、自分がやりたい、楽し

むだけのサッカーではなく、サポーターの気持ちや

プレッシャーを感じつつ、それでどんどん自分の成

長につながるようなことを自分の頭にいれて、頑張

ってみんなが喜ぶ顔をみたいなっていうことを本当

に考えていたので、ずっとそういう風に感じてこの

21 年間プレーしました。本当に（サッカーを）やっ

てよかったなと思っています。 

２０２２年になったので、ワールドカップイヤー

が来て、日本（代表）がまず、カタールで活躍できる

ように、そして、世界に、「日本は強い！」というチ

ームを魅せれるように、（そんな）大会にしてほしい

なと思います。 

そして最後に、これからももっともっと頑張って

ください！表彰者の皆さんは、ファンの皆さま（や）

スポーツ好きな方々に影響が大きいので、これから 

もぜひぜひ、頑張っていただいてスポーツの楽しさ

を伝えてください。そして今年、寅年（とらどし） 

なので、もっともっとトライをして頑張ってほしい

なと思います。」 

平井
ひ ら い

克
かつ

典
のり

選手（投手） 

「一宮市スポーツ協会表彰者の皆さん。埼玉西武ラ

イオンズの平井克典です。受賞者の皆さん、この度は

まことにおめでとうございます。これらも日々の皆

さまの努力の賜物であり、それを支えてくださった

監督・コーチ・家族・友人のおかげだと思います。こ

れからも同じアスリートとして一宮市を共に盛り上

げていけるように頑張っていきましょう！この度は

まことにおめでとうございます。」 

▼写真左 三都主アレサンドロさん 

▼平井克典選手 

令和３年度（公財）愛知県スポーツ協会表彰で、スポーツ振興に貢献されたことが認められ、一宮市から次の

方が表彰されました。（敬称略） 

鈴木祥友 〔スポーツ功労賞 功労賞（多年にわたりスポーツの振興に功績があった者）〕

一宮市スポーツ協会ウェブサイト→

応援メッセージ動画は、一宮市スポーツ協会ウェブサイトにて公開しておりますので是非ご覧ください。 
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一宮市ペタンク協会                   一宮市ペタンク協会 事務局長 山口 登 
ペタンクは 1910 年に南フランスの港町ラ・シオタで生まれたボールスポーツです。地面に両足を揃え競技す

るピエタンケからペタンクの語源となりました。発祥国フランスでは 500 万人以上がプレーしています。ペタ

ンクが親しまれる理由は、どこでも、誰でも、ほんの少しの場所で気軽にできる生涯スポーツで、たった１球の

思い通りの投球で形勢を有利にしたり、大量点を取ったりするところに面白さがあります。 

 直径 30 ㎜の木製でカラフルなビュット(目標球)と直径 70.5 ㎜～80 ㎜、重量 650g～800g の金属製ボールを

使用して行う対戦型のスポーツで、一般的には 3人対 3人（ﾄﾘﾌﾟﾙｽ）、2人対 2人（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）で公園等の砂利交

じりのグラウンドで、先に投げたビュットに相手ボールより寄り近づけたボールの数だけ得点となる競技です。 

一宮市ペタンク協会も平成 15 年に一宮市ペタンク協会を創立して以来、 

来年度で 20 年の節目を迎えます。各地区・地域の公園等で１４クラブ総 

勢 150 名程度の愛好者が毎週健康維持や技術の向上を目指し練習していま 

す。全国大会も活発に行われる中、協会では 5月に春季市民ペタンク大会、 

11 月に秋季市民ペタンク大会、6月に指導者講習会、また 6月～12月には 

5～6回市内各地の公園、小学校運動場で交流会を開いています。 

当協会は余暇時間の増大や高齢者社会の到来により、ペタンクを通して 

健康増進や、体力の維持向上に役立てればと思っています。より多くの方にペタンクの面白さを知って頂ける

よう参加をお待ちしております。 

宝くじスポーツフェア「ドリーム・サッカーin 一宮」    
一宮市活力創造部スポーツ課 

一宮市では、愛知県や（一財）自治総合センターと連携し、（公財）日本サッカー協会と一宮サッカー連盟のご

協力のもと、2021 年 12 月 11 日（土）・12日（日）、光明寺公園球技場にて宝くじスポーツフェア「ドリーム・

サッカーin一宮」を開催いたしました。 

この宝くじスポーツフェアは、宝くじの社会貢献広報事業と

して全国各地で開催されていますが、一宮市総合計画に掲げる

「する・みる・ささえるスポーツ活動の支援」の 3 つの視点を

網羅していることから、一宮市は積極的に招致・開催していま

す（一宮市では、市政施行 90 周年の 2011 年に「はつらつママ

さんバレーボール」を、市制施行 95 周年の 2016 年に「ドリー

ム・ベースボール」を、市制施行 100 周年の 2021 年に「ドリー

ム・サッカー」を開催。）。 

 1 日目の 11日（土）は、「ささえるスポーツ活動の支援」に

あたる「指導者クリニック」が、午後 2 時から午後 4 時まで行

われました。内容は元日本代表の金田
かねだ

 喜
のぶ

稔
とし

さん、坪井
つぼい

 慶
けい

介
すけ

さんによる指導者向け実技指導で、対象は小学生

を教えるサッカー指導者 20 人です。指導者としての基礎知識から実技指導のポイントまで、体を動かしながら

具体的に分かりやすく指導されていました。 

年度 競技（3種目） 開催地 

2011 バレーボール 一宮市 

2012 ― ― 

2013 ― ― 

2014 バレーボール 蒲郡市 

2015 ― ― 

2016 
野球 一宮市 

バレーボール 春日井市 

2017 サッカー 刈谷市 

2018 ― ― 

2019 サッカー 瀬戸市 

2020 バレーボール 知立市（中止） 

2021 サッカー 一宮市 

《愛知県の過去 10 年の開催実績》 
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 2 日目の 12日（日）は、「するスポーツ活動の支援」にあたる「少年少女サッカー教室」が午前 9時 45 分か

ら 11 時 45分まで行われました。内容は元日本代表選手 22 人によるサッカー教室で、対象は市内小学 5･6 年生

276 人です。グラウンド内で、各技術（パス＆コミュニケーション、ボールフィーリング、ドリブル、シュート）

ごとに選手がグループになって分かれ、そこを子供達が一回りしながら全ての技術を教えてもらえる仕組みで

行われました。選手の皆さんから、将来の日本代表選手が生まれることを期待するコメントが多数寄せられま

した。一宮市の子供たちが将来の日本代表選手として世界に羽ばたく日を期待しています！ 

 午後は「みるスポーツ活動の支援」にあたるアトラクション（ＰＫ戦）とドリームゲームが行われました。ま

ず午後 1時からは、市内中学・高校女子による一宮市選抜とドリームチームとのＰＫ戦です。先行の一宮市選抜 

江崎
え さ き

 絢羽
あ や は

さんがゴールを決めたのに対し、ドリームチーム最初のキッカー三
さん

都
と

主
す

アレサンドロさんのボールは

ポスト直撃で外れ、一宮市選抜がリードする展開に！しかし、ドリームチームは続く佐藤
さとう

 寿人
ひさと

さん、酒井
さかい

 友之
ともゆき

さん、澤入
さわいり

 重雄
しげお

さん、小倉
おぐら

 隆史
たかふみ

さんが全員ゴールを決めて、結果は 4対 3でドリームチームの勝利でした。 

 午後 1時 30 分からは、ドリームチームと一宮市選抜チーム（市内サッカースクール指導者で構成）による 30

分ハーフの親善試合が行われました。試合は前半 10 分、久保
く ぼ

 竜彦
たつひこ

さんのゴールでドリームチームが先制する

も、前半 21 分に川島
かわしま

 孝
たか

浩
ひろ

さんのゴールで一宮市選抜チームが追いつき、同点で前半を終えます。しかし、さす

がドリームチーム。後半開始早々の 34 分、福西
ふくにし

 崇史
たかし

さんのゴールで勝ち越しすると、41 分には石川
いしかわ

 直
なお

宏
ひろ

さ

ん、45分と 56分には鈴木
すずき

 隆行
たかゆき

さんがゴールを決め、結果は 5対 1でドリームチームの勝利でした。 

1 日目・2 日目ともに 12 月にしては暖かな好天に恵まれ、観客を含めた 4,000 人以上の皆さんに集まってい

ただきました。新型コロナウイルスの感染拡大以後、これだけ多数の方にお越しいただくスポーツイベントは

初めてで不安もありましたが、無事に開催することができ、当日の会場アンケートで 9 割以上の方に「満足し

た」との回答をいただきました。2026 年にはアジア最大のスポーツの祭典「アジア競技大会」が愛知・名古屋

で開催されます。この「ドリーム・サッカーin 一宮」を機にスポーツイベントが再開され、スポーツ活動を支

援する機運が更に盛り上がっていくことを期待しています。 

当日の様子を撮影した一宮市広報「Ｉ ＬＯＶＥ いちのみや」はこちらからご覧いただけます。→

一宮市スポーツ協会では、2021 年 7月 23 日から行われた東京２０２０オリンピックに際し、一宮市にゆかり

のある出場選手を応援するため、応援幕を作成し、市内３か所に掲出しました。 

一宮市のスポーツ活動に賛助会員としてご協力いただいている皆様をご紹介させていただきます。（順不同・敬称略）

株式会社インターネット尾張　　修文女子高等学校　　株式会社クラシックホテル

尾西信用金庫　　いちい信用金庫　　大成中学・高等学校

一宮市スポーツ協会賛助会員

▼i-ビル 3階シビックテラス

▼
名
鉄
百
貨
店
一
宮
店
西
側
壁
面
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種　目 大　会　名 期　　　日 会　　　場
春季市民軟式野球大会 3/6～8/7 平島公園野球場ほか
秋季市民軟式野球大会 6/4～2/12 　　　　　〃
春季市民ソフトボール大会 3/13～7/10 奥町公園野球場・ソフトボール場
秋季市民ソフトボール大会 8/21～10/2 　　　　　〃
春季市民ソフトテニス大会 4/3,6,9 市テニス場
秋季市民ソフトテニス大会 9/3,10/2,11/2 　　　〃
市民テニス春季大会 4/19,5/1,29,6/5 市テニス場
市民テニス秋季大会 9/18,10/16,11/6,13,12/4 　　　〃
春季市民卓球大会 4/17,23 市総合体育館
秋季市民卓球大会 10/16,29 　　　　　〃
市民夏季バドミントン大会 7/17 市総合体育館
市民秋季バドミントン大会 11/6 　　　　〃
前期市民バレーボール大会 3/26,4/3,10,5/15,11/19 市総合体育館
後期市民バレーボール大会 6/12,7/17,24,8/20,21,11/3,2/25 市総合体育館ほか
春季市民バスケットボール大会 6/12,19,26,8/6,7 市総合体育館ほか
秋季市民バスケットボール大会 11/13,20,27,2/4,5 　　　　　〃
市民サッカー前期大会 4/3～10/9 光明寺公園球技場ほか
市民サッカー後期大会 9/4～3/26 　　　　　〃
市民ラグビー祭 11/13 光明寺公園球技場
市民ラグビー大会 2/26,3/4,12,26 　　　　　〃
前期市民柔道大会 5/22 市総合体育館
後期市民柔道大会 12/11 　　　　〃

剣道 市民剣道大会 9/11 市総合体育館

前期市民弓道大会 6/5 大宮公園弓道場
後期市民弓道大会 1/15 　　　　　〃

陸上競技 市民ロードレース大会 2/11 県一宮総合運動場陸上競技場

水泳 市民水泳大会 7/31 県立一宮起工科高校プール

市民春季射撃大会 5/26,29 愛知県総合射撃場（愛知県豊田市）ほか
市民秋季射撃大会 10/20,23 　　　　　〃
市民スキー大会 2/5 九頭竜スキー場（福井県大野市）
市民スポーツレクリエーションスキー大会 3/5 御岳スキー場（長野県木曽郡王滝村）

スケート 市民スケート大会 8/26 邦和スポーツランド（名古屋市港区）

アーチェリー 市民インドア・アーチェリー大会 12/11 いちのみや中央プラザ体育館

ボウリング 市民ボウリング大会 9/23 アソビックスびさい

ゲートボール 市民ゲートボール大会 6/13 九品地公園競技場

市民乗馬競技会　春季大会 5/15 馬池4丁目乗馬クラブ（愛知県大府市）
市民乗馬競技会　秋季大会 11/6 　　　　　〃
春季市民グラウンド・ゴルフ大会 4/3 光明寺公園球技場
秋季市民グラウンド・ゴルフ大会 10/16 　　　　　〃
市民ソフトバレーボール夏季大会 8/28 市総合体育館
市民ソフトバレーボール冬季大会 12/11 　　　　　〃
市民パークゴルフ春季大会 5/21 東加賀野井パークゴルフ場
市民パークゴルフ秋季大会 11/19 　　　　　〃
市民前期体操大会 8/28 木曽川体育館
市民後期体操大会 12/4 　　　　〃

空手道 市民空手道競技大会 12/4 市総合体育館

夏季市民インディアカ大会 6/26 いちのみや中央プラザ体育館
冬季市民インディアカ大会 11/13 　　　　　〃
春季市民ビーチボール大会 6/5 市総合体育館
秋季市民ビーチボール大会 10/30 　　　　〃
春季市民ペタンク大会 5/15 九品地公園競技場
秋季市民ペタンク大会 11/13 　　　　　〃
夏季市民タスポニー大会 6/12 いちのみや中央プラザ体育館
冬季市民タスポニー大会 11/27 　　　　　〃
１３８市民ふれあい大会 8/28 尾西スポーツセンター
１３８市民親善大会 3/12 木曽川体育館
秋季市民ハンドボール大会 8/23,24,9/10 市総合体育館
冬季市民ハンドボール大会 1/28,29 　　　　〃
市民春季ショートテニス大会 7/3 尾西スポーツセンター
市民秋季ショートテニス大会 11/13 　　　　　〃

発行　一宮市スポーツ協会
令和4年3月31日

〒491-8501　一宮市本町2丁目5番6号
一宮市活力創造部スポーツ課内　℡0586-85-7078　

ソフト
バレーボール

パークゴルフ

体操

インディアカ

ビーチボール

ペタンク

タスポニー

ドッジボール

ハンドボール

ショートテニス

お知らせ　平成31年4月1日に一宮市体育協会から「一宮市スポーツ協会」に名称変更しました。

グラウンド・
ゴルフ

卓球

バドミントン

バレーボール

バスケットボール

サッカー

ラグビー
フットボール

柔道

弓道

射撃

スキー

馬術

テニス

〔令和4年3月(一部同年3月）～令和5年3月〕

軟式野球

ソフトボール

ソフトテニス
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