
平成 29 年度 事業区分別事業報告書 

 

【公益目的事業】 
１ 体育・スポーツ・レクリエーションの普及・振興に関する事業 
（定款第４条第１項第１号事業） 

１. ス ポ ー ツ 大 会 の 開 催 

目  的 
区内在住・在勤・在学の小学生から高齢者を対象に、自分に合った競技レベルの大

会や上部大会を目指す方に機会を提供し、日頃よりスポーツ・レクリエーション活動

に親しんでいる区民の競技力向上を図る。 

事 業 名 第７０回足立区民体育大会（３７種目） 

  内  容 実施時期 実施場所 
（37種目 14,634名） 

・軟式野球競技(64 ﾁｰﾑ､1,920名) 

・ソフトボール競技（28 ﾁｰﾑ､450名） 

・新体操競技（132名） 

・陸上競技協会(111 ﾁｰﾑ､1,058名) 

・サッカー競技(24 ﾁｰﾑ､480名) 

・ゴルフ競技(16 ﾁｰﾑ､103名) 

・ラジオ体操（700名） 

・テニス競技高校生(341名) 

・バスケットボール競技(54 ﾁｰﾑ､1,048名) 

・クレー射撃（35名） 

・水泳競技（523名） 

・卓球競技(118 ﾁｰﾑ､780名) 

・剣道連盟(145名) 

・空手道競技(9 ﾁｰﾑ､390名) 

・硬式野球競技(7 ﾁｰﾑ､201名) 

・バレーボール競技家婦(71 ﾁｰﾑ､1,000名) 

・バレーボール競技一般(23 ﾁｰﾑ､250名) 

・ソフトテニス競技(68 ﾁｰﾑ､136名) 

・一輪車競技(3 ﾁｰﾑ､51名) 

・ボウリング競技(48名) 

・グラウンドゴルフ競技(17 ﾁｰﾑ､177名) 

・柔道競技(20 ﾁｰﾑ､267名) 

・テニス競技(288名) 

・弓道競技(40名) 

・武術太極拳競技(13 ﾁｰﾑ､132名) 

・バドミントン競技(742名) 

・ビーチボールバレー(112 ﾁｰﾑ､486名) 

・少林寺拳法競技(100名) 

・ゲートボール競技(17 ﾁｰﾑ､77名) 

・相撲競技(122名) 

・なぎなた競技(22名) 

・バトン・チア競技(65名) 

 
4月 2日～23日 

4月 2日～4月 30 

4月 29日 

5月 5日･6日 

7月 2日～11月 19日 

8月 2日 

8月 6日 

8月 16日～21日 

8月 27日～9月 24日 

9月 3日 

 〃 

9月 3日･18日 

9月 17日 

9月 17日 

9月 18日～11月 26日 

9月 18日～10月 8日 

9月 18日～10月 8日 

9月 24日 

9月 24日 

9月 24日 

10月 5日 

10 月 8日 

10月 8日～29日 

10月 15日 

10月 22日 

10月 22日～2月 12日 

10月 28日～11月 26日 

10月 29日 

11月 10日 

11月 12日 

11月 5日 

11月 23日 

 
西新井橋緑地グラウンド他 
千住新橋野球場 
江北地域体育館 
都立舎人公園陸上競技場 
鹿浜球技場他 
紫カントリークラブ 
荒川河川敷虹の広場 
総合スポーツセンター 
スイムスポーツセンター他 
成田射撃場 
総合スポーツセンタープール 
総合スポーツセンター 
スイムスポーツセンター 
総合スポーツセンター 
扇野球場他 
東和地域体育館他 
伊興地域体育館他 
総合スポーツセンターコート 
舎人公園陸上競技場 
マルアイボウリング 
平野運動場 
東京武道館第一武道場 
総合スポーツセンター 
千住スポーツ公園弓道場 
梅田地域体育館 
総合スポーツセンター 
都立淵江高等学校 
足立区立千寿桜堤中学校 
平野運動場 
千住スポーツ公園相撲場 
総合スポーツセンター剣道場 
総合スポーツセンター 
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  内  容 実施時期 実施場所 

・フォークダンス(135名) 

・ライフル射撃競技(8名) 

・トランポリン競技(17 ﾁｰﾑ､193名) 

・スキー競技(12名) 

・バスケットボール中学生(67 ﾁｰﾑ､1,080名) 

・駅伝競技(102 ﾁｰﾑ､510名) 

・ロードレース競技(257名) 

・ダンススポーツ競技(130 名) 

11月 23日 

11月 26日 

11月 26日 

1月 21日 

1月 27日～2月 18日 

1月 28日 

1月 28日 

2月 18日 

梅田地域体育館 
総合スポーツセンター射撃場 
花畑地域体育館 
舞子スノーリゾート 
総合スポーツセンター他 
荒川河川敷左岸 
   〃 
総合スポーツセンター 

 

事 業 名 第７０回都民体育大会足立区予選会（１３種目） 

内  容 実施時期 実施場所 
（13種目 5,153名） 

・サッカー競技（27 ﾁｰﾑ､540名） 

・テニス競技（173名） 

・剣道競技（125名） 

・卓球競技（118名） 

・バレーボール競技(23 ﾁｰﾑ､250名) 

・バスケットボール競技（55 ﾁｰﾑ､1,037 名） 

・弓道競技（34名） 

・バドミントン競技（198 名） 

・ライフル射撃競技（8名） 

・クレー射撃競技（40名） 

・軟式野球競技(65 ﾁｰﾑ､1,820名) 

・ソフトボール競技(22 ﾁｰﾑ､430名) 

・陸上競技(90 ﾁｰﾑ､380名) 

 
12月 4日～2月 26日 

2月 26日～3月 5日 

3月 5日 

3月 12日 

3月 19日･20日 

3月 19日～4月 23日 

3月 19日 

3月 26日 

 〃 

4月 16日 

9月 3日～24日 

9月 3日～10月 1日 

10月 7日･8日 

 
鹿浜橋球技場他 
平野運動場テニスコート他 
スイムスポーツセンター 
スイムスポーツセンター 
興本地域体育館他 
総合スポーツセンター他 
千住スポーツ公園弓道場 
総合スポーツセンター 
    〃 
成田射撃場 
西新井橋緑地グラウンド他 
千住新橋野球場 
都立舎人公園陸上競技場 

 

事 業 名 墨東五区各種大会 当番区（３種目） 

内  容 実施時期 実施場所 
・卓球競技（190名） 

・バレーボール競技（459名） 

・空手競技（779名） 

6月 18日 

7月 9日 

3月 18日 

総合スポーツセンター 
総合スポーツセンター他 
東京武道館 

 

（定款第４条第１項第１号事業） 

２. スポーツ教室・広場の開催 

目  的 

区民が気軽に参加できるスポーツ教室・広場を提供する。 
・スポーツ教室 
 幼児から高齢者まで年齢を問わず、初心者も気軽に参加できるスポーツ・レクリエー
ション教室は年間を通じて実施する。水泳・トランポリン・武術太極拳等の幅広い 
カリキュラムで、初心者・子ども・親子などが継続して参加できる内容としている。 

・スポーツ広場 
いつでも、だれでも、何回でも参加できるスポーツ広場は年間を通じて週１回程度バ 
レーボール・卓球・一輪車・ソフトテニス・ビーチボールバレー、武術太極拳を開催 
している。 
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事 業 名 スポーツ教室・広場 

内  容 実施時期 実施場所 
（１）スポーツ教室（3種目） 

・水泳（789回､6,095名）3会場 

・トランポリン（442回､3,956名）6 会場 

・武術太極拳（795回､9,113名）10会場 

４月～３月 

 
スイムスポーツセンター他 
総合スポーツセンター他 
鹿浜地域体育館他 

内  容 実施時期 実施場所 
（２）スポーツ広場（6種目） 

・ビーチボールバレー（111回､2,065名）4会場 

・卓 球（183回､6,813名)4会場 

・武術太極拳（41回､873名）1 会場 

・ソフトテニス（72回､1,219名）2会場 

・バレーボール（44回､1,089名）1会場 

・一輪車（119回､2,257名）3 会場 

４月～３月 

 
伊興地域体育館他 
江北地域体育館他 
総合スポーツセンター 
平野コート他 
東和地域体育館他 
総合スポーツセンター他 

 
 
（定款第４条第１項第２号事業） 

３. 指導者養成・育成及び紹介 

目  的 地域スポーツにおける生涯スポーツの普及・振興と、指導員の指導力を向上させる 
とともに指導員の紹介をする。 

事 業 名 

１「足立区公認スポーツ指導員」養成 
２「足立区公認スポーツ指導員」育成 
３「足立区公認スポーツ指導員」紹介 
４ 指導者の育成 
内  容 実施時期 実施場所 

「足立区公認スポーツ指導員」紹介 13名 随 時 体育協会事務局 
・公認スポーツ指導員養成講習会 
 「共通科目」（45名参加、合格 45名） 

7月 2日･8日 

 
西新井ギャラクシティ 

・レベルアップ講習会 
 「ペップトーク」（34名） 

 「ｽﾎﾟｰﾂにおけるｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ」他（33名） 

 

11月 18日 

2月 3日 

 
梅田地域学習センターホール 
西新井ギャラクシティ 

・普通救命救急講習会（29名） 1月 27日 足立消防署 
・競技力向上事業 
 足立区スポーツ指導員講習会（テニス） 
 ラジオ体操講習会（ラジオ体操） 

第 39 回講習会（ダンススポーツ） 
 剣道連盟指導者研修会（剣道） 
 競技力向上講習会（新体操） 
 水泳指導員研修会（水泳） 

レベルアップ講習会（スキー） 
 技術強化講習会（卓球） 
 足軟連審判技術講習会（軟式野球） 

 

6月 4日 

6月 20日･21日 

7月 9日 

9月 23日･24日 

11月 3日 

1月 13日 

1月 27日･28日 

2月 24日 

2月 11日 

 
総合スポーツセンター 
綾瀬小学校体育館 
梅田地域体育館 
足立区日光林間学園 
江北地域体育館 
千住温水プール 
長野県菅平高原スキー場 
中央本町地域体育館 
西新井橋緑地グラウンド 
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４.顕彰事業 

目  的 

１オリンピック、国際大会、全国大会等の最高レベルの大会へ出場資格を得た 
優秀な個人・団体を顕彰する。  

２東京都大会以上の大会で３位以上の優秀な成績を収めた者を顕彰して､スポー 
ツの発展と地域活動の促進に繋げる。 

栄  光  賞（1名） 

田﨑 勝史 
（FIGワールドカップ2017 アゼルバイジャン大会男子シンクロナイズド 第３位） 

特 別 栄 誉 賞（3名） 

米盛 希々子 
（平成28年度JOCジュニアオリンピックカップ 彩の国杯 第11回全国中学生空手道選抜大会2年女子組手 優勝） 
松波 愛里 
（第 4 回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会 17-21 歳女子 優勝） 
名倉 沙織 
（第 4 回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会オープン女子 優勝） 

栄  誉  賞（2名、1 団体） 

清水 音乃 
（第 24 回全国中学生空手道選手権大会女子個人形競技 第２位） 
スノーホワイト 
（全日本一輪車競技大会グループ演技部門 12 人以上の部 第３位） 
栗原 萌香 
（第25回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会女子 24 式太極拳の部 第３位） 

優 秀 賞（19名、3団体） 

興津 正人 
（第 70 回都民体育大会春季大会陸上競技男子 200m 優勝） 

Ｔapan 
（第 70 回都民体育大会春季大会サッカー競技 優勝） 

足立区クレー射撃連盟 
（第 70 回都民体育大会春季大会クレー射撃競技総合 優勝） 

副島 省吾 
（平成 29 年度 第 5 回春季ピストル射撃競技千葉大会 25mスタンダードピストル男子 60 発競技 優勝） 

仲渡 智香 
（第55回東京都スキー選手権回転競技大回転競技共に 優勝） 

足立区立第四中学校女子空手道部 
（第 25 回全国中学生空手道選手権大会 第 20 回関東中学生空手道選手権大会東京都予選会女子団体組手 
競技 優勝） 

庄山 晃太 

（第 30 回東京都中学生空手道選手権大会組手競技中学 1 年生 男子の部 優勝） 

鈴木 健太 

（第 31 回東京都小学生空手道選手権大会男子組手競技小学 6 年 優勝） 

米盛 新 

（第 31 回東京都小学生空手道選手権大会男子形競技小学 6 年 優勝） 

佐藤 宥良 

（第 31 回東京都小学生空手道選手権大会男子組手競技小学 5 年 優勝） 

片岡 恒惺 

（第 31 回東京都小学生空手道選手権大会男子組手競技小学 3 年 優勝） 

山本 はな 

（第 31 回東京都小学生空手道選手権大会女子組手競技小学 2 年 優勝） 
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優 秀 賞 

片岡 美月 
（第5回関東少年少女空手道選手権大会組手の部小学2年女子 優勝） 

小林 直子 
（第59回東京都なぎなた大会演技競技三段以上の部 優勝） 

伊原 曜子 
（第59回東京都なぎなた大会演技競技三段以上の部 優勝） 

西柳 まどか 
（第59回東京都なぎなた大会演技競技段外の部 優勝） 

西柳 とも子 
（第59回東京都なぎなた大会演技競技段外の部 優勝） 
菊池 里奈 
（東京都知事杯争奪 第22 回東京都チャンピオンシップ東京テニスフェスティバル 2017 女子 
ダブルスの部 優勝） 

浅野 旬子 
（東京都知事杯争奪 第22回東京都チャンピオンシップ東京テニスフェスティバル2017女子 

ダブルスの部 優勝） 
明石  凌 
（第 50 回東日本学生トランポリン競技選手権大会 個人総合男子Aクラス 優勝） 
西村 拓一 
（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技 団体戦チャチャチャ 優勝） 
斎藤 伸枝 
（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技 団体戦チャチャチャ 優勝） 

優 良 賞（21名、4団体） 

庄司 郁也 
（第70回都民体育大会 春季大会 陸上競技男子 100m 第３位） 

鈴木 貴秀 
（第70回都民体育大会 春季大会クレー射撃競技スキート個人 第２位） 

足立区立第四中学校男子空手道部 
（第 25 回全国中学生空手道選手権大会 第 20 回関東中学生空手道選手権大会 東京都予選会 男子団体形 
競技第３位） 

白澤 莉子 
（第 19 回関東中学生空手道選手権大会女子個人形 第３位） 

片岡 優月 
（第 5 回関東少年少女空手道選手権大会組手の部小学 2 年女子 第２位） 

山本 すず 
（第 31 回東京都小学生空手道選手権大会女子形競技小学 5 年 第２位） 

山中 優夢 
（第 5 回関東少年少女空手道選手権大会組手の部小学 4 年男子 第３位） 

金山 騎士 
（第 5 回関東少年少女空手道選手権大会形の部小学 1 年男子 第３位） 

松谷 咲音 
（第 5 回関東少年少女空手道選手権大会組手の部小学 1 年女子 第３位） 

刈込 結月 
（第 31 回東京都小学生空手道選手権大会女子組手競技小学 4 年 第３位） 

田中 清香 
（第 59 回東京都なぎなた大会個人試合一般二段以下の部 第２位） 

谷  顕光 
（第 59 回東京都なぎなた大会個人試合小学 5･6 年生の部 第２位） 

田村 哲彦 
（第 59 回東京都なぎなた大会個人試合男子の部 第３位） 

足立区テニス協会女子チーム 

（第 70 回都民体育大会 女子テニス競技 第３位） 
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優 良 賞 

足立区ダンススポーツ連盟 
（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技団体戦 第２位） 

矢茂岡 敦 
（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技団体戦サンバ 第２位） 

矢茂岡 知絵 

（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技団体戦サンバ 第２位） 

小寺 正一 
（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技団体戦ルンバ 第３位） 

上田 好子 
（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技団体戦ルンバ 第３位） 

野上 貴司 
（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技団体戦スローフォックストロット 第３位） 

野上 敦子 

（第 70 回都民体育大会春季大会ダンススポーツ競技団体戦スローフォックストロット 第３位） 

潤徳女子高等学校 

（平成 29 年度関東高等学校体操競技新体操大会兼第 66 回関東高等学校体操競技新体操選手権大会 
女子団体 第２位） 

瀧井 美緒 
（平成 28 年度東京都高等学校新体操個人種目別大会リボン 第２位） 

渡邉 莉央 
（平成 28 年度東京都高等学校新体操個人種目別大会フープ 第３位） 

花等  凪 
（平成 28 年度東京都高等学校新体操個人種目別大会クラブ 第３位） 

奨 励 賞（16名、1団体） 

森畑 孝志 
（平成 28 年度都民生涯スポーツ大会陸上競技男子 C クラス 200m 第２位） 

樋口 昭代 
（平成 28 年度都民生涯スポーツ大会ラージボール卓球女子70歳代 優勝） 
川内 和仁 
（平成 28 年度都民生涯スポーツ大会ラージボール卓球男子 65 歳代 優勝） 
日下 悦勝 
（平成 28 年度都民生涯スポーツ大会ラージボール卓球男子70歳代 第３位） 

稲垣 かおり 
（第 85 回東京ママさんソフトテニス個人戦大会 5 部 優勝） 

高久 亜紀子 
（第 85 回東京ママさんソフトテニス個人戦大会 5 部 優勝） 

山野 モト子 

（第79回東京レディースソフトテニス大会さくらブロック 優勝） 

石川 京子 
（第 85 回東京ママさんソフトテニス個人戦大会さくら D 第２位） 

伊藤 冷子 
（第 85 回東京ママさんソフトテニス個人戦大会さくら D 第２位） 

松谷  絆 
（平成28年度東京都スポーツ少年団空手道交流大会 小学 6 年生男子形 優勝） 

長谷川 杏純 
（平成28年度東京都スポーツ少年団空手道交流大会小学 5･6 年生女子形 優勝） 

板橋 秀賢 
（平成28年度東京都スポーツ少年団空手道交流大会 小学 1 年生男子 組手 優勝） 

小林 虎太郎 
（平成28年度東京都スポーツ少年団空手道交流大会小学 6 年生男子 組手 第２位） 
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奨 励 賞 

庄山 耀太 
（平成28年度東京都スポーツ少年団空手道交流大会小学 3 年生男子組手 第３位） 

三木 海里 
（2017 年少林寺拳法東京都大会小学生 7 級の部 第３位） 

牧野 瑠依 
（2017 年少林寺拳法東京都大会小学生 7 級の部 第３位） 

神子ベアーズ 
（平成 28 年度都民生涯スポーツ大会ソフトボール競技 準優勝） 

 

５. ジュニア育成 

目  的 

１ジュニアスポーツ大会 
 区内の少年・少女を対象として、各競技種目（１６種目）の大会を開催し、地域 
社会の担い手を育成するとともに、日頃の練習成果を発揮する機会を提供する。 

２ジュニア育成地域推進事業（国体種目） 
幼児から高校生、また初心者を対象として、競技力向上を目指す子ども達を育成し、

競技スポーツの底辺拡充を図り、トップアスリートを育成する。 

事 業 名 ジュニアスポーツ大会（１６種目） 

（16種目 7,323名） 

・軟式野球競技(73 ﾁｰﾑ､2,470名) 

・卓球競技(310名） 

・柔道競技（22 ﾁｰﾑ､191名） 

・剣道競技（484名） 

・ゴルフ競技(8名) 

・ビーチボールバレー競技(45 ﾁｰﾑ､213名) 

・テニス競技(161名) 

・サッカー競技(31 ﾁｰﾑ､600名) 

・陸上競技(69 ﾁｰﾑ､994名) 

・バスケットボール競技(23 ﾁｰﾑ､428名) 

・なぎなた競技(21名) 

・水泳競技(104名) 

・ソフトテニス競技(124 ﾁｰﾑ､248名) 

・バレーボール競技(33 ﾁｰﾑ､400名) 

・バドミントン競技(539名) 

・トランポリン競技(16 ﾁｰﾑ､152名) 

 
4月 9日～8月 6日 

4月 29日 

5月 3日 

5月 6日 

7月 31日 

8月 5日～27日 

8月 14日･15日 

9月 18日～10月 8日 

10月 7日･8日 

10月 29日～11月 5日 

11月 5日 

11月 19日 

1月 28日 

1月 28日～3月 4日 

1月 28日 

3月 11日 

 
竹の塚 5 丁目球場他 
中央本町体育館 
東京武道館第一武道場 
  〃 
新東京都民ゴルフ場 
総合スポーツセンター 
総合スポーツセンター 
舎人プレイグラウンド他 
舎人公園陸上競技場 
スイムスポーツセンター他 
総合スポーツセンター 
スイムスポーツセンター 
総合スポーツセンター他 
総合スポーツセンター他 
総合スポーツセンター 

総合スポーツセンター 

事 業 名 ジュニア育成地域推進事業 

①ジュニア教室 
・なぎなた教室（6 名） 

・小学生バドミントン教室（35 名） 

・ジュニアトランポリン教室（135 名） 

・ジュニアゴルフ教室（21名） 

・ジュニアテニス教室（32名） 

・卓球教室（84名） 

・水泳教室（56名） 

・ジュニアソフトボール教室（128 名） 

 
4月 8日～12月 9日 

4月 8日～2月 24日 

4月 18日～11月 27日 

8月 3日～1月 26日 

8月 7日 

8月 22～24日 

10月 7日～2月 3日 

11月 12日 

 
総合スポーツセンター他 
総合スポーツセンター 
スイムスポーツセンター他 
青和ゴルフセンター他 
総合スポーツセンター 
梅田地域体育館 
千住温水プール 
平野運動場 
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②強化練習 
・ジュニア強化練習会【ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ】（17名） 

・足立区ｼﾞｭﾆｱ強化練習会【陸上】（649 名） 
・ジュニアバドミントン強化練習会（57名） 

・ジュニア新体操強化練習（50 名） 
・ミニバスクリニック（137名） 
・サッカー強化練習会（106名） 

③審判・指導者養成講習会 
・指導者･審判育成研修/審判研修会（296名） 

・なぎなた審判研修会（17名） 

・ｼﾞｭﾆｱ卓球指導者ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ講習会（28名） 

④ネットワーク構築活用事業 
・熱中症予防講習会（50名） 
⑤ジュニア合宿 
・足立区少年軟式野球連盟選手育成 
 足利市遠征（44名） 

 

5月 12日～2月 23日 

6月 3日～10月 1日 

6月 3日～1月 14日 

6月 21日～10月 25日 

10月 15日 

3月 6日～15日 

 

4月 23日･1月 28日 

9月 30日 

10月 7日 

 

5月 25日 

 

8月 18日（金）～20 日(日) 

 
総合スポーツセンター 
舎人公園陸上競技場他 
梅田地域体育館他 
竹の塚体育館 
総合スポーツセンター 
総合スポーツセンター他 
足立区生涯学習センター他 
総合スポーツセンター 
中央本町地域体育館 
 
梅田センターホール 
 
足利市スポーツセンター他 

 
 

６. 各種大会選手派遣 

目  的 
都民体育大会、都民スポレクふれあい大会、都民生涯スポーツ大会、墨東五区各種

大会への選手と大会運営役員の派遣に対して交通費の補助として派遣費を交付し、競

技力の向上を図る。 
内  容 実施時期 実施場所 

都民体育大会春季大会（19種目 609名） 
・バスケットボール競技（90 名） 

・ソフトボール競技（90名） 

・第 70 回都民体育大会総合開会式（46名） 

・ボウリング競技（6名）女子準優勝 

・空手道競技（9名） 

・サッカー競技（100名）第 1 位 

・ソフトテニス競技（28名） 

・ライフル射撃競技（4名） 

・柔道競技（4名） 

・なぎなた競技（5名） 

・バドミントン競技（22名） 

・ゲートボール競技（10名） 

・バレーボール競技(35名) 

・弓道競技（13名） 

・テニス競技（47名）女子第 3位 

・フェンシング競技（40名） 

・クレー射撃競技（8名）総合第 1位 

・卓球競技（21名） 

・陸上競技（18名）男子陸上第 3 位 

・ダンススポーツ競技（13名）総合第 2位 

春季 
5月 3日～6月 3日 

5月 6日～13日 

5月 7日 

 〃 

 〃 

5月 7日～6月 4日 

5月 7日･13日 

5月 7日 

5月 14日 

 〃 

5月 14日･21日 

5月 20日 

5月 20日 

5月 21日･27日 

5月 21日～28日 

5月 27日･28日 

5月 28日 

 〃 

6月 5日 

6月 10日･11日 

 
港区スポーツセンター他 
練馬区光が丘野球場 
東京体育館 
東大和グランドボウル 
東京武道館 
駒沢第二競技場他 
有明テニスの森公園コート 
長瀞射撃場 
講道館大道場 
東京武道館第二武道場 
稲城市総合体育館 
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園補助競技場 
小平市民総合体育館他 
東京武道館弓道場 
有明テニスコート 
台東リバーサイド体育館 
成田射撃場 
墨田区総合体育館 
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場 
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園体育館 

都民体育大会冬季大会（2種目 22名） 
・スキー競技（13名） 

・駅伝競技（9名）優勝 

 
3月 4日 

3月 11日 

 
長野県菅平裏太郎ゲレンデ 
都立武蔵野の森公園 
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内  容 実施時期 実施場所 

都民スポレクふれあい大会（3種目 107名） 

・グラウンドゴルフ競技（11 名） 

・バウンドテニス競技(非加盟団体)46名 

・スポーツ吹き矢競技(非加盟団体)50名 

 
9月 16日 

9月 30日 

10月 22日 

 
駒沢オリンピック公園球技場 
小平市総合スポーツセンター 
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園室内球技場 

都民生涯スポーツ大会（13 種目 189名） 

・ソフトテニス競技（9名） 

・ボウリング競技（8名）足立Ａ第 3 位 

・サッカー競技（39名） 

・柔道競技（3名） 

・バドミントン競技（8名） 

・ソフトボール競技（54名）第 3位 

・弓道競技（7名）第 2位 

・なぎなた競技（5名）演技優勝､団体第 3位 

・陸上競技（17名） 

・剣道競技（3名） 

・ゲートボール(11名)コート優勝 

・ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球競技（12名）団体戦準優勝 

・ダンススポーツ競技(13 名) 

 

8月 19日 

8月 20日 

8月 20日･9月 3日 

8月 27日 

9月 2日 

9月 2日～16日 

9月 3日 

9月 3日 

9月 3日 

 〃 

9月 16日 

9月 17日 

9月 24日 

 
有明の森公園テニスコート 
東大和グランドボウル 
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場 
講道館大道場 
港区スポーツセンター 
江東区新砂運動場 
東京武道館 
東京武道館 
駒沢公園陸上競技場 
東京武道館 
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場 
墨田区総合体育館 
駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園体育館 

墨東五区大会（当番区除く）(11種目 851 名) 

・バドミントン競技（27名）男子第 2 位 
・柔道競技（17名） 
・剣道競技（27名） 
・バスケットボール競技（116名）総合優勝 
・軟式野球競技（24名） 
・ソフトテニス競技（26名）第 3 位 
・陸上競技（79名） 
・弓道競技（26名） 

・水泳競技（62名） 

・サッカー競技（383名）一般準優勝､少年第 3 位 

・駅伝競技（64名） 

 
6月 11日 

6月 25日 

 〃 

7月 2日・9日 

7月 23日･30 日 

8月 6日 

8月 11日 

10月 1日 

10月 4日 

11月 5日～26日 

3月 7日 

 
江戸川区総合体育館 
葛飾区奥戸スポーツセンター 
江戸川総合体育館 
江戸川区スポーツセンター 
江東区夢の島野球場 
舎人公園テニスコート 
葛飾区陸上競技場 
墨田区弓道場 
江東区深川北スポーツセンター 
江東区夢の島競技場他 
葛飾区木根川橋野球場コース 

 
 
（定款第４条第１項第１号事業） 

７. スポーツカーニバル・リバーサイドウォーキング 

目  的 

 毎年「体育の日」に、スポーツに馴染みのない区民と運動・スポーツの楽しさを

共有し、生涯スポーツ社会を実現するための普及、啓発事業として開催している。

子どもから高齢者までスポーツ・レクリエーション活動の場を提供すると共に、体

力保持のきっかけづくり、自分にあったスポーツの日常化を促進することを目的

としている。 
内  容 実施時期 実施場所 

スポーツカーニバル（6,834名） １０月９日「体育の日」 
総合スポーツセンター､各地域学習 
センター10館､各温水プール 3ヵ所 
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目  的 

区民のウォーキング愛好者から初心者を対象に、荒川河川敷虹の広場から都市

農業公園までの約８ｋｍを自然に親しみながら歩き、足立区を知る機会とウォー

キングの楽しさを提供し、体力の増進を図る。桜の開花時期に開催し、継続して 
参加する楽しみを提供している。 

内  容 実施時期 実施場所 

リバーサイドウォーキング（415名） ３月２５日 
荒川河川敷虹の広場から都市農業 

公園まで約８キロのコース 
 
（定款第４条第１項第１号事業） 

８.機関紙の発行 

目  的 
ホームページの運営や機関紙を発行し、各種スポーツ活動の情報を提供し、地域 

スポーツの振興と活動の情報を広く提供することにより底辺拡充とスポーツ振興の

担い手を育成する。 
内  容 実施時期 

１「体協年鑑」「Sports あだち」の発行 
２「ときめき」掲載 
３ 体育協会ホームページの運営 
４ 報道機関への情報提供 

随 時 

 
 
その他の事業（相互扶助等事業） 
【加盟団体助成事業】 
（定款第４条第１項第６号事業） 

事 業 名 １.加盟団体助成 

内  容 
体育協会加盟の団体が行う事業に対して、活動費補助として本年度７万円の活動助成を行う。 

 

事 業 名 ２.後援事業 

内  容 実施時期 実施場所 
加盟団体が開催する大会及び講習会

等を後援し、会場確保に便宜を図る。 
４月～３月 区内各施設 

日 程 内  容 団体名 会  場 
4/19～3/21 新体操育成事業 新体操連盟 スイムスポーツセンター他 

4/29 
第 29回足立区オープンバドミントン 

大会（一般ダブルス） 
バドミントン協会 総合スポーツセンター 

4/30 剣道 1級審査会 剣道連盟     〃 

5/3 第 37回小学生バレーボール大会 バレーボール連盟 梅田地域体育館 
5/7～5/28 墨東五区足立区予選会   〃 中央本町地域体育館他 

5/14～8/27 
城北ブロック(北区･葛飾区･足立区) 
小学生野球交流大会 スポーツ少年団 平野運動場他 
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日 程 内  容 団体名 会  場 
5/14 足立区武術太極拳連盟交流大会 武術太極拳連盟 梅田地域体育館 
5/17 春季大会(第 46 回ビーチボールバレー大会) ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟   〃 
5/21 春季フォークダンス大会 フォークダンス連盟 興本地域体育館 
5/21～3/25 足立区ソフトボール連盟リーグ戦 ソフトボール連盟 江北橋右岸野球場 

6/4 
少年剣道練成大会･東西対抗･団体対

抗大会 剣道連盟 総合スポーツセンター 

〃 会長杯 ソフトボール連盟 千住新橋野球場 
〃 平成 29 年度足立区スポーツ指導員講習会 テニス協会 総合スポーツセンター 
6/5 ウィークデイダブルステニス大会   〃     〃 
〃 第 21回チャリティーゲートボール大会 ゲートボール協会 平野運動場 
6/10 ビーチボールバレーマスターズ大会 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 梅田地域体育館 

〃 
東京都知事杯第 6回東京都女子学童

軟式野球大会 
軟式野球連盟 都立舎人公園野球場 

6/11 
平成 29年度墨東五区空手道競技大会 

足立区代表選手選考大会 
空手道連盟 スイムスポーツセンター 

〃 
足立区ビーチボールバレー連盟区民 

指導交流会 
ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 梅田地域体育館 

6/17 都夏季軟式野球大会 軟式野球連盟 東綾瀬運動公園野球場 

6/18 
第 14回巽杯(初心者･初級者)､第 24

回足立区シニア大会 
バドミントン協会 中央本町地域体育館 

6/25 会長杯実年大会 ソフトボール連盟 千住新橋野球場 
〃 2017東京一輪車演技大会 一輪車連盟 総合スポーツセンター 
7/1～3/31 ジュニアユースリーグ サッカー協会 江北橋右岸球技場他 
7/2～2/18 マスターズリーグ(40,50,60)   〃 江北橋右岸球技場 

7/2～3/4 4年生リーグ   〃 千住スポーツ公園 

7/2～3/18 学年リーグ   〃 鹿浜橋球技場 

7/9～16 足立区ｽﾎﾟｰﾂ少年団小学生野球交流大会 スポーツ少年団 江北橋右岸野球場 

7/9 2017 アダチカップ（団体戦）トーナメント テニス協会 総合スポーツセンター 

〃 
足立区ビーチボールバレー連盟区民 

講習会･交流会 
ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 梅田地域体育館 

7/15～2/12 クラブユース連盟試合 サッカー協会 江北橋右岸球技場他 

7/15～3/21 5年生リーグ   〃 鹿浜橋球技場 

7/16,17 第 35回あだちジャンプ杯 トランポリン協会 総合スポーツセンター 

7/16 日本剣道形講習会･合同稽古 剣道連盟    〃 
7/16,10/29 0-40代表 TCL 0-50代表 TSL1 サッカー協会 江北橋右岸球技場 

7/17～9/24 
第一ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ戦､さわやか 1･2 次予 

選､東京ｶｯﾌﾟ 2次予選 
  〃 総合スポーツセンター 

7/17～3/3 6年生リーグ   〃 鹿浜橋球技場 
7/17～12/23 第一ブロックリーグ戦   〃 千住スポーツ公園 

7/23 
第 70回足立区バドミントン大会（混

合ダブルス） 
バドミントン協会 総合スポーツセンター 

7/23～8/6 夏季バレーボール大会(一般の部) バレーボール連盟 花畑地域体育館他 

7/24 中田杯争奪第二回足立小学生テニス大会 テニス協会 総合スポーツセンター 

7/30～3/25 低学年交流会 サッカー協会 千住スポーツ公園 

8/5～1/21 女子Ｕ-15 選抜強化試合   〃 総合スポーツセンター 

8/5,6 都ソフトボール協会東ブロック大会 ソフトボール連盟 千住新橋野球場 
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日 程 内  容 団体名 会  場 

8/6 
第 29回足立区オープンバドミントン 

大会（シングルス） 
バドミントン協会 総合スポーツセンター 

8/6,20,11/5 
都民生涯スポーツ大会強化試合 墨東 

五区大会強化試合 
サッカー協会 江北橋右岸球技場 

8/6～3/25 墨東大会予選会   〃 鹿浜橋グラウンド 

8/19,20 第 15回サッカーフェスタ   〃 総合スポーツセンター 

8/20～9/3 
城北ブロック(足立･葛飾･北)ミニバ

スケットボール交流大会 
スポーツ少年団 スイムスポーツセンター 

8/27～3/25 学年交流会 サッカー協会 鹿浜橋球技場 

8/30～9/10 秋季大会（第 47 回ビーチボールバレー大会） ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 梅田地域体育館 

9/10 2017アダチミックスダブルス大会 テニス協会 総合スポーツセンター 

〃 足立選手権シングルス戦卓球大会 卓球連盟 スイムスポーツセンター 

〃 2017アダチミックスダブルス大会 テニス協会 総合スポーツセンター 

9/16 第 2回 AFDナイター陸上大会 陸上競技協会 
帝京大学ｸﾞﾙｰﾌﾟ千住総合 
グラウンド 

9/17～2/4 3年生リーグ   〃 千住スポーツ公園 

9/19 第 21回ふれあいゲートボール大会 ゲートボール協会 平野運動場 

9/24～12/10 足立リーグ サッカー協会 鹿浜橋球技場 

10/8 足立区ジュニア大会 サッカー協会 総合スポーツセンター 

10/15 
第 24回足立区剣道祭･第 22回日本剣

道形演武大会 
剣道連盟 スイムスポーツセンター 

10/22 
日本剣道形講習会､木刀による剣道基

本技稽古法講習会 
 〃 総合スポーツセンター 

〃 墨東大会強化試合 サッカー協会 鹿浜橋球技場 

〃 秋季卓球団体戦（1回目） 卓球連盟 総合スポーツセンター 

〃 小･中学校ＰＴＡ対抗大会 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 伊興地域体育館 

10/29 第 9回ダンス大会 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟 中央本町体育館 

11/4 グラウンド・ゴルフ 11月大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 千住スポーツ公園 

11/5 平成 29年度秋季団体戦 1日目 卓球連盟 総合スポーツセンター 

11/5～12 スポーツ少年団中学生野球交流大会 スポーツ少年団 江北橋右岸野球場 

11/8 第 24回渋谷杯バスケットボール大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 中央本町地域体育館他 

11/10 第 3回ふるさと足立杯 ゲートボール協会 平野運動場 

11/12 剣道 3段以下及び 1級審査会 剣道連盟 総合スポーツセンター 

〃 千住杯千住地区卒業記念大会 サッカー協会 千住スポーツ公園 

〃 スポーツ広場交流大会 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 伊興地域体育館 

11/19 
秋季ベテランダブルス大会(都市対抗 

東京予選足立区代表選手選考会） 
テニス協会 総合スポーツセンター 

〃 3年生大会決勝トーナメント サッカー協会    〃 

11/23 会長杯ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会一般の部 バレーボール連盟 伊興地域体育館他 

〃 バスケットボール審判講習会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 スイムスポーツセンター 

11/26 
都ソフトボール協会東ブロックジョ

イフルスローピッチ大会 
ソフトボール連盟 江北橋右岸野球場 

12/3 2017 チャレンジカップシングルステニス大会 テニス協会 総合スポーツセンター 

〃 親交流大会 サッカー協会    〃 

〃 女子Ｕ-15 選抜強化試合   〃 鹿浜橋球技場 

12/3～24 エンジョイ(50､60)トーナメント   〃 江北橋右岸球技場 
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日 程 内  容 団体名 会  場 

12/3 
足立区スポーツ少年団低学年ミニバ

スケットボール交流大会 
スポーツ少年団 スイムスポーツセンター 

12/4 グラウンド・ゴルフ 12月大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 平野運動場 

12/9 第 13回足立オープン団体戦卓球大会 卓球連盟 総合スポーツセンター 

12/10 
第 29回足立区オープンバドミントン 

大会（シニアダブルス） 
バドミントン協会 東和地域体育館 

12/17 5年生大会決勝トーナメント サッカー協会 総合スポーツセンター 

〃 年末大掃除・納射会 弓道連盟 千住スポーツ公園 

〃 
足立区スポーツ少年団バレーボール 

交流大会 
スポーツ少年団 総合スポーツセンター 

12/23 第 8回足立フレンドリーマラソン 陸上競技協会 荒川河川敷左岸 

〃 第 23回小学生オープン卓球大会 卓球連盟 梅田地域体育館 

〃 足立区剣道連盟納会合同稽古会 剣道連盟 総合スポーツセンター 

12/24 
第 11回足立区新体操演技発表会・ 

第 32回ＫＡＮＡＩ新体操演技発表会 
新体操連盟    〃 

12/30 区民テニス年末年始講習会 テニス協会    〃 

〃 正月足立区民スキースクール スキー協会 長野県菅平スキー場 

1/6 
第 11回足立区新体操演技発表会・

TESORO第 13回成果発表会 
新体操連盟 総合スポーツセンター 

1/7 足立区剣道連盟新年合同稽古会 剣道連盟    〃 

〃 新春初射会 弓道連盟 千住スポーツ公園 

1/8 第 42回足立オープンシングル卓球大会 卓球連盟 総合スポーツセンター 

〃 板倉市･八千代市サッカー交流会 サッカー協会    〃 

1/12 スポーツ広場交流会 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 伊興地域体育館 

1/13,14 鹿沼市交流会・少年 サッカー協会 総合スポーツセンター 

1/13 新春ﾌｧﾐﾘｰﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ大会 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟    〃 

1/14 2018 チャレンジカップダブルステニス大会 テニス協会    〃 

1/15 平成 30年初打ち大会 ゲートボール協会 平野運動場 

1/28 冬季バレーボールオープン大会 バレーボール連盟 花畑地域体育館他 

2/4 足立区スポーツ少年団空手道交流大会 スポーツ少年団 スイムスポーツセンター 

2/10 2月足立区民スキースクール スキー協会 長野県菅平スキー場 

〃 第 23回足立区ラージボールオープン大会 卓球連盟 総合スポーツセンター 

2/11 平成 29年度高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 バレーボール連盟 江北地域体育館他 

〃 2018アダチカップⅡ団体戦トーナメント テニス協会 総合スポーツセンター 

2/12 第 13回日朝韓友好親善ｻｯｶｰ大会 サッカー協会    〃 

〃 バトン･チアレベルアップ講習会 バトン･チア連盟 中央本町体育館 

2/18 
足立区スポーツ少年団ミニバスケッ

トボール交流大会 
スポーツ少年団 スイムスポーツセンター 

2/24 会員レベルアップ講習会 卓球連盟 中央本町地域学習ｾﾝﾀｰ 

2/25 審判講習会･審判規則講習会 剣道連盟 総合スポーツセンター 

〃 平成 29年度秋季団体戦 2日目 卓球連盟    〃 

2/25～3/4 中学生サッカー交流大会 スポーツ少年団 日の出球技場 

2/25 新春テクニカル大会 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰ連盟 梅田地域体育館 

3/1 トレーニングセンター事業 サッカー協会 総合スポーツセンター 

3/2 第 23回足立区高校生ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 花畑地域体育館他 

3/11 鹿沼市サッカー交流会・中学 サッカー協会 総合スポーツセンター 
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日 程 内  容 団体名 会  場 
3/15 グラウンド・ゴルフ 3月大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 平野運動場 

3/16 第 19回三原名誉会長杯 ゲートボール協会   〃 

3/25 サッカーマスターズリーグ(40･50･60) サッカー協会 江北橋右岸球技場 

〃 鹿沼交流テニス大会イン足立 テニス協会 総合スポーツセンター 

 

 

事 業 名 ３.体育協会役員及び加盟団体役員等の顕彰 

内  容 団 体 名 備 考 
功労表彰    池 田 辰 二 
        森    稔 
        大 兼 茂 子 
        川上 由希子 
        市 川 英 雄 
        大 澤 恭 一 
        稲 葉 勝 二 
        三 田 日 成 

飯ヶ谷 美恵 

ゴルフ連盟 
軟式野球連盟 
陸上競技協会 
柔道会 
卓球連盟 
バスケットボール連盟 
空手道連盟 
テニス協会 

トランポリン協会 

体育協会役員 10年以上 
連盟・協会役員 20年以上 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 

感 謝 状    高 橋 広 明 
星   孝 子 
矢 崎 陽 子 
竹 内 政 雄 
金 子 嘉 男 
柿 沼 キミ子 
牛 込 ク ラ 
竹 内 幸 子 
金 井 ムツ子 

柔 道 会 
バレーボール連盟 
水泳連盟 
バスケットボール連盟 
剣道連盟 
フォークダンス連盟 
ゲートボール協会 
ビーチボールバレー連盟 
新体操連盟 

連盟・協会役員 10 年以上 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 
     〃 

優良団体表彰   

 足立夢クラブ 
 梅島クラブ 
 アドヴァンステニスクラブ 
 竹ノ塚トランポリンクラブ 
 中央本町ＢＧクラブ 

 
卓球連盟 
バスケットボール連盟 
テニス協会 
トランポリン協会 
ビーチボールバレー連盟 

 

加盟期間 21年 

加盟期間 40年 

加盟期間 21年 

加盟期間 22年 

加盟期間 23年 

 

 

事 業 名 ４.賀詞交歓会 

内  容 実施時期 実施場所 
加盟団体間の親睦及び連携と情報交換 
（６９名） 

１月１９日 足立区役所 14F レストラン 
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【法人会計】 

事 業 名 １.法人会計 

目  的 体育協会運営に係る法人会計を計上 
内  容 理事会及び評議員会開催及び法人に係る渉外経費 

・第 1回理事会  ５月３０日 
 ・第 1回評議員会 ６月２０日 
 ・第 2回理事会 １１月２８日 
 ・第 3回理事会  ２月６日 
 ・第 2回評議員会 ２月２０日 
 ・山本二男前体協副会長入院見舞金 
 ・佐藤清春剣道連盟会長入院見舞金 
 ・ソフトテニス連盟創立 70周年記念祝賀会祝金 
 ・硬式野球連盟会長かねだ正足立区議会議長就任祝い金 
 ・江戸川区体育協会創立 70周年記念祝賀会祝金 
 ・豊島区体育協会創立 70周年記念祝賀会祝金 
 ・鴨下一郎ボウリング連盟会長祝賀会 
 ・卓球連盟創立 70周年記念祝賀会会費 
 ・軟式野球連盟創立 70周年記念祝賀会祝金 
 ・鳥羽常務理事ご母堂香華・花環料 
 ・サッカー協会元会長青木氏香華料 
 ・バスケットボール連盟池田氏香華料 
 ・和泉地域のちから推進部長ご尊父香華料 
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