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令和 3 年度事業計画 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

              

公益財団法人大田区スポーツ協会は、大田区におけるスポーツ及びレクリエーションの普及・振

興を図り、区民の心身の健全な発達と明るく豊かな地域社会の形成に寄与するための事業を行う。    

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続く中、国内ではワクチン接種の効果に期待があるも

のの、大変厳しい経済社会状況が予想され、事業展開は予断を許されない。しかしながらこの時期

だからこそスポーツや健康増進事業への区民の期待は大きい。加盟団体のさらなる協力をいただく

とともに、創意工夫し柔軟に事業実施にあたる。 

事業内容と実施計画 

１ スポーツ、レクリエーションの推進及び健康増進のための事業（定款第４条第１号関係） 

   広く区民に、スポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会を提供し、区民一人ひとりの参

加意欲を喚起する。 

(1)スポーツ･健康教室運営 
教室名 対象 会場 実施予定日 

①健康体操教室    

・はつらつ体操 
15 歳以上 

田園調布せせらぎ館 
集会室 

 

毎水曜日 

月 3～4 回 

・さわやかシェイプアップ教室 おおむね 40 歳以上 
毎火曜日 

月 3～4 回 

・ヨガ教室 15 歳以上 

第 2･4 金曜日 

月 2 回 

多摩川台公園 

古墳展示室 2 階 

第 1･3 木曜日 

月 2 回 

・健康体操 おおむね 40 歳以上 大森東福祉園 第 1･3 土曜日 

・カキラ教室 おおむね 40 歳以上 
六郷地域力推進ｾﾝﾀｰ 第 2･4 土曜日 

大森スポーツセンター 第 2･4 水曜日 

②夏休み・子ども体育塾 小学生 
大森スポーツセンター 

（他２か所） 
7 月～8 月 

 
(2)競技力向上及び資質向上等の対策 

 ①選手育成強化費の交付 
選手育成強化計画を実施し、都民体育大会で優秀な成績をあ

げた場合に、その選手の所属する加盟団体に交付する。 

 ②セミナー、講習会等の情報提供 
日本スポーツ協会、東京都体育協会などが主催するセミナ

ー、講習会等の情報を加盟団体に提供していく。 
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(3)年少者スポーツ育成 
教室・大会名 対象 会場 実施予定日 

①子ども野外活動教室 小学校 3～6 年生  令和３年度は休止 

②子ども卓球大会 小学校 1～6 年生 大森スポーツセンター 10 月 24 日（日） 

③スポーツバイキング 小学生以上 
大森スポーツセンター 

大田区総合体育館 

調布地区 未定 

5 月 9 日（日） 

9 月 5 日（日） 

未定 

④ジャイアンツアカデミー 

  大田平和島スクール 

  大田萩中スク－ル 

幼児～小学生 
平和島公園野球場 

萩中公園野球場 

1 年間（週 1 回）46

回開講予定 

49 回開講予定 

(4)スポーツ少年団本部事業の助成 
地域におけるスポーツ教室開催にあたり、事業推進の一部の経費を補助し、活動を支援する。 

(5)都民体育大会への区代表選手等の派遣（区受託事業） 
  第 73 回春季及び第 74 回夏・冬季大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ、競技等

の実施が困難であるという事由から中止したが、第 74 回春季大会は実施予定である。 

派遣競技種目 

【正式競技】水泳（男女）、ゴルフ（男女）、スキー（男女）、駅伝（男子）、 

陸上（男女）、サッカー（男子）、テニス（男女）、バレーボール（男女）、 

バスケットボール（男女）、ソフトテニス（男女）、卓球（男女）、軟式野球（男

子）、馬術（男子）、フェンシング（男子）、バドミントン（男女）、弓道（男女）、 

ソフトボール（男女）、柔道（男子）、クレー射撃（混合）、ライフル射撃（混合）、

剣道（混合）、アーチェリー（男女）、空手道（男子）、なぎなた（女子）、 

ボウリング（男女）、ゲートボール（男女）、ダンススポーツ（混成） 

【公開競技】フェンシング（女子）、ハンドボール（男女）、ローラースケート（男

子）、少林寺拳法（男女）、自転車（男女）、銃剣道(男子) 

【移行競技】空手道（女子） 

都民体育大会選手団 結団式 4月 27日（火） 大森スポーツセンター小ホール 

都民体育大会合同開会式  5月 9日（日） 武蔵野の森総合スポーツプラザ 

都民体育大会閉会式  6月 19日（土） 都民ホール 

都民体育大会選手団 解団式  6月 25日（金） 大森スポーツセンター小ホール 

 

(6) 都民生涯スポーツ大会等への選手派遣 
「都民生涯スポーツ大会」「都民スポレクふれあい大会」に該当する競技種目の加盟団体から

選手を派遣する 
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(7) 区民スポーツまつり（区受託事業） 
内 容 会場 実施予定日 

「体育の日」に区内全域で、様々なスポーツ、レ

クリエーション、体力測定などを実施してスポ

ーツへの取り組みのきっかけづくりをする。新

スポーツ健康ゾーンをはじめ拠点会場でのプロ

グラムを充実させ、スポーツによる健康づくり

意識の向上を図る。今年度はオリンピックのレ

ガシーとしての種目の取り入れや障がい者スポ

ーツのプログラムを提供する。まつり当日だけ

でなく、その後もそのスポーツが継続できる場

を各実施団体が周知し、スポーツ継続に寄与す

る。 

 また、特別出張所との連携により期間中の地

域会場での事業拡充にも取り組む。  

大田区総合体育館 

大森スポーツセンター 

大森ふるさとの浜辺公園 

東調布公園 

多摩川緑地公園 

萩中公園 

その他公園、小中学校等のグ

ラウンド、体育館、区内各会

場 

10月 10日（日） 

 

※令和３年度は「体

育の日」でないが、

同時期に開催する。 

 

２ スポーツ、レクリエーションに関する普及啓発及び顕彰に関する事業（定款第４条第２号関係） 

  スポーツ、レクリエーション及び当スポーツ協会の事業・運営をＰＲするためホームページや

各種刊行物を発行することで、スポーツ、レクリエーションに関する啓発、指導、宣伝及び奨励

を図る。 

(1)ソーシャルネットワーキングサービス (SNS)の活用 
  スポーツ協会の概要はじめ、区民スポーツ大会などの事業をツイッター等の SNS を活用して、

目的に辿りつきやすい広報媒体の運営を行い、タイムリーかつビジュアルに広報していく。 

(2)会報『ひろば』発行 
スポーツ協会の事業や都民体育大会の成績、加盟団体の活躍などを紹介し、広く区民に PR し

ていくことで、区民のスポーツへの関心を高めるとともに団体が協会に加入するきっかけとする。 
さらに、コロナ禍におけるスポーツのあり方や感染予防のためのガイドライン等にスポットを

あてた紙面づくりを行う。 

(3)加盟団体ＰＲ動画の作成・公開（新規） 
  スポーツ協会に加盟する全団体の活動内容や加入促進を呼びかけるＰＲ動画を作成し、

YouTube のスポーツ協会チャンネルで公開する。また、ホームページの動画配信コーナーにも掲

載し、広く周知する。 

(4)スポーツ講演会と体験教室  
総合体育館での区民スポーツまつり開会式後に引き続き、ラグビーの魅力を伝える講演と、ト

ップアスリートによるスポーツ体験を行い、ラグビーの楽しさを紹介し、併せてタグラグビー等

の普及につなげる。 
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(5)企業連携によるスポーツ・レクリエーションの普及    
企業スポーツと連携した教室の開催や企業連携による場の提供によって、スポーツ・レクリエ

ーションの普及を行う。 

(6)「ＯＴＡふれあいフェスタ」への出展   
「ＯＴＡふれあいフェスタ」にスポーツ協会のブースを設置し、パンフレット・チラシ・会報

「ひろば」等を配布し、当協会や加盟団体の活動を紹介しＰＲを行うことにより加入促進を図る。

また、子どもから大人まで楽しめるストラックアウトゲームを行いスポーツの楽しさを味わって

もらう。 

(7)普及啓発活動 
「ファミリーフットサルフェスティバル」を開催する。 

(8)顕彰事業 
①体育功労者・体育優良団体・スポーツ功労者等の表彰を行う。 
②東京都体育協会等の表彰候補者・団体を推薦する。 

(9)東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会への支援 

  各加盟団体と連携・協力し、気運醸成を含め東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会への支援を行う。 

 
３ スポーツ、レクリエーションの指導者及び団体の育成に関する事業（定款第４条第３号関係） 

  広く区民にスポーツに親しんでもらうため、スポーツ、レクリエーション指導者の育成と加盟 
団体のスポーツ活動を支援する。 

(1)スポーツ団体の育成 
加盟団体の事業計画書に基づき、その活動に対する振興補助金を交付する。 

(2)指導者養成講習会（ラジオ体操、障がい者スポーツ教室）（区受託事業） 
事業名 対象 会場 実施予定日 

ラジオ体操指導者養成講習会 
小学校のＰＴＡ 

自治会・町会等 
大田区総合体育館 6月 17・18日 

障がい者スポーツ指導者養成 

講習会 

障がい者スポーツ教室 

指導補助者 
大森スポーツセンター 4月 21日 

(3)指導者講習会の開催 
加盟団体指導者等の資質向上を図るためトレーニング・コーチング・けが予防・栄養学等競技

力向上に資する講習会を年 2 回の開催を予定。 

(4)指導者受講負担金 
指導者資格等を取得するための講座など加盟団体から講習会に派遣された場合、受講に伴う費

用の一部を助成する。 
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(5)普通救命講習会の実施 
大森消防署の協力により、スポーツ指導者等に対する普通救命講習会を実施する。 
実施予定日：令和 4 年 2 月 6 日（日） 会場：大森スポーツセンター 

(6)各連盟所属の有力優秀選手等の把握及び区内民間スポーツ施設（ジム・教室）調査 

 

４ スポーツ、レクリエーションに関する各種教室及び大会の開催（定款第４条第４号関係） 

  区民を対象に様々なスポーツ教室を開催するとともに、春夏秋冬の各時期に各種スポーツの競

技会を開催する。また、小・中・高校生の各種スポーツのレベルアップを図るため強化練習会等

を開催する。 

(1)スポーツきっかけ教室の開催 （小・中学生対象、16 歳～成人対象）（新規） 
スポーツの未経験者及びスポーツの初心者が、楽しいスポーツとの出会いを通じてスポーツの基

礎を学び、併せて心身の健全な発達と生涯スポーツへの習慣を身につけることを目的に実施する。   
ア小中学生対象教室 

種目 実施会場 実施予定日・回数 所管団体 

剣道 

大森西区民ｾﾝﾀｰ 5～3 月  毎金曜日 18:00～20:00 全 37 回 

剣道連盟 

馬込区民ｾﾝﾝﾀｰ 5～3 月  毎金曜日 19:00～21:00 全 35 回 

萩中集会所 5～3 月  毎木曜日 18:00～21:00 全 37 回 

洗足池小学校 5～3 月  毎土曜日 17:00～18:30 全 42 回 

多摩川小学校 5～3 月  毎金曜日 18:00～20:30 全 37 回 

卓球 蓮沼中学校 5～12 月  毎土曜日 13:00～15:00 全 10 回 卓球連盟 

タグラグビー 羽田小学校 5～3 月 第 2・4 日曜日 9：00～12:00 全 24 回 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 

テニス 大森第六中学校 
前期（５～６月）5 回、後期（９～10 月）5 回 

毎日曜日 13:00～16:00       全 10 回 
テニス連盟 

  

イ初心者（15歳以上）対象教室 

種目 実施会場 実施予定日・回数 所管団体 

弓道 大田区総合体育館 5～6 月  毎木曜日 夜間区分    全 7 回 弓道連盟 

水泳 
矢口区民ｾﾝﾀｰ 4～5 月  毎木曜日 14:30～16:30  全 6 回 

水泳協会 
平和島水泳場 9～10 月  毎金曜日 13:00～15:00  全 6 回 

ソフトテニス 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 9～11 月  毎木曜日 夜間区分    全 10 回 ソフトテニス連盟 

テニス 本羽田庭球場 10～11 月 毎土曜日 9:00～12:00  全 6 回 テニス連盟 

ミニテニス 蒲田小学校 5～6 月  毎土曜日 13:00～15:00  全４回 ミニテニス連盟 

(2)障がい者スポーツ教室（区受託事業） 
内容 対象 会場 実施予定日 

障がい者にスポーツに親しむ

機会を提供する。 

区内在住の小学

生以上で心身に

障がいのある方 

大森スポーツセンター 
12 回 

5 月～10 月 
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(3)障がい者スポーツ事業への助成 

  区民スポーツ大会とは別に加盟団体が障がい者を対象としたスポーツ事業を開催した場合、加

盟団体に対して運営費を助成する。 

(4)第 74 回区民スポーツ大会の開催（区受託事業）（★詳細については後掲の日程表をご覧ください。） 

大会名 種目数 実施機関 

① 春・夏季区民スポーツ大会 40種目 大田区・大田区スポーツ協会主催、各加盟団体主管 

② 秋・冬季区民スポーツ大会 46種目 大田区・大田区スポーツ協会主催、各加盟団体主管 

総合開会式を 9月 5日（日）に、大田区総合体育館で開催する。 

(5)OTA ウォーキング（区受託事業） 

内容 対象 会場 実施予定日 

ウォーキングは生活習慣病の予防 

にも効果的とされ、気軽で身近な 

運動で区内のスポーツ施設等を巡る。 

区民 

（区内在住・在学・在勤） 

春：（大森駅～大森ふる
さとの浜辺公園～大森
スポーツセンター） 

秋：（未定） 

4 月 18 日 

（未定） 

(6)ジュニア育成地域推進事業（都体協受託事業） 
事業名 対象 会場(予定) 実施予定 

①ジュニア陸上競技記録会 小学校３年生～中学生 大井ふ頭中央海浜公園 
令和３年は 

中止 

②ジュニア選抜ソフトボール大会 小学校５.６年生 平和島公園野球場 11 月 

③小学生ソフトテニス強化練習 小学校３年生以上 高畑小学校 7 月 

④中学生ソフトテニス強化練習 中学生 矢口中学校 11 月 

⑤高校生ソフトテニス強化練習 高校生 東京高等学校 7 月 

⑥大田Ｅｇｇｓジュニア卓球教室 小学生 雪谷文化センター 
4～3 月 

（年 24 回） 

⑦ジュニア育成ボート体験教室 小学校３年生～中学生 多摩川ガス橋下河川敷 
令和３年は 

中止 

⑧ジュニアゴルフ大会 小学生～高校生 千葉県長南パブリック 7 月 

⑨ジュニア柔道強化練習 小学生～高校生 つばさ総合高等学校 
令和３年は 

中止 

⑩ジュニア剣道強化練習 小学生～高校生 出雲中学校 8 月 

⑪ジュニア女子サッカースクール 小学生（女子） 昭和島二丁目公園サッカー場 10 月 

⑫大田ジュニア選抜サッカー大会 小学生（男子） 昭和島二丁目公園サッカー場 1 月 

⑬ジュニアバドミントン大会 小学生 大森スポーツセンター 12 月 
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⑭ジュニア軟式野球交流大会 小学校３年生以下 多摩川緑地野球場 10 月 

⑮ジュニアボウリング体験学習会 小学生 平和島スターボウル 
7～8 月 

（2 回） 

(7)シニアスポーツ振興事業（都体協受託事業） 

事業名 対象 会場(予定) 実施予定日 

①シニア卓球競技会 60歳以上 大森スポーツセンター 12 月 

②ポールウォーキング講習会  60歳以上 田園調布せせらぎ公園他 
5 月～ 

(年 10 回) 

③シニアソフトテニス教室兼大会  60歳以上 大森スポーツセンター 2 月 

④ストレッチ講習会 60歳以上 大森スポーツセンター 2 月 

⑤グラウンド・ゴルフ親睦交流大会 60歳以上 平和島公園野球場 11 月 

⑥ゲートボール競技ルール講習会 60歳以上 
多摩川六郷橋緑地 

ゲートボール場 
6 月 

⑦シニア剣道講習会 60歳以上 都立大森高等学校 3 月 

 

５ 大田区から受託する区立スポーツ施設の管理運営に関する事業（定款第４条第５号関係） 

指定管理者として、大森スポーツセンター・大田スタジアムの管理運営を行い、施設を利用し

区民のためのスポーツ教室やパラスポーツ体験会等を開催する。 
施設名 内容 

(1)大森スポーツセンター 
 ・施設の管理運営 

〈区指定管理事業〉 
指定管理期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 
○運営の基本方針 

スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、区民の心身の健

全な発展に寄与する。 

○施設  ①アリーナ   ②健康体育室    ③小ホール       

④ミーティングルーム   ⑤トレーニングルーム 
(2)大森スポーツセンター 
・自主事業 

○健康体育室及びトレーニングルームを利用し、スポーツ教室を開催

する。 
①公募型 
「がっつりコース」・「いきいきコース」・「ゆったりコース」・ 
「ベビーコース／幼児コース」 

○施設を利用した参加費無料のイベントを開催する。 
対象：来館者 
七夕飾り（6 月中旬～7 月 7 日予定）１階ロビー 
ハッピーハロウィンイベント（10 月 31 日予定）１階ロビー 
クリスマスツリー（11 月中旬～12 月 25 日予定）１階ロビー 



 

8 
 

○走り方講座を開催する。 
 日程：年 2 回 

  対象：25 人定員 
○ヴィッキーズバスケットボールクリニックを開催する。 

日程：年 1 回  
  対象：小学生 80 人定員 
○アリーナの一般開放を行う。 

団体利用の多いアリーナを個人に一般開放する。 

日程：空き状況により実施 
(3)大田スタジアム 
 ・施設の管理運営 

〈区指定管理事業〉 
指定管理期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

○運営の基本方針 

 スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、区民の心身の健

全な発展に寄与する。 

○施設  ①野球場  ②大会議室  ③小会議室  ④本部室 
(4)大田スタジアム 
 ・自主事業 

○ジャイアンツメソッド野球教室を開催する。 
  対象：小学 1.2 年生とその保護者、小学 3,4 年生 

日程：年 2 回（5 月） 
○ランニングクリニックを開催する。 
  対象：16 歳以上～成人 50 人定員 
  日程：年 1 回（11 月～2 月予定） 
○パラスポーツ体験会を開催する。 

  対象：小学生    50 人定員 

  日程：年 1 回（冬季） 

○東都大学連盟野球教室＆交流試合 

  対象：小・中学生      150 人程度 

  日程：年１回（6 月予定） 
○大田スタジアム一般無料開放ＤＡＹ（新規） 

  午前７時～午前９時 早朝コマを開放（10 月は日中コマを予定） 

  日程 4 月、5 月、6 月、9 月、10 月各一回 

    （空き状況により時間帯の延長や冬季にも臨時開催を予定） 
 

６ 収益事業 

事業名 事業内容 設置場所 

自動販売機等の設置 
スポーツ施設に自動販売機等を設置し、利用

者の利便を図るとともに、当協会の事業を実施

するための収益を確保する。 

大森スポーツセンター 

大田スタジアム 
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７ その他事業 

事業名 事業内容及び会場 

親睦会の開催 

事業運営には加盟団体との連携・協力体制が重要であるため、必要に応じ

て親睦会を開催し、よりよい関係を構築していく。 

都民体育大会解団式後の懇親会 
（6 月 25 日（金）予定） 

大森スポーツセンター 

小ホール 

新年懇親会 
（令和 4 年 1 月中旬～下旬を予定） 

未定 

８ 管理費関係 

事業名 事業内容 

(1) 各会議・各部会の開催 
 
 

○評議員会  
事業年度終了後３か月以内に開催するほか、３月及び必要 
に応じて開催する。 

○理事会    
 年２回以上開催する。 
○代表委員会  
 年１回以上開催する。 
○ 部会   
 必要に応じて開催する。 

①総務部会 ②事業部会 ③競技力向上部会 

(2)ホームページによる情報公開 

当協会の事業計画、予算決算、大会、教室、加盟団体の情報

等を公開し、広く区民へＰＲしていく。 
加盟団体ＰＲ動画の作成・公開を行う。（新規） 
今後もＰＲ強化につながる内容に充実していく。 

(3)その他 事務局の管理・運営 

 
 



種　　目 期 日 会　　場 申込締切日

テ ニ ス（ｼﾝｸﾞﾙｽ） 3月7日 ～ 5月2日 本羽田公園庭球場ほか 1月6日

軟 式 野 球 3月20日 ～ 6月27日 多摩川緑地野球場ほか 2月7日

サ ッ カ ー 3月21日 ～ 7月25日 森ケ崎公園サッカー場ほか 1月15日

バドミントン（中学生） 4月3日 大森スポーツセンター、大森第二中学校 体育館 2月24日

バドミントン（一　般） 4月4日 大森スポーツセンター　アリーナ 2月24日

合気道演武 4月4日 ・ 11日 南馬込文化センター 体育室 4月3日

ソフトテニス（一般） 4月4日 六郷橋緑地庭球場 各大会の3週間前必着

ソフトテニス（小学生） 4月11日 六郷橋緑地庭球場 各大会の3週間前必着

ソフトテニス（中学生） 5月9日 ・ 16日 六郷橋緑地庭球場 各大会の3週間前必着

ソフトテニス（女性・60歳以上） 5月30日 平和の森公園庭球場 各大会の3週間前必着

ソフトボール 4月4日 ～ 5月2日 ガス橋緑地野球場　5～8号面 2月21日

区民ハイキング 4月4日 高尾森林公園など 3月26日

卓　　球（小･中･高校生） 4月10日 大森スポーツセンター　アリーナ 3月14日

卓　  球 （一　　般） 4月11日 大森スポーツセンター　アリーナ 3月14日

ボウリング 4月11日 平和島スターボウル センターで事前申込

ゴルフ 4月14日 オーク・ヒルズカントリークラブ 4月1日

馬    術 4月18日 多摩川ガス橋下緑地広場 当日会場受付（9時30分まで）

民    踊 4月18日 大田区民ﾎｰﾙｱﾌﾟﾘｺ大ﾎｰﾙ

エアロビクス 4月25日 池上会館 集会室 当日会場受付(10時15分まで)

弓    道 4月25日 大田区総合体育館　弓道場

バレーボール（一般・9人制） 4月25日 ・ 5月4日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月9日

バレーボール（中学生・6人制） 5月8・15・29日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月9日

ライフル射撃（大口径） 4月25日 埼玉県長瀞総合射撃場 当日会場受付（10時まで）

ライフル射撃（小口径） 5月下旬 千葉県営射撃場 当日会場受付（10時まで）

レクダンス・フォークダンス 5月2日 池上会館 集会室 当日会場受付（10時まで）

ミニテニス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 5月2日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月5日

クレー射撃 5月4日 千葉県成田射撃場 当日会場受付（8時30分まで）

相    撲 5月9日 平和の森公園相撲場 当日会場受付(11時～12時30分）

ゲートボール 5月10日 六郷橋緑地 ゲートボール場 4月9日

バスケットボール（一般・シニア） 5月10日 ～ 6月23日 大森スポーツセンター　アリーナ 一般4月6日、ｼﾆｱ5月11日

バスケットボール（小学生） 6月12・26・27日 大森スポーツセンター　アリーナ 5月17日

玉入れ競技 5月16日 大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　健康体育室 当日会場受付(9時～)

釣     魚（シロギス） 5月16日 三浦半島「松輪」 4月30日

ハンドボール 5月16日 ・ 22日 大森スポーツセンター　アリーナ 5月8日

アマチュアレスリング 5月23日 洗足区民センター 体育室 当日会場受付（9時30分まで）

柔    道 5月23日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月30日

タグラグビー 5月23日 森ケ崎公園　サッカー場 4月23日

インディアカ 5月30日 大森スポーツセンター　アリーナ 5月6日

アーチェリー 6月5日 平和の森公園アーチェリー場 当日会場受付(9時まで)

居合斬道 6月6日 大田区民プラザ 体育室 5月26日

空  手  道 6月6日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月22日

自転車走行会 6月6日 ガス橋⇔東高根森林公園ほか 当日９時に多摩川ｶﾞｽ橋下広場集合　

武術太極拳 6月13日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月16日

剣    　道 6月20日 大森スポーツセンター　アリーナ 4月30日

ダンススポーツ 8月28日 ・ 29日 大森スポーツセンター　アリーナ 7月27日

水    泳 9月5日 平和島公園プール 7月18日

ソフティテニス 9月5日 大森スポーツセンター　アリーナ 8月18日

陸 上 競 技 ≪中止≫ 会場確保困難につき、今年度は中止。

第74回 区民スポーツ大会（春・夏季） 日程表　＜日付順＞



種　　 目 期  日 会        場 申込締切日
軟 式 野 球 8月22日 ～ 11月7日 多摩川緑地野球場 7月4日
ソフトテニス（小学生） 8月22日 六郷橋緑地庭球場 各大会の3週間前必着
ソフトテニス（一　般） 9月12日 六郷橋緑地庭球場 各大会の3週間前必着
ソフトテニス（中学生） 10月10日 ・ 17日 六郷橋緑地庭球場 各大会の3週間前必着
テ ニ ス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 9月4日 ～ 10月3日 本羽田公園庭球場ほか 7月7日
サ ッ カ ー 9月5日 ～ 12月26日 森ケ崎公園サッカー場ほか 年間リーグ戦のため令和3年1月15日

ソフトボール 9月5日 ～ 10月3日 ガス橋緑地野球場　5～8号面 7月25日
バスケットボール（一般） 9月6日 ～ 10月26日 大森スポーツセンター アリーナ 未定
バスケットボール（中学生） 12月26日 ・ 12月27日 大森スポーツセンター アリーナ 12月6日
卓　  球（小･中･高校生） 9月11日 大森スポーツセンター アリーナ 8月3日
卓　  球 （一　　般） 9月12日 大森スポーツセンター アリーナ 8月3日
卓　  球（ﾚﾃﾞｨｰｽ・ｼﾆｱﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ） 9月23日 大森スポーツセンター アリーナ 9月5日
クレー射撃 9月12日 千葉県成田射撃場 当日会場受付（8時30分まで）

少林寺拳法演武 9月19日 大森スポーツセンターアリーナ 8月19日
弓    道 9月26日 大田区総合体育館弓道場 当日会場受付（9時30分まで）

相    撲 9月26日 平和の森公園相撲場 当日会場受付(11時～12時30分）

ハイキング(区民) 9月26日 横浜　六国峠 9月17日
バドミントン(一般) 9月26日 大森スポーツセンター アリーナ 8月18日
バドミントン(中学生) 9月25日 大森スポーツセンター アリーナ、大森第五小学校 8月18日
バドミントン(団体戦) 11月13日 大森スポーツセンター アリーナ 10月6日
ライフル射撃（大口径） 9月26日 埼玉県長瀞総合射撃場 当日会場受付(10時まで)
ライフル射撃（小口径） 10月下旬 千葉県営射撃場 未定
バレーボール（一般・6人制） 10月2日 ・ 23日 大森スポーツセンター アリーナ 9月10日
バレーボール（中学生・6人制） 12月18 ・ 19 ・ 25日 大森スポーツセンター アリーナ 11月26日
合気道演武 10月3日 南馬込文化センター 体育室 10月2日
エアロビクス 10月3日 池上会館集会室 当日会場
ゲートボール 10月3日 六郷橋緑地 ゲートボール場 8月28日
自転車走行会 10月3日 ガス橋⇔次太夫堀公園 当日９時に多摩川ｶﾞｽ橋下広場集合　

釣    魚（カワハギ） 10月10日 三浦半島「小網代港」 9月30日
柔    道 10月17日 大森スポーツセンターアリーナ 9月24日
ボウリング 10月17日 蒲田イモンボウル センターで事前申込
ゴ ル フ 10月21日 ロイヤルスターGC 9月20日
アマチュアレスリング 10月24日 洗足区民センター 体育室 当日会場受付（9時30分まで）

空  手  道 10月31日 大森スポーツセンター アリーナ 9月9日
ミニテニス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 11月3日 大森スポーツセンター アリーナ 10月5日
アーチェリー 11月6日 平和の森公園 アーチェリー場 当日会場受付（9時まで）
オリエンテーリング 11月7日 弘法山（秦野市） 10月29日
剣    道 11月7日 大森スポーツセンター アリーナ 9月17日
な ぎ な た 11月7日 大田区民プラザ体育室 10月3日
民    踊 11月7日 アプリコ大ホール 未定
アマチュアボクシング 11月14日 ゴールドジム・サウス東京７階競技場 10月24日
ハンドボール 11月14日 ・ 20日 大森スポーツセンター アリーナ 10月9日
レクダンス・フォークダンス 11月14日 池上会館 集会室　 当日会場受付（10時まで）
インディアカ 11月21日 大森スポーツセンター アリーナ 10月27日
馬    術 11月21日 綾瀬乗馬クラブ 11月6日
武術太極拳 11月21日 大田区総合体育館 メインアリーナ 9月19日
玉入れ競技 11月28日 大森スポーツセンター 健康体育室 当日会場受付(9時～)
居合斬道 12月5日 大田区民プラザ体育室 11月24日
バトントワリング 1月10日 大森スポーツセンター アリーナ 11月30日
スキー競 技 1月16日 南魚沼市「五日町スキー場」 12月9日
ダンススポーツ 1月30日 大森スポーツセンター アリーナ 12月27日
ソフティテニス（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 2月13日 大森スポーツセンター アリーナ 1月26日
ボッチャ 2月20日 大森スポーツセンター アリーナ 1月31日
タグラグビー 3月13日 大田スタジアム 2月14日
陸 上 競 技 中止 会場確保困難につき、今年度は中止。

第74回 区民スポーツ大会(秋・冬季) 日程表　＜日付順＞
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