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凡例 ■日⇨日時 ■程⇨日程 ■期⇨期間 ■時⇨時間 ■所⇨会場・場所 ■集⇨集合時間・場所 ■種⇨種目 ■対⇨対象 ■内⇨内容 ■講⇨講師 ■演⇨出演・演奏 ■定⇨定員 ■費⇨費用
■保⇨保育 ■持⇨持ち物 ■締⇨締め切り ■申⇨申し込み・申請 ■他⇨その他 ■主⇨主催 ■共⇨共催 ■後⇨後援 ■問⇨問い合わせ ■HP⇨ホームページ ■Ｅ⇨Ｅメール

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です

■■問（公社）調布市体育協会☎481－62211（公社）調布市体育協会☎481－62211
（〒182－0011深大寺北町２－１－65総合体育館内）（〒182－0011深大寺北町２－１－65総合体育館内）

■■Ｅ taikyo@chofucity-sports.or.jptaikyo@chofucity-sports.or.jp
■■HP調布市体育協会　調布市体育協会　

各競技参加申し込み方法
申込用紙（体育協会・スポー

ツ振興課（市役所８階）で配布）
に記載の注意事項と、体育協会
■HPに掲載の各競技要項を確認の
上、お申し込みください。
　申し込みの際は競技名、種目、
出場者氏名、チーム名（団体戦）、
住所（所属）、年齢、職業（学
校名・学年）、電話番号、段位
などを明記してください。

注 意 事 項
●参加資格は、特に記載のない場合、市内在住・在勤・在学者に限る
●費用の表示がない種目は無料
●監督会議（組合せ会議）などに出席しない場合は、原則出場不可
●陸上競技、軟式野球競技、卓球競技（小・中学生の部）、ラグビーフ

ットボール競技の募集は締め切り済み
●水泳競技は市報７月20日号・体育協会■HP参照
●スキー競技は市報11月20日号に掲載予定
●各会場でのごみは全て各自で持ち帰り
●一部競技を除き、車での来場不可
●状況により、大会を延期または中止とする場合あり

※ 掲載の内容は７月28日現在の情報

新型コロナウイルス感染症への対応
● 中央競技団体が定めるガイドラインの感染症感染

防止対策の上、原則無観客で競技を実施
● 開会式は動画配信での開催。詳細は市報９月５日

号で案内
【参加する皆さんへのお願い】
　基本的な感染症対策をするほか、スタッフの指示
に従ってください。
■他詳細は体育協会■HP参照、または要問い合わせ

公　開　競　技
合気道演武会
■日11月６日㈰午後１時～　■所市民西調布体育館　
■対連盟会員と賛助演武する団体　
種目／演武（団体（子ども・一般）、個人、賛助、
師範）
フォークダンス
■日12月21日㈬午後６時～　
■所グリーンホール小ホール　
■対フォークダンスサークル、愛好者　
種目／世界各国のダンス（シングル、カップル、
ラウンド、スコティッシュダンスほか）　
■申当日直接会場へ

柔道

卓球

なぎなた

クレー射撃

オリエンテーリング

剣道

９人制バレーボール

６人制バレーボール

バドミントン　Ｄ：ダブルス　Ｓ：シングルス

フロアボール

インディアカ

グラウンド・ゴルフ

ダンススポーツ

ソフトボール

空手道

バスケットボール サッカー

少年サッカー

ゴルフ

弓道

少年野球

テニス　Ｄ：ダブルス　Ｓ：シングルス ソフトテニス
■日10月２日㈰午前９時30分～　
■所市民西調布体育館　■対小学生以上。または連盟会
員、連盟が認めた近隣地区招待選手　
種目／男子（小学１・２年生、３・４年生、５・６
年生、中学１年生、２・３年生、段外、初段、２段、
３段）、女子（小学１・２年生、３・４年生、５・
６年生、中学生、段外、有段)　
■申申込用紙かはがきを８月26日㈮（必着）までに体
育協会へ持参、または〒183－0011府中市白糸台６
－58－１曽木憲一へ郵送　
■他身長、体重を必ず明記。小・中学生の申し込みに
は柔道経験年数、小学１・２年生は保護者の署名が
必要　参加制限／３段以下

■程①９月18日㈰②11月20日㈰　
■時午前９時～　■所総合体育館　
■対小学生以上。または連盟登録者　
種目／①混合団体戦（混合ダブルス３組編成、女子
主体の団体編成可）
②一般個人戦シングルス各種目男女別（一般１部、
一般２部、40～55歳、56～69歳、70歳以上）　
■費①１チーム600円（代表者会議時に持参）
　②１人200円（申込時に持参）　
■申申込用紙を①８月13日㈯～22日㈪②10月14日㈮～
28日㈮（いずれも消印有効）に②のみ参加費を添え
て（郵便振替可）〒182－8691調布郵便局私書箱２
号調布市卓球連盟「調布市民体育祭」（郵便振替：
ゆうちょ銀行 調布駅前支店00120－１－607819　調
布市卓球連盟）　■他ゼッケンを着用（縦18cm×横
25cm）。８月21日㈰の小・中学生個人戦との重複出
場不可　団体戦代表者会議／８月27日㈯午後６時～
・文化会館たづくり10階1001学習室

■程①９月４日㈰②10月２日㈰　
■時午前８時30分～　■所電気通信大学多摩川テニスコ
ート　■対15歳以上（中学生を除く）。または連盟会
員　種目／①３チーム団体戦（男子１部（年齢制限
なし）・２部（40歳以上）・３部（60歳以上）・女子
１部（年齢制限なし）・２部（40歳以上）・３部（60
歳以上））②個人戦（一般男子（年齢制限なし）・男
子40（40歳以上）・男子シニア１部（60歳以上）・男
子シニア２部（70歳以上または男女問わずペア合計
145歳以上）・一般女子（年齢制限なし）・女子40（40
歳以上）・女子シニア１部（60歳以上）・女子シニア
２部（70歳以上またはペア合計145歳以上））※年齢
は大会当日の満年齢とする　■費①１チーム1500円②
１ペア500円　■申郵送またはＥメールで①８月12日
㈮②９月９日㈮（いずれも必着）までに〒183－0015
府中市清水ヶ丘２－34－１－201ソフトテニス連
盟・山本徳満■Ｅnorinori3.550218@gmail.com

■日10月２日㈰午前９時～　
■所総合体育館　■対15歳以上（中学生を除く）　
種目／一般女子の部（選手15人・監督・コーチ・マ
ネージャーを含む18人以内）　
■申申込用紙を８月26日㈮（必着）までに体育協会へ
郵送または持参　
監督会議／９月６日㈫午後１時～・総合体育館会議
室

■程①９月10日㈯・17日㈯・24日㈯②③10月16日㈰・
30日㈰　■時午前９時～　■所総合体育館　
■対①15歳以上（中学生を除く）②③市内に練習拠点
を置く小学生　種目／①一般（男・女）、シニア（Ａ・
Ｂ）（監督・コーチを含む１チーム18人以内）②小
学校高学年男子・女子（１チーム８人以上25人以内）
③小学校中学年（１チーム７人以上、４年生以下）　
■費①１チーム5000円（監督会議時に持参）　
■申①Ｅメールで８月26日㈮（必着）までに中野岳治
■Ｅcyofubasketball@yahoo.co.jp②③Ｅメールで９月
16日㈮（必着）までに調布市バスケットボール協会
■Ｅchofu_minibasuketball@yahoo.ne.jp　
監督会議／①９月３日㈯②③24日㈯いずれも午後６
時～・総合体育館会議室

■程９月18日～11月27日の毎週日曜日　
■時午前８時30分～　
■所市民西町サッカー場、調布基地跡地運動広場Ｅ３
■対15歳以上（中学生を除く）。監督は20歳以上　
種目／一般男子（監督・コーチを含む30人以内）　
■申申込用紙を８月13日㈯正午（必着）までに体育協
会へ持参または郵送　
監督会議／８月27日㈯午後６時・文化会館たづくり
12階大会議場　
■他ユニフォームは正副２着用意

■程12月３日㈯・11日㈰・17日㈯・24日㈯・25日㈰
■所市民西町サッカー場、調布基地跡地運動広場　
■対小学６年生主体で構成されたチーム　
種目／小学生男女、１チーム登録人数制限なし　
■申電話または直接９月25日㈰午後５時までに少年サ
ッカー連盟事務局・長谷☎090－7400－6281　
監督会議／11月５日㈯午後６時～・会場は別途連絡
■他背番号付きユニフォーム・すねあて着用

■日10月21日㈮午前７時30分～　
■所メイプルポイントゴルフクラブ（山梨県上野原市）
種目／一般（男子、女子）、男子シニア　
■費２万1500円（プレー、昼食、賞品、パーティー、
キャディ、カート代含む）　
■申電話で９月５日㈪～15日㈭（土・日曜日除く）午
前９時～午後３時に体育協会（申込書の請求）

■程９月11日㈰　■時①②午前10時30分～③午後１時～　
■所都立野川公園　
種目／①グループの部（一般・家族・小学生）※２
～３人②個人の部（ロング・ショート）③団体の部

（３人リレー）　■費１競技１枚100円（競技用地図代）
■申はがきまたはＥメールで９月２日㈮（必着）まで
に〒201－0012狛江市中和泉４－８－４ウオークリ
ング協会事務局・小川敏郎
■Ｅ7l1mjx7508@gmail.comまたは調布市ウオークリン
グ協会■HPで申し込み

■程①11月６日㈰②20日㈰　■時午前９時～　
■所①総合体育館②市民大町スポーツ施設体育館　
■対中学生以上　
種目／①女子の部、女子フレッシュの部（初心者）
②混合の部、混合フレッシュの部（初心者）※各種
目共に４～８人　
■申はがきで10月16日㈰（必着）までに〒182－0035
上石原３－58－68大原ますみ　
■他キャプテンに〇印を記入　

■日９月27日㈫午前９時～（雨天時：10月４日㈫）
■所市民西町サッカー場　■対15歳以上または協会会員　
種目／男子の部・女子の部　■持ボールペン　
■申はがきまたは申込用紙を９月５日㈪（必着）まで
に体育協会へ郵送または持参　
■他道具の有無を必ず記入

■日９月25日㈰午前９時～　■所総合体育館　
■対小学生以上　種目／シニア（40歳以上）、一般（中
学生以上）、小学４～６年生、小学１～４年生（各
種目共にフィールド５人・ＧＫ１人。エントリーは
選手20人、監督１人、コーチ２人まで登録可）　
■申申込用紙を８月15日㈪（必着）までに体育協会ま
で郵送または持参、もしくはＥメールでフロアボー
ル協会事務局■Ｅchofu.fl oorball.1988@gmail.com　　
監督会議／９月３日㈯午後６時～・総合体育館　
■他年齢は令和４年４月１日現在。小学４年生の種目
重複登録不可

■日９月25日㈰午後１時～　■所市民西調布体育館　
■対小学生以上。または連盟会員　
種目／演技競技（２人１組）、地区別団体戦（３人
１組５チーム）　■申申込用紙を８月15日㈪（必着）
までに〒182－0025多摩川５－４－１－717なぎなた
連盟事務局・関　久代　監督会議／９月10日㈯午後
３時・西調布体育館ミーティングルーム　
参加制限／５段以下

■日10月16日㈰午前10時～　
■所市民西調布体育館　■対４歳以上　
種目／①組手（団体戦（監督を含む５人））、シニア
40歳以上男・女、一般男・女、少年男・女、中学生
男・女、小学生学年別男・女、幼年男・女、初心者）
②形（シニア40歳以上男・女、一般男・女、少年男・
女、中学生男・女、小学生学年別男・女、幼年男・
女、初心者）　■費団体戦１チーム2000円・個人戦１
種目500円（いずれも当日持参）　
■申はがきまたは申込用紙に段位を明記し、９月５日
㈪（必着）までに体育協会へ郵送または持参　
監督会議／10月13日㈭午後７時・西調布体育館ミー
ティングルーム　■他保護具着用

■程９月11日～10月30日の毎週日曜日　
■時午前８時～　■所調布基地跡地運動広場Ａ４・Ａ６
・Ｅ１、市民西町少年野球場　
■対18歳以上。または連盟会員　
種目／①一般社会人の部（18歳以上）②壮年の部（40
歳以上）③実年の部（50歳以上）④シニアの部（59
歳以上）⑤女子の部　
■費１チーム3000円（監督会議時に持参）　
■申申込用紙を８月８日㈪（必着）までにＥメールま
たは郵送で〒182－0026小島町３－38－１ソフトボ
ール連盟事務局・杉崎表具店内小笠原
■Ｅ1975csf@gmail.com　監督会議／８月20日㈯午後
７時～・文化会館たづくり８階映像シアター

■程①11月３日㈷②12月18日㈰　■時午前９時～　
■所①総合体育館②武蔵野の森総合スポーツプラザ
■対①15歳以上（中学生を除く）で構成され連盟が認
めたチーム②小学生（市内で活動しているチーム、
または連盟が招待するチーム）　
種目／①一般男子・一般女子②小学生男女※各種目
共に選手12人・監督・コーチ・マネージャーを含む
15人以内　
■申①Ｅメールで10月15日㈯までに
■Ｅ taikyo@chofucity-sports.or.jp②各チームへ連絡

■日９月18日㈰午前９時～　■所市立調布中学校弓道場　
■対中学生以上または連盟会員　
種目／近的（28ｍ）一般男女別個人戦、中学生個人
戦、一般団体戦　
■申はがきで８月19日㈮（必着）までに〒182－0033
富士見町４－35－５川田晴己

■程９月４日㈰・11日㈰・18日㈰　■時午前９時～　
■所多摩川児童公園運動施設（少年野球場）　
■対小学生※要スポーツ保険加入　種目／Ａ・Ｂ・Ｃ
クラス※トーナメント方式　■費１チーム3000円（当
日持参）　■申Ｅメールで８月14日㈰午後５時までに
調布市少年野球連盟■Ｅ info@chofu-jbb.org

■程①９月４日㈰②11日㈰③10月９日㈰　
■時午前９時～　■所総合体育館　■対中学生以上　
種目／①一般男女別Ｄ個人戦（１部・２部・３部）
②中学生個人戦（１年生男女別Ｓ（競技歴１年未満）、
２・３年生男女別Ｓ（１年生参加可）、２・３年生
男女別Ｄ（１年生参加可）※参加はいずれか１種目
③一般男女別団体戦　
■費①１ペア1000円　
■申①８月８日㈪③９月12日㈪（いずれも必着）まで
に、はがきまたは封書で〒182－0015八雲台１－33
－16中村真理子②申込用紙を８月12日㈮（必着）ま
でに体育協会へ郵送または持参（市内中学校バドミ
ントン部は、各校で集約し体育協会へ）
■他③各チームシャトル持ち寄り

■日10月23日㈰午前８時30分～　
■所大月クレー射撃場（山梨県猿橋町）　
■対法適資格者　
種目／個人戦、団体戦（監督・コーチ含む８人以内）　
■申電話で10月19日㈬正午までに角田　誠
☎090－7806－7676（平日午前10時～午後４時）

■日10月16日㈰午前９時～　
■所市立国領小学校体育館　
■対小学生以上。または連盟会員　
種目／一般男子（３段以下、４・５段）、一般女子（５
段以下）、中学生（男子１年生、男子２・３年生、
女子）、小学生（１・２年生、３・４年生、５・６
年生）　
■費一般300円、小・中学生200円（当日持参）　
■申申込用紙を９月19日㈷（必着）までに体育協会へ
郵送または持参もしくはＥメールで剣道連盟事務局
■Ｅ taikai-moushikomi@chofukenren.net　
■他段位を必ず明記

■時午前８時～　■所市民多摩川テニスコート　
■対中学生以上　■費①～③１チーム2500円
④～⑨⑯⑰800円⑩～⑬400円⑭⑮200円　
■申参加費を郵便口座「№00140－２－145893」調布
市テニス連盟に振り込み（通信欄に参加者氏名・種
目名・電話番号を必ず明記）の上、往復はがきに、
住所、氏名、種目、電話番号、参加費の振込日、団
体名、学校名を明記し、８月15日㈪（消印有効）ま
でに〒182－0022国領町４－13－32－102杉崎邦次へ
郵送　
■他はがき１枚につき、１種目の申し込み。返信用は
がき宛名の欄に返信先の住所・氏名を明記。①②の
詳細は体育協会■HP参照

■日９月25日㈰午後１時～　
■所文化会館たづくり１階むらさきホール　
■対市内で活動しているサークル　種目／初級ラテン、
初級スタンダード、中級スタンダード個人戦　
■申はがきまたは申込用紙を９月９日㈮（必着）まで
にＥメールまたは郵送で〒182－0034下石原２－45
－14𠮷澤正則■Ｅma.yoshizawa@tokyo.email.ne.jp

日程・種目
① ９月４日㈰ 男子団体戦Ａ ３Ｄ
② 　　11日㈰ 男子団体戦Ｂ ３Ｄ
③ 　　18日㈰ 女子団体戦 ３Ｄ
④ 　　19日㈷ 男子シングルス 上級の部
⑤ 　　23日㈷ 男子シングルス 中級の部
⑥ 　　19日㈷ 男子シングルス 初級の部

⑦ 　　25日㈰ 男子壮年
シングルスＡ 45歳以上

⑧ 10月２日㈰ 男子壮年
シングルスＢ 55歳以上

⑨ ９月25日㈰ 男子壮年
シングルスＣ 65歳以上

⑩ 10月９日㈰ 男子シングルス 高校１年生の部
⑪ 　　９日㈰ 男子シングルス 高校２・３年生の部
⑫ 　　10日㈷ 女子シングルス 高校１年生の部
⑬ 　　10日㈷ 女子シングルス 高校２・３年生の部
⑭ 　　９日㈰ 男子シングルス 中学生の部
⑮ 　　９日㈰ 女子シングルス 中学生の部
⑯ 　　２日㈰ 女子シングルス 初級の部
⑰ 　　２日㈰ 女子シングルス 中上級の部

　　16日㈰
　　23日㈰ 共通決勝

第62回

※令和４年12月31日時点の年齢

体育協会HP
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