
令和３年度　第５8回  東村山市春季市民体育大会開催案内
  春の市民体育大会です！ 　　皆様の参加と応援を待っています！

＜開催日順＞ 　          　主催；（公社）東村山市体育協会　後援；東村山市,　東村山市教育委員会

*バレーボール　一般女子9人制（4/18）は中止となりました。

* 卓　　　球 　種目・申込先が変更になりました。 4月6日現在

問合せ先 電話 締切日 雨天の
役職 FAX 申込み 場合

3月27日～ 久米川少年 村野　仁 大会参加費、会員・5000円。連盟登録チームに連盟メールにて募集。 開会式

土曜日 野球場ほか 副理事長 雨天は翌週

3月24日 西武園 一般・シニア（65歳以上）・グランドシニア（75歳以上）・女子、会費：2000円 小雨決行

水曜日 ゴルフ場 申し込み先：田中 重義  042-395-4630、042-396-1510　　電話・fax

６月２７日～ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 寺島　修 松本初江（副理事長） 各大会3週間前 市内在住、在勤、在学、高校生以上　会員は1ﾁｰﾑ3000円・一般は1ﾁｰﾑ6000円,    4/18・一般女子9人制 開会式7/18　

日曜日 第1体育室 理事長 042-393-9334 FAX ６/27・一般女子6人制、７/18・ 家庭婦人 ，シニア大会（48歳以上の女性）事務局；松本初江(副理事長）　042-393-9334へFAX

４月３日～  篠崎 雅智 受付の日時が右の 3月7日/12-14時 市内在住・在勤・在学・在クラブ、会員は1500円/組､一般は2000円/組、

4 土曜日 　理事 ように変更になり 3月14日/12-14時 ミックスダブルス予選・本戦、男子ベテランダブルス（45歳以上），男子シニアダブルス（60歳以上）

090-1667-
8005

ました。3月1日現在 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ室 女子ベテランダブルス（50歳以上）男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ(A),(B),女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ(A),(B)、　 小雨決行

４月4日～ 運動公園 下澤由起夫 090-1400-4948 3月15日 参加費は6000円　連盟から加盟チームへ通知　 雨天翌週

日曜日 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞほか 理事長 042-348-8682 はがき 〒189-0012　萩山町1-32-43　下澤由起夫まで

運動公園 秋山 隆 042-959-6261 市内在住・在勤　15歳以上　1～２部までの２部制　問合せ先：秋山　隆まで

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞほか 　会長 （TEL&FAX)　　 連盟費３,000円・新規登録費10,000円・参加費15,000円 雨天・開会式中止

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 針多 新作 042-393-3049 4月13日 市長杯、JDSF C級、1級、　市長杯は無料、その他は、4500円、

第1体育室 会長 TEL&FAX 所定用紙 ,ｼﾆｱⅡ,Ⅲ,Ⅳ各A､B,級、各スタンダードとラテン、久米川町1-7-15　針多まで

4月4日～ 運動公園 依田浩一 03-3398-8977 3月14日 会員は1名600円・1ﾁｰﾑ3,000円,一般は1名750円・1ﾁｰﾑ5,000円 4/４開会式

日曜日 庭球場 事業部 （FAX）　 FAX依田まで 個人戦：男・女共にダブルス、一般、シニア45歳、55歳、65歳、70歳、団体戦は1チーム3ペア 雨天は中止  

運動公園 横山丈治 042-397-0599 3月30日 会員は300円、非会員は600円 雨天は翌週

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 副会長 電話 申込：080-1065-0658　望月　修まで電話で

4月10日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 鷹箸　淳 090-3453-6823 3月6日 市内在住・在勤・在支部・在同好会。ジュニアは小学生以上、会員は1000円・ジュニアは500円、非会員は2000円

土曜日 第１体育室 協会長 FAX FAXは鷹箸淳（協会長）まで　042-397-4228　筒・矢など個人持ちの用具が必要。

6月12日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 樋地 正秀 042-394-0419 20日前必着 団体1,000円、

土曜日 第1体育室 副理事長 電話は不可 6/1２団体戦 男・女各1，２部；〒189-0025 廻田町4-1-61小泉俊一まで　（車での来場不可）

4月17日～ 東村山ｹﾞｰﾄ 永井　聡 042ｰ394ｰ7185 3月31日 会員：在住・在勤であればOK,参加は無料。 開会式　

土曜日 ﾎﾞｰﾙ場公園 理事長 所定用紙 〒189-002２野口町3ｰ２-5３　理事長　永井聡まで３９４－７１８５ 雨天は翌週

4月17日 五十公野みちる 042-397-8721 4月10日 会員・非会員共1種目、6､000円、2種目エントリの場合、11000円　①トラップ、②スキート

土曜日 監事 （０８０-５５２３-８９２１） 電話 銃砲所持許可書必携、問い合せ先：五十公野みちる　042-397-8721、080-5523-8721

運動公園 馬場勝利 042-395-8739 4月9日 小学4年生以上、男女別　個人戦、募集人員250名、会費:中学生以下は無料、大人は300円

グラウンド 会長 電話・ＦＡＸ 申込み：各町の理事さんへ　     

４月1８日～ 市内小学校 櫻井和雄 090-3952-1626 参加費/会員5000円 少年部：市長杯・小学6年以下男女・締切り３月30日、サマーカップ・小学5年以下男女。４月30日、フットサル・4年の部、4年以下男女

日曜日 ・その他 副会長 問い合せ・申し込み 非会員10000円 中学の部：中学3年以下男女（部活対象）無料。7月1日。　　　　　（ 日にちは,締め切り日） 4月30日

サッカー 4月2５日～ ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 櫻井和雄 090-3952-1626 参加費/会員5000円 一般の部：フットサル・シニアの部４０歳以上男女、ママさんの部・女性・4月15日、一般の部・１８歳以上男女・６月30日

(フットサル） 日曜日 副会長 問い合せ・申し込み 非会員10000円 メール：sakurai-k@softbank.ne.jp   /  sakurai-k@nifty.ne.jp　　　（ 日にちは,締め切り日）

大南幸寛 090-2240-7591 無料、連盟より会員ﾁｰﾑへ通知する
会長 所定用紙 小学校対抗戦　男子の部・女子の部

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 川崎 友子 042-397-9113 太極拳講習会、　会費：無料
第一体育室 副会長 青葉町2-35-2-301　川崎　友子まで

5月9日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 坂口 孝二 042-395-6981 4月30日 会員４00円･一般700円　電話　080-6727-4640　坂口まで
日曜日 弓道場 理事長 電話 霞的の部・色的の部　四段以上/三段以下

5月9日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 4月23日 参加費無料（但し東村山市卓球連盟に加盟していること）当日加盟登録費の手続きを行ってください。

日曜日 第1体育室 渡辺 昮史 090-3218-5422 はがき、必要事項 種目はシングルスのみ。一般男・女、中学生男・女　小学生は中学生の部に参加可能。

所定用紙 一人1種目まで参加可。　〒189-00０2　青葉町2-17-60　渡辺 昮史まで

5月14日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 溝口佳夫 042-394-8238 電話・FAX 脳トレ・ラジオ体操（みんなの体操）コラボ講習会　無料
金曜日 第1体育室 会長 申し込み:当日直接会場へ　

運動公園 田口　弘 042-392-0188 4月30日 小学３、4、５、6年生の部；一人150円　所定用紙を会員へ送付する 雨天は

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 副会長 FAX 事務局・三田村慎一：042-391-81１６(萩山小学校）までFAX 6月6日

運動公園 茅野貴信 042-392-4100 5月12日 小学生３00円・中学生５00円・一般･７00円。小学生・60M、100M、走幅跳び、 中止

中止 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 理事長 はがき 中学生・100M、800M、1500Ｍ､走幅跳び、砲丸投げ、走高跳び、　　　〒189-0012 予備日なし

一般・100M、1500Ｍ、3000Ｍ、走幅跳び、砲丸投げ、走高跳び、　萩山町２-１６-１７-215　茅野まで

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 笹　崇雄 042-397-5055 4月22日 小学生の部、中学生の部（男女）、一般（高校生以上）の男女、会員は500円・一般は1000円、

第1･2武道場 理事長 FAX 〒189-0003　久米川町2－17－22　笹まで

5月23日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 長谷川浩一郎 090-5399-2548 4月25日 市内在住在勤、会員は500円・一般は1,000円、小学２年以下、小学３・４年、小学５・6年、中学男子、中学女子、

必要事項：氏名・学年・性別・年齢・住所・電話、所属記入；〒189-0014本町4-10-19-1002長谷川まで

日曜日 第1体育室 理事長 往復はがき 東村山市剣道連盟ホームページ「春季市民剣道大会参加者留意について」を参照して申し込むこと。

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 丹代　了 042-398-0539 4月29日 募集案内郵送、会員・一般とも一人300円。男女を問わず小学3年以上
第1体育室 副会長 所定用紙・FAX 所定用紙にて〒189-0001　秋津町4-24-９　谷沢まで　　　042-391-8910

5月30日 府中市 蛭間 秀夫 042-407-8436 5月10日 会員・一般とも3､０00円　土方釣具店に所定用紙あり 小雨決行

日曜日 へら鮒センター 理事長 所定用紙 申し込み先：親和会　松本弥生辰　久米川町5－35－11　電話：394－3623

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 神山 正樹 090-8510-7069 4月30日 男子：一部、二部、女子：一部　参加費：会員は4000円、非会員は7000円

第１体育室 理事長 はがき 〒189-0026 多摩湖町3-14-53神山まで

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 飯塚千鶴子 042-391-5393 会員による運動競技会。所定用紙を配布する
第1体育室 理事長 所定用紙 一般の方の入会は随時受付中

6月27日 長瀞射撃場 小森啓安 042-394-4576 . 小雨決行

土曜日 理事長 同 FAX 銃砲所持許可書必携

8月8日 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 桒田雅恵 042-397-4380 6月3日 ｊrの部、男・女それぞれ年齢毎のカテゴリー:フリー・30歳以上、40歳以上、50歳以上・会員は2000円・非会員は5000円〔1チーム）

日曜日
日程変更

第1体育室 事務局長 所定用紙 申込み：桒田 雅恵　090-1672-1986　　協会メールで　katsuya-ｓ@snow.plala.or.jp　　　　ジュニアは無料

★各会場へは、できるだけ徒歩・自転車・バス利用で、お出で下さい ※必要事項とは住所・氏名・電話番号・年齢です

★市民体育大会の問合せは、（公社）東村山市体育協会　事務局　042-397-1212　中山　まで

会場 一般・会員参加費など・詳細・備考

1 少年軟式野球 042-392-3035

3 バレーボール

NO 競技名 開催日

2 ゴ ル フ 田中重義 042-395-4630 ３月10日（日）

9 ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ 中止

硬式テニス 運動公園

5 ソフトボール

6 軟 式 野 球 中止

7 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ 中止

8 ソフトテニス

10 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢

11 バドミントン

12 ゲートボール

小学校体育館

13 クレー射撃 ぐんまジャイアント
総合クレー射撃場 小雨決行

14 グラウンドゴルフ 中止

15

少年サッカー

16 ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 中止

17 太 極 拳 中止 ＦＡＸ

18 弓 　 道

19 卓 　 球

20 ラジオ体操会

21 ティーボール 中止

22 陸上競技

23 柔 　 道 中止

中止

28 婦人軽体操 中止

24 剣 　 道

25 ユニカール 中止

26 釣

29 ライフル射撃

30 ビーチボール

27 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ


