
第 14回久慈市民体育大会
総合開会式！　５月12日㈰９時開催

　第 14 回久慈市民体育大会総合開会式は、５月 12 日㈰９時に久慈市民体育館で行われます。
　大会は、「伸びよ、伸ばそう、力とわざを」のスローガンのもと、同日開催の「ママさんバレーボール」（会場：
久慈市民体育館）・「ゲートボール」（会場：久慈川河川公園上の橋下流運動広場）を皮切りに、下記の大会日程、
地区対抗競技 12 種目・オープン競技５種目で熱戦が繰り広げられます。みんなで進んで参加しましょう。

№ 競技種目 日程 開始時間 会場
総合開会式 ５/12 ㈰ ９時 久慈市民体育館

地区対抗競技種目
１ ママさんバレーボール ５/12 ㈰ 10時 久慈市民体育館

２ ゲートボール ５/12 ㈰ 10時 久慈川河川公園
上の橋下流運動広場

３ バドミントン ５/19 ㈰ ９時 久慈市民体育館

４ 軟式野球
５/26 ㈰

９時 久慈市営野球場６/ ２㈰
６/ ９㈰

５ ソフトテニス ６/ ２㈰ ８時30分 久慈川河川公園
６ 卓球 ６/ ２㈰ 10時 久慈市民体育館
７ ソフトバレーボール ６/ ９㈰ ９時 久慈市民体育館
８ サッカー ６/30 ㈰ ９時 久慈総合運動場
9 ユニカール ７/ ７㈰ 10時 久慈市民体育館
10 ソフトボール ９/ １㈰ ８時30分 長内中学校グラウンド
11 バスケットボール ９/ ８㈰ ９時 長内中学校体育館
12 パークゴルフ 10/ ６㈰ ９時 平庭高原パークゴルフ場

オープン競技種目

13 テニス ５/26 ㈰ ８時30分 みなと中央緑地
半崎緑地テニスコート

14 柔道 ６/30 ㈰ ９時 三船十段記念館柔道場

15 少年野球
６/29 ㈯ ９時

久慈市営野球場ほか
６/30 ㈰ ９時

16 ６人制バレーボール
８/10 ㈯ ９時

久慈市民体育館
８/11 ㈰ ９時

1７ 弓道 ８/1８ ㈰ ９時 久慈市民弓道場
総合閉会式（表彰式） 12/21 ㈯ 1７時 未定

№ チーム名 行政区

１ 河北
枝成沢・長久保、沢里、畑田
1・2、寺里 1・2、栄町 1・2、
天神堂 1・2・3、門前 1・2

２ 久慈湊
旭町・京の森、源道、田屋町、
新井田、湊町上、湊町中・湊
町下、久慈湊小学校前、大湊・
駅前

３ 久慈上・
中央・下

川貫 1・2、荒町、八日町、
西の沢、十八日町、二十八日
町、新町、巽町、本町、柏崎、
中町、中の橋、表町駅前、新
中の橋、表町

４ 長内
川崎町、上長内 1・2、新長内、
広美町、中長内、下長内・平沢、
元木沢、玉の脇、二子、大尻、
東広美町、田高、新築町

５ 小久慈町
横合、 日吉町上 ・ 日吉町中 ・
日吉町下、 岩瀬張 ・ 上日当 ・
中里、下日当 ・ 秋葉、上柏木 ・
下柏木、 幸町、 滝

６ 大川目町 大川目町全域（滝を除く）
７ 夏井町 夏井町全域（大湊・駅前を除く）
８ 宇部町 宇部町全域
9 侍浜町 侍浜町全域
10 山形地区 山形町全域

■第 14回久慈市民体育大会日程 ・会場

■チーム編成紹介

昨年の開会式の様子



久慈市スポーツ少年団活動紹介
　全国 6７ 万 4 千人の子どもたちが、スポーツを通して 「こころとからだの成長」を体感している「スポーツ少年団」。
市内のスポーツ少年団をいくつか紹介します。

団体 種目
（ 対象 ）

活動時間など
曜日 時間 場所

■山形ｼ ｭ゙ﾆｱﾍﾞー ｽﾎﾞー ﾙｸﾗﾌﾞ  スポーツ少年団
　　1 年生から 6 年生までの 15 人で活動しています。気軽
　にいつでも見学に来てください。

野球
（ 小学生）

水 1８時30分～20時
山形中学校グラウンドほか土 ・ 日 ９時～12時

（土曜～16時）
■長内中バレーボール　スポーツ少年団
　　中学校に入学しバレーボールに興味を持った生徒が一生
　懸命に上手くなろうと日々努力し明るく楽しく活動してい
　ます。

バレーボール
（中学生） 水・木・金 1７時～19時 長内中学校体育館

■久慈中央 JKA　スポーツ少年団
　　小学生から高校生が所属、和やかな雰囲気の中で礼儀や
　相手への思いやりを学び成長しています。見学体験は随時
　受付中！就学前・親子参加も大歓迎です！

空手
（幼児小中高） 月 ・ 木 19時～20時30分 宮城建設港湾漁港部

■長内サンダース　スポーツ少年団
　　私たち長内サンダース女子は「挨拶、返事、行動」をス
　ローガンにみんな笑顔で楽しいバスケットを目指していま
　す。小学生、誰でも参加可能です。

ミニバスケッ
トボール

（小学生）

火 ・ 木 1７時～19時 小久慈小学校体育館
金 16時30分～19時

長内小学校体育館
土 ９時～12時

■小久慈サンダース　スポーツ少年団
　　みんな、親子・友達で遊びに来ませんか？体験、見学い
　つでも大歓迎！！団員募集中です！ベテランコーチでうま　
　くなれること間違いなし！

ミニバスケッ
トボール

（小学生）

火 ・ 木 1７時～19時
小久慈小学校体育館

土 ９時～12時

■大川目ブラッサムズ　スポーツ少年団
　　現在２年生～６年生の計9名で元気に仲良く活動中です。
　見学からどうですか！

ミニバスケッ
トボール

（小学生）

月 ・ 水 1７時～19時30分
大川目小学校体育館ほか第 2・4 金 1７時～19時30分

第 1・3 日 13時～16時
■久慈剣道　スポーツ少年団
　　小学生～一般愛好者まで幅広い年代で活動しています。

剣道
（小中学生） 水 ・ 金 1８時30分～20時15分 久慈市民柔剣道場

■久慈っこソフトテニスクラブ　スポーツ少年団
　　県大会でベスト 8、東北大会目指して基礎練習から頑
　張っています！

ソフトテニス
（幼児小学生）

月 1７時～19時 久慈市民体育館
金 1７時～19時 久慈市第二体育館
土 ９時～12時 みなと中央緑地テニスコート

　※久慈市スポーツ少年団の登録団一覧は、（一社）久慈市体育協会ホームページから閲覧できます。（昨年度登録団）
　　各少年団への問い合わせは、久慈市スポーツ少年団事務局（久慈市体育協会事務局）にお願いします。

　ボールやロープ、棒などいろいろなものを使
いあそび感覚で楽しめるゲームを行います。手
作りも楽しめるクラフトコーナーもあります
よ！　お友達と一緒に遊びに来てね！
▶会場…久慈市民体育館メインアリーナ
▶日時…６月 1 日㈯ 10 時～ 12 時
▶対象…市内小学生（親子参加可）
▶定員…50 人（定員に満たない場合当時参加可）
▶参加費…無料　▶持ち物…室内用シューズ
▶主催…久慈市レクリエーション協会
問久慈市民体育館　☎ 61-3353

参加者
募　集

集まれ！久慈っこチャレンジ広場
あそびの日 2019

　個人戦男子の部・女子の部があります。皆さ
んの参加をお待ちしています。
▶会場…久慈市侍浜マレットゴルフ場
▶日時…６月９日㈰　受付８時 30 分～
▶対象…一般　▶参加料…500 円
▶申込方法…申込用紙を記入し提出
▶申込用紙設置場所・申込先…久慈市民体育館、
　久慈市侍浜マレットゴルフ場、久慈市宇部マ
　レットゴルフ場
▶申込期間…５月11日㈯～６月１日㈯
問久慈市体育協会　☎ 61-3353

参加者
募　集

第 13回久慈市体育協会長杯
マレットゴルフ大会

申込み・問い合わせ先　一般社団法人久慈市体育協会  ☎ 61-3353  Mail taikyo@kuji-sports.jp 休毎週火曜日（祝日の場合は翌日）


