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川口市スポーツ推進審議会条例 
昭和32年7月1日条例第24号 

(設置) 
第 1条 スポーツ基本法(平成 23年法律第78号)第 31条の規定に基づき、川口市スポーツ推進審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 
(平成23条例98・全改) 

(所掌事務) 
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査審議する。 
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。 

(平成24条例24・全改) 
(組織) 

第3条 審議会は、委員15人以内でこれを組織する。 
2 委員は、スポーツに関して学識経験がある者のうちから教育委員会が委嘱する。 
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(平成10条例13・平成12条例19・平成24条例24・一部改正) 
(専門部会) 

第4条 審議会において特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門部会を置いてその所掌事務を分掌

させることができる。 
2 専門部会の部、会長及び委員は、会長が指名する。 

(平成24条例24・一部改正) 
(会議) 

第5条 審議会の会議は、教育委員会が招集する。 
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
3 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は関係

者に資料の提出を求めることができる。 
(平成24条例24・一部改正) 

(庶務) 
第6条 審議会の庶務は、教育局において処理する。 

(平成24条例24・全改) 
(委任) 

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 
(平成24条例24・全改) 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則(昭和35年10月10日条例第54号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則(昭和46年6月25日条例第31号) 

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。 
附 則(平成10年3月24日条例第13号) 

この条例は、平成10年4月1日から施行する。 
附 則(平成12年3月23日条例第19号) 

この条例は、平成12年4月1日から施行する。 
附 則(平成23年9月26日条例第98号) 

(施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川口市スポーツ振興審議会条例の規定により任命又は委嘱さ

れている川口市スポーツ振興審議会の委員は、この条例による改正後の川口市スポーツ推進審議会条例の規定に

より任命又は委嘱された川口市スポーツ推進審議会の委員とみなす。 
附 則(平成24年3月27日条例第24号) 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 
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川口市附属機関等の会議公開に関する要綱 
 

  平成１９年３月１５日 市長決裁  
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、川口市市民参加条例（平成 24 年条例第 16 号。以下「条

例」という。）第１６条及び第１７条の規定により、市政運営の公正の確保と

市の政策形成過程の透明性の向上を図るとともに、開かれた市政運営の実現

のため、附属機関等の会議の公開に関し、必要な事項を定める。 
（附属機関等の定義） 

第２条 この要綱において、「附属機関等」とは、次の各号をいう。 
（１）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第 3 項の規定により

設置する附属機関 
（２）市民、関係団体、知識経験者、学識経験者等からの意見を聴取し、市政

に反映させることを主な目的として設置する委員会、協議会等 
（会議公開の原則） 

第３条 条例第１６条の規定により公開とされた会議について、傍聴希望者は、

この要綱の定めるところにより、傍聴することができる。 
（会議の公開・非公開の決定） 

第４条 附属機関等は、条例第１６条に規定する基準に基づき、会議の公開・

非公開の決定を行うものとする。 
２ 附属機関等の長は、会議の審議事項に非公開とする事項とそれ以外の事項

がある場合において、審議を分割して行うことができると認められるときは、

非公開に係る部分を除いて、会議を公開するものとする。 
３ 附属機関等の長は、会議の全部又は一部を非公開としたときは、情報公開

条例の根拠条項のほか、市民等が理解できるよう、その理由を明らかにしな

ければならない。 
（会議開催の事前公表） 

第５条 条例第１５条第２項に規定する事前公表は、会議の公開・非公開にか

かわらず、当該会議の開催予定日の 7 日前までに、次に掲げる事項について

公表するものとする。 
（１）会議の名称 
（２）開催日時 
（３）開催場所 
（４）議題 
（５）公開・非公開の別 
（６）非公開の理由 
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（７）傍聴人の定員 
（８）傍聴手続 
（９）問い合わせ先 
（10）その他 

２ 前項の公表は、附属機関等の会議のお知らせを市政情報コーナーでの閲覧

に供するとともに、市ホームページに掲載する方法等により行うものとする。 
（傍聴手続等） 

第６条 附属機関等は、公開する会議における傍聴人の定員、傍聴に係る手続

をあらかじめ定めるものとする。 
２ 傍聴の受付は、先着順又は抽選とする。 
３ 前項の抽選は、当該会議の開始を遅延させないように行うものとする。 
（会議の秩序維持） 

第７条 附属機関等の長は、会議を公開するに当たって、会議が公正かつ円滑

に行われるよう、傍聴人に次の遵守事項を従わせ、当該会議の秩序の維持に

努めなければならない。 
（１）附属機関等の委員等の発言に対して、拍手その他の方法により賛否を

表明しないこと。 
（２）会議の会場において発言しないこと。 
（３）はち巻き、腕章等示威的行為をしないこと。 
（４）撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。 
（５）談話、飲食、喫煙等をしないこと。 
（６）その他会議の進行を妨げる行為をしないこと。 

２ 附属機関等の長は、傍聴人が前項各号の遵守事項に従わないときは、これ

を制止し、その指示に従わないときは、退室させることができる。 
（会議資料の提供） 

第８条 附属機関等の長は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する

会議次第及び会議資料を傍聴人に配布するよう努めなければならない。ただ

し、配布が困難と認められる会議資料については、会場において傍聴人の閲

覧に供するように努めるものとする。 
（会議記録の写しの閲覧） 

第９条 条例第１７条に規定する会議記録の作成は会議終了後速やかに行い、

当該会議記録を当該附属機関等の所管課及び市政情報コーナーに備え置き、

当該会議記録に係る会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで、市

民の閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載するものとする。 
２ 会議記録は、次に掲げる事項を記載し、当該会議について、市民等が理解

できるように努めるものとする。 
（１）会議の名称 
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（２）開催日時 
（３）開催場所 
（４）出席者 
（５）議題 
（６）公開・非公開の別 
（７）非公開の理由 
（８）傍聴人の数 
（９）会議資料 
（10）審議経過 
（11）その他 
（運用状況の報告及び公表） 

第 10 条 当該附属機関等の所管課長は、次に掲げる会議公開の運用状況を取

りまとめ､翌年度の４月末日までに行政管理課長に報告するものとする。 
（１）会議の開催状況 
（２）公開された会議の議題及び回数 
（３）一部非公開された会議の議題及び回数 
（４）非公開された会議の議題及び回数 
（５）各回の傍聴人の数 

２ 行政管理課長は、毎年１回附属機関等の会議の公開に関する状況について

取りまとめ､これを公表するものとする。 
（委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開等に関し必

要な事項は、それぞれの附属機関等において別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 
  附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 
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議事（１）スポーツ施設の利用者の増加に向けて

年　度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

目標値 2,541,844 2,590,394 2,639,870 2,690,292 2,741,676

実績値 2,516,516 2,460,904 2,326,647 2,201,351 －

青木町公園総合運動
場庭球場人工芝改修
工事(8面)

青木町公園総合運動
場庭球場人工芝改修
工事(4面)

青木町公園総合運動
場陸上競技場耐震補
強等工事

芝スポーツセンター
耐震補強等工事

青木町公園総合運動
場陸上競技場走路等
全天候型舗装工事
及び天然芝改修工事

新郷スポーツセン
ター耐震補強等工事

芝スポーツセンター
野球場照明設備改修
工事

東スポーツセンター
浴室改修工事

東スポーツセンター
ボイラー取替工事

主な工事内容
芝スポーツセンター
野球場芝生整備工事

西スポーツセンター
プール天井ほか改修
工事及びプール系・
空調系ポンプ改修工
事

戸塚榎戸公園内運動
場散水設備設置工事

北スポーツセンター
ボイラー取替工事

北スポーツセンター
ボイラー熱交換器ほ
か改修工事・ろ過機
改修工事・プール棟
天井補修工事

戸塚スポーツセン
ター野球場天井ネッ
ト設置工事

北スポーツセンター
体育館天井ほか改修
工事

青木町公園総合運動
場野球場耐震補強工
事

新郷スポーツセン
ター庭球場人工芝改
修工事

青木町公園総合運動
場プール棟耐震補強
工事

赤井少年サッカー場
人工芝張替工事

舟戸運動場・三領運
動場・上谷沼運動広
場補修工事

＜スポーツ課における現在までの取り組み状況＞

・施設の耐震補強を実施

・大規模改修に合わせて、トイレの洋式化を実施

・館内掲示にて施設休止及び工事概要を周知

・広報紙及びホームページに施設休止状況を掲載

・施設休止中の大会開催会場の調整
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報告（１）「競技種目体験イベント！ｉｎ川口」について 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会への関心を

高め、機運醸成を図る機会として、多くの市民に参加していた

だけるような競技種目体験イベントを開催いたします。 

  

              記 

 
１ 日時  令和２年２月１５日（土） 

１０時００分～１７時００分 

 

２ 場所  アリオ川口店 センターコート 

 

３ 内容 （１）競技種目体験 

       ・ボート（ローイング） 

・ボッチャ 

・車いすバスケットボール 

     （２）パラリンピアンによるトークショー開催予定 

        １３時００分～１３時３０分頃 
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報告（２）令和元年度スポーツ施設改修の進捗状況について

施設改修一覧

№ 施設名 改修工事 工期

非常用蓄電池設備改修工事 R1.6.26～R1.11.22

ボイラー取替工事 R1.10.23～R2.3.25

プール電光表示盤交換工事 R1.10.4～R2.3.19

屋上防水工事 R1.11.22～R2.2.28

舟戸運動場補修工事 R2.1.16～R2.5.29

中央監視装置等改修工事 R1.10.23～R2.3.30

体育館床板改修工事 R1.12.3～R2.2.7（完了）

プール天井ほか改修工事 H30.10.31～R1.6.28(完了）

空調系ポンプ改修工事 H31.1.31～R1.6.28（完了）

プール系ポンプ改修工事 H31.1.31～R1.6.28（完了）

屋上ほか防水工事 H31.3.25～R1.7.31（完了）

外壁ほか改修工事（管理棟） H31.3.25～R1.8.30（完了）

外壁ほか改修工事（アリーナ・プール棟） H31.3.25～R1.8.30（完了）

受変電設備改修工事 H31.1.4～R1.6.28（完了）

三領運動場補修工事 R2.2.10～R2.5.29

ボイラー熱交換器ほか改修工事 R1.11.19～R2.3.31

プールろ過機改修工事 R1.12.18～R2.3.27

競技場Ｃ事務所設置工事 R1.11.7～R2.3.13

稲荷丸運動広場フェンス改修工事 R1.11.29～R2.2.21

プール棟天井補修工事 R1.11.19～R2.2.28

耐震補強等工事 R1.9.27～R2.3.27

トイレほか改修工事 R1.10.3～R2.3.27

野球場照明設備改修工事 R1.10.24～R2.3.27

上谷沼運動広場補修工事 R2.1.24～Ｒ2.5.29

5 安行スポーツセンター プール棟屋上防水工事 R1.11.6～R2.2.28

鳩ヶ谷武道場２階空調設備改修工事 R1.11.1～R2.2.21

鳩ヶ谷武道場高圧変圧器取替工事 R1.7.19～R1.12.13（完了）

前田西野球場（ライト道路側）防球ネット嵩上げ工事 R1.12.3～R2.3.23

鳩ヶ谷武道場外壁塗装工事 R1.10.3～R2.3.13

中台公園庭球場人工芝張替工事 R1.10.24～R2.2.28

中央監視装置等改修工事 R1.6.18～R1.10.31（完了）

弓道場安土入替等工事 R1.10.4～R2.2.28

野球場スコアボードシステム改修工事 R1.11.22～R2.3.19

野球場スコアボード防水工事 R1.11.1.～R2.2.28

野球場耐震補強工事 R1.10.24～R2.3.13

プール棟耐震補強工事 R1.10.24～R2.3.23

9 体育武道センター 体育武道センター塀改修工事 R2.1.31～R2.8.31

1 東スポーツセンター

4 芝スポーツセンター

3

2 西スポーツセンター

8 青木町公園総合運動場

6

7

北スポーツセンター

鳩ヶ谷スポーツセンター

戸塚スポーツセンター
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　第１回から第１２回までの参加者集計表

第１２回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

４０ｋｍ ３０ｋｍ
１０ｋｍ
　５ｋｍ

２０ｋｍ ３０ｋｍ ２０ｋｍ
１０ｋｍ
　５ｋｍ

参加者 200 58 336 378 450 1,422 256 273 308 492 1,329 2,751

第１１回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

３８ｋｍ ３１ｋｍ
１０ｋｍ
　６ｋｍ

２０ｋｍ ３１ｋｍ ２０ｋｍ
１０ｋｍ
　６ｋｍ

参加者 227 102 359 302 586 1,576 314 297 349 462 1,422 2,998

＊参考　第１０回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

４０ｋｍ ３１ｋｍ
１０ｋｍ
　６ｋｍ

２２ｋｍ ３１ｋｍ ２０ｋｍ
１０ｋｍ

６ｋｍ

参加者 207 125 366 351 622 1,671 341 376 411 491 1,619 3,290

＊参考　第９回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

３７ｋｍ ２９ｋｍ
１０ｋｍ
　６ｋｍ

２０ｋｍ ３１ｋｍ ２０ｋｍ
１０ｋｍ

６ｋｍ

参加者 256 157 317 315 452 1,497 318 324 279 580 1,501 2,998

＊参考　第８回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

３７ｋｍ ２９ｋｍ
１０ｋｍ
　６ｋｍ

２０ｋｍ ３１ｋｍ ２０ｋｍ
１０ｋｍ

６ｋｍ

参加者 250 169 323 302 500 1,544 329 346 323 426 1,424 2,968

＊参考　第７回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

３７ｋｍ ２９ｋｍ
１０ｋｍ
　６ｋｍ

２０ｋｍ ３１ｋｍ ２０ｋｍ
１０ｋｍ

６ｋｍ

参加者 273 151 291 300 498 1,513 361 304 289 420 1,374 2,887

＊参考　第６回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

３８ｋｍ ２８ｋｍ
１０ｋｍ
　６ｋｍ

２０ｋｍ ３０ｋｍ ２０ｋｍ
１０ｋｍ

６ｋｍ

参加者 240 199 313 284 593 1,629 309 366 339 475 1,489 3,118

二日間
合　計

単位（人）

１日目（９月２１日（土）） ２日目（９月２２日（日）

種　別
戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート 戸塚中台公園スタート

戸塚中台公園スタート 二日間
合　計

１日目（９月２８日（土）） ２日目（９月２９日（日））

二日間
合　計

二日間
合　計

２日目（９月２７日（日））

戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート 戸塚中台公園スタート

単位（人）

１日目（９月２４日（土）） ２日目（９月２５日（日））

単位（人）

戸塚中台公園スタート

単位（人）

戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート 戸塚中台公園スタート

種　別
戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート

二日間
合　計

単位（人）

１日目（９月２７日（土）） ２日目（９月２８日（日））

報告（３）第１２回　川口ツーデーマーチの結果について

１日目（９月２６日（土））

種　別
戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート

種　別

二日間
合　計

単位（人）

１日目（９月２２日（土）） ２日目（９月２３日（日・祝））

種　別

二日間
合　計

単位（人）

種　別
戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート 戸塚中台公園スタート

川口西公園スタート 戸塚中台公園スタート

１日目（９月２３日（土・祝）） ２日目（９月２４日（日））

種　別
戸塚中台公園スタート
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＊参考　第５回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

３８ｋｍ ２８ｋｍ １０ｋｍ ２０ｋｍ １２ｋｍ ３０ｋｍ ２０ｋｍ １０ｋｍ

参加者 272 175 184 294 114 423 1,462 248 252 213 316 1,029 2,491

＊参考　第４回集計表

ボランティア 計 ボランティア 計

３８ｋｍ ２８ｋｍ １０ｋｍ ２０ｋｍ １２ｋｍ ３０ｋｍ ２０ｋｍ １０ｋｍ

参加者 306 323 266 214 97 518 1,724 361 434 355 434 1,584 3,308

＊参考　第３回集計表

ボランティア 計
戸塚安行
駅スタート

ボランティア 計

３５ｋｍ ２５ｋｍ １０ｋｍ １７ｋｍ １２ｋｍ ３０ｋｍ ２０ｋｍ １０ｋｍ ８ｋｍ

参加者 527 310 330 119 141 433 1,860 564 431 308 99 270 1,672 3,532

＊参考　第２回集計表

ボランティア 計
戸塚安行
駅スタート

ボランティア 計

３５ｋｍ ２５ｋｍ １０ｋｍ ２０ｋｍ １０ｋｍ ３０ｋｍ ２０ｋｍ １０ｋｍ ８ｋｍ

参加者 503 385 217 141 105 305 1,656 529 378 268 88 236 1,499 3,155

＊参考　第１回集計表

ボランティア 計
戸塚安行
駅スタート

ボランティア 計

４０ｋｍ ２５ｋｍ １０ｋｍ ５ｋｍ ３０ｋｍ ２０ｋｍ １０ｋｍ ８ｋｍ

参加者 406 556 365 25 235 1,587 510 455 288 73 115 1,441 3,028

１日目（９月２２日（土）） ２日目（９月２３日（日））

種　別
戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート 戸塚中台公園スタート 二日間

合　計

種　別
戸塚中台公園スタート

２日目（９月２６日（日））

戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート 戸塚中台公園スタート

戸塚中台公園スタート

二日間
合　計

二日間
合　計

二日間
合　計

二日間
合　計

１日目（９月２０日（土）） ２日目（９月２１日（日））

戸塚中台公園スタート

戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート

１日目（９月２６日（土））

１日目（９月２４日（土）） ２日目（９月２５日（日））

種　別

２日目（９月２７日（日））

種　別

１日目（９月２５日（土））

戸塚中台公園スタート
種　別

戸塚中台公園スタート 川口西公園スタート
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6519人 完走者総数（エントリー） 5619エントリー

（人数） 6988人 （人数） 6052人

第３８回　川口マラソン大会　上位入賞者

完走者数 415 完走者数 63

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 402 祝部　健太 川口陸協 1:08:51 1 2167 平川　真利江 前川小学校 1:30:01

2 197 佐川　将暢 1:09:11 2 2125 折原　由里子 1:32:37

3 254 鈴木　祐輔 川口陸協 1:09:54 3 2153 外山　瞳 1:43:48

4 400 古荘　雄麻 カナガワＲＣ 1:13:13 4 2139 佐東　友里 1:45:48

5 232 清水野　拓 カナガワＲＣ 1:14:03 5 2114 江川　友菜 安行小学校 1:46:14

6 233 下田　隆三 ＯＨＡＲＵＮＳ 1:15:12 6 2155 鳥海　奈央 1:46:58

ハーフ　男子４０歳代 完走者数 574 ハーフ 女子　40歳代 完走者数 58

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 1032 中田　輝明 カナガワＲＣ 1:16:23 1 2249 寺井　かおり 1:36:48

2 985 巽　伸行 ウイングＡＣ 1:17:39 2 2272 吉岡　桂 1:42:16

3 770 唐澤　進 ひふみ会 1:17:59 3 2239 大道　雅子 1:42:32

4 809 郷間　貴洋 ラックスポーツ 1:19:34 4 2209 石井　真美子 1:44:55

5 802 栗原　朋之 1:19:55 5 2260 藤田　秋実 にゃんこＲ．Ｃ 1:45:42

6 1223 矢島　秀悟 1:20:13 6 2221 沖田　友美 1:46:58

ハーフ　男子50歳代 完走者数 391 ハーフ　女子50歳代 完走者数 48

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 1492 佐藤　英人 ルナークス 1:17:10 1 2354 松本　由紀 1:39:48

2 1447 剱持　泰生 カナガワＲＣ 1:17:46 2 2329 志田　邦子 カナガワＲＣ 1:39:49

3 1424 川崎　聡 チームまる高 1:19:27 3 2326 佐藤　雅子 南中ＭＣ腹直筋 1:42:47

4 1390 大柳　修一 埼玉大井ＲＣ 1:21:53 4 2341 冨永　美佐子 浦和駄馬０－０ 1:44:22

5 1495 佐野　裕隆 1:23:04 5 2346 奈良　美帆 南中ＭＣ腹直筋 1:46:30

6 1374 大澤　元 川口技研 1:23:31 6 2364 若井　佳子 1:49:43

ハーフ　男子60歳代 完走者数 120 ハーフ　女子60歳以上 完走者数 14

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 1929 本橋　常義 庫前屋酒店 1:24:36 1 2418 武笠　富恵 コンフィアンサ 1:38:31

2 1908 深谷　光一 1:28:59 2 2413 新谷　園枝 1:46:18

3 1830 奥村　修二 1:31:09 3 2415 萩原　なみ江 さいたま走翔 1:48:16

4 1888 永井　英彰 駒沢公園ＪＣ 1:34:37 4 2417 松岡　佳子 1:51:13

5 1920 水谷　隆 1:34:41 5 2402 稲垣　智子 1:57:00

6 1875 田中　謙治 1:35:12 6 2410 竹内　まゆみ 1:58:21

ハーフ　男子70歳以上 完走者数 21

順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 2010 川田　光男 グランダ武蔵浦 1:38:23

2 2015 小西　秀靖 青木楽走会 1:47:49

3 2019 佐原　清勝 1:51:30

4 2005 岩田　孝 1:52:26

5 2002 五十嵐　康久 無し 1:57:40

6 2011 寛野　三郎 2:00:12

参加申込総数（エントリー）

ハーフ　男子高校生～39歳以下 ハーフ　女子高校生～39歳以下
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完走者数 414 完走者数 153

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 3078 大谷　健斗 川口市立高校 0:32:49 1 4966 山田　桃愛 川口市立高校 0:36:43

2 3193 佐藤　凱 川口市立高校 0:32:56 2 4898 竹山　舞 川口市立 0:38:13

3 3132 菅　慎治 川口市陸協 0:32:57 3 4835 片桐　紫音 川口市立高校 0:39:16

4 3004 赤間　瑠衣 川口市立高校 0:33:03 4 4906 塚田　さらさ 川口市立高校 0:39:35

5 3271 田村　駿斗 川口市立高校 0:33:24 5 4974 藁谷　希理 カナガワＲＣ 0:42:20

6 3427 山岸　修輝 川口市立高校 0:33:38 6 4971 渡瀬　梨奈 0:42:21

10ｋｍ　男子40歳代 完走者数 430 10ｋｍ　女子40歳代 完走者数 178

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 3535 池田　洋 カナガワＲＣ 0:34:03 1 5074 近野　智子 カナガワＲＣ 0:42:16

2 3763 高木　洋彦 0:35:17 2 5055 金澤　恵子 0:43:27

3 3849 箱崎　怜 0:36:12 3 5115 巽　恵愛 ｔｄｉ 0:43:43

4 3927 丸山　信一郎 0:36:17 4 5039 大久保　陽子 0:44:34

5 3553 磯野　茂 日本伴走家協会 0:36:40 5 5096 杉山　裕美 0:46:39

6 3555 板橋　康次 カナガワＲＣ 0:37:03 6 5198 吉谷　弘子 アリスト 0:46:54

10ｋｍ　男子50歳代 完走者数 321 10ｋｍ　女子50歳代 完走者数 95

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 4394 藤田　淳 お台処かんだ泉 0:35:17 1 5396 三田　麻利子 カナガワＲＣ 0:42:25

2 4127 石井　哲也 スイーツＡＣ 0:35:35 2 5373 戸ヶ崎　真理 カナガワＲＣ 0:45:26

3 4315 竹内　達朗 アリスト川口北 0:36:23 3 5395 馬渕　敦子 河会クラブ 0:46:22

4 4181 落合　哲也 アリスト川口北 0:37:13 4 5349 斎藤　由衣 0:47:41

5 4422 宮本　和久 古千谷走友会 0:37:16 5 5365 高橋　正恵 ルナークス 0:48:03

6 4103 赤澤　常明 東京ＢＡＹＲＣ 0:37:32 6 5348 米谷　佐和子 0:48:09

10ｋｍ　男子60歳代 完走者数 133 10ｋｍ　女子60歳以上 完走者数 38

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 4581 佐藤　保裕 芝川ランナーズ 0:41:28 1 5504 内田　設子 0:51:25

2 4633 星　文夫 中台ランナーズ 0:43:38 2 5510 河合　菊美 0:52:06

3 4630 藤井　由隆 鶴見製紙 0:43:56 3 5511 木村　優子 ＤＪＢ 0:53:48

4 4573 坂下　昇 0:44:33 4 5505 荏原　志乃ぶ 0:56:09

5 4600 高橋　重雄 0:45:52 5 5519 佐藤　多起子 0:57:19

6 4623 原田　要之助 0:46:22 6 5503 伊藤　和恵 0:57:48

10ｋｍ　男子70歳以上 完走者数 70

順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 4721 金子　滋 カナガワＲＣ 0:47:33

2 4719 加藤　廣幸 ルナークスＲＣ 0:48:44

3 4720 金川　孝雄 カナガワＲＣ 0:50:25

4 4711 荏原　良雄 0:50:26

5 4781 綿引　昌夫 0:51:31

6 4709 井上　正宏 0:51:45

１０ｋｍ　男子高校生～39歳以下 10ｋｍ　女子高校生～39歳以下
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3ｋｍ　男子中学生 完走者数 73 3ｋｍ　女子中学生 完走者数 44

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 6097 和田　隆之介 松葉中学校 0:09:56 1 6939 林　凜華 上青木中学校 0:10:22

2 6050 高澤　侑世 安行中学 0:10:06 2 6908 浮田　藍子 戸塚中 0:10:33

3 6034 小林　慎乃祐 0:10:30 3 6930 丹野　菜々美 戸塚西 0:10:38

4 6052 高橋　幸輝 0:10:32 4 6932 冨田　紗帆 戸塚中 0:10:49

5 6081 堀　響生 川口市立南中学校 0:10:32 5 6937 新津　那奈 草加新田中 0:10:49

6 6026 川嵜　空 十二月田中学校 0:10:54 6 6950 横山　絵実俐 0:10:54

完走者数 378 完走者数 219

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 6223 安藤　龍 0:08:58 1 7174 中里　絵美 日本生命 0:11:42

2 6253 井向　晋太郎 川口北中ＯＢ 0:09:26 2 7079 橘田　梨佐 0:11:51

3 6617 渡部　剛 カナガワＲＣ 0:09:52 3 7060 小野　南 川口信用金庫 0:11:58

4 6232 石井　圭一 ＮＲ 0:09:54 4 7200 平川　亜矢子 0:12:26

5 6489 中西　央典 0:10:12 5 7248 和田　優 訪看ＳＴつるみ 0:12:27

6 6399 下野　豊和 カナガワＲＣ 0:10:19 6 7231 森本　みずき 0:12:31

3ｋｍ　男子60歳代 完走者数 20 3ｋｍ　女子60歳以上 完走者数 16

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 6711 齊藤　敏幸 埼警走友会 0:12:12 1 7308 佐野　みゆき 太陽建築ＲＣ 0:15:04

2 6710 木下　功 0:12:34 2 7319 宮田　恵子 諏訪山クラブ 0:15:05

3 6714 竹内　昭五 0:12:51 3 7310 鈴木　早苗 末広機工 0:16:14

4 6702 石渡　正美 チームぴょん 0:13:03 4 7314 竹村　正子 0:17:29

5 6715 田中　弘之 坂戸市スポ推進 0:13:06 5 7302 臼杵　英枝 0:18:01

6 6708 加藤　孝夫 チームちゃ塾 0:13:38 6 7321 吉川　照代 0:18:33

3ｋｍ　男子70歳以上 完走者数 29

順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 6819 園田　和義 0:13:08

2 6827 二宮　定則 0:13:16

3 6816 杉山　一郎 0:13:54

4 6834 宮田　英夫 諏訪山クラブ 0:15:32

5 6814 佐藤　義明 0:15:34

6 6822 田中　実 0:16:48

3ｋｍ　男子高校生～59歳以下 3ｋｍ　女子高校生～59歳以下
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２ｋｍ　男子小学５・６年生 完走者数 238 ２ｋｍ　ファミリーの部 完走者数(エントリー） 433

順位 ナンバー 氏名 所属 記録 順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 8073 北山　俊太朗 千寿第八小５年 0:06:39 1 9483 近藤亮・近藤拓 0 0:07:51

2 8166 土橋　遼大 十二月田小学校 0:06:47 2 9599 利根川広樹・利根川仁美 東葛ＲＣ・尾間木小 0:07:57

3 8165 利根川　悠樹 プラチナＡＣ 0:06:48 3 9763 和田智樹・和田侑磨 0 0:08:18

4 8076 木下　将希 芝南ＳＣ 0:06:49 4 9667 藤井朋久・藤井葵斗 飯塚ＦＣ・飯仲小学校 0:08:22

5 8049 大橋　蓮太郎 里小学校 0:06:55 5 9386 大瀧篤志・大瀧太凱 0 0:08:26

6 8213 堀内　幸太朗 川口ミナミＦＣ 0:06:57 6 9571 武田亘生・武田彬克 慈林小 0:08:27

２ｋｍ　女子小学５・６年生 完走者数 167

順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 8415 関口　穂 元郷南小学校 0:07:17

2 8374 小瀧　寧々 バンビーニＡＣ 0:07:17

3 8493 由本　紅葉 本町小学校 0:07:27

4 8455 原　葵子 戸塚ＦＣＧ 0:07:33

5 8409 鈴木　真央 上青木小学校 0:07:38

6 8370 草間　凪 ウイングス 0:07:41

２ｋｍ　男子小学３・４年生 完走者数 281

順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 8677 金子　夏輝 戸塚綾瀬小学校 0:07:35

2 8813 萩原　駿希 ウイングス 0:07:44

3 8869 望月　光太 0:07:44

4 8637 伊藤　輝 前川小学校 0:07:46

5 8812 野本　奏太 キッカーズ 0:07:47

6 8665 小笠原　慶翔 前川東小 0:07:48

２ｋｍ　女子小学３・４年生 完走者数 185

順位 ナンバー 氏名 所属 記録

1 9117 田口　倖菜 小針北小学校 0:07:15

2 9042 金光　琉里 南鳩ヶ谷小 0:07:55

3 9196 山田　真心 舟戸小学校 0:07:57

4 9061 黒沼　柚輝 0:07:59

5 9103 鈴木　円佳 木曽呂小学校 0:07:59

6 9126 田中　結梨香 幸町小 0:08:03
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報告（５）川口市体育三賞授与について 
  

１ 川口市体育賞 
 ◎スポーツ功労賞 
                          

   選考結果   【 川口市スポーツ推進委員協議会会長  古挽
こ び き

 達夫
た つ お

】 

 
   選考理由   永年にわたり、川口市スポーツ推進委員協議会の運営・発展に努め、

本市市民のスポーツの推進に多大な功績をあげた。 
 
 ◎スポーツ川口賞 

 

  ○ミスター川口  

   選考結果   【ソフトテニス  野口
の ぐ ち

 快
かい

 （芝東中学校）】 

        The 1st Asian juniors Soft tennis Championships 
男子シングルスＵ－１５ 優勝 

                           男子ダブルスＵ－１５  優勝 
 
   選考理由    The 1st Asian juniors Soft tennis Championships 男子シングル 

           スＵ－１５、男子ダブルスＵ－１５において優勝という輝かしい成 

績を収めた。 

 

 
○ミス・ミセス川口  

   選考結果   【スポーツクライミング  小池
こ い け

 はな （幸並中学校）】 

IFSC CLIMBING youth world championships ARCO2019   

ユースＢ女子リード   ２位 

                     ２０１９ ＩＦＳＣ世界ユース選手権         

ユースＢ女子ボルダー  ３位 
 
選考理由    IFSC CLIMBING youth world championships ARCO2019 ユースＢ女子リード

において２位、２０１９ＩＦＳＣ世界ユース選手権ユースＢ女子ボルダー  

において３位という輝かしい成績を収めた。 

 
◎スポーツ優秀賞   

選考結果及び選考理由  ソフトテニス【黒坂
くろさか

 卓
たく

矢
や

（芝東中学校）】 

第 50 回全国中学校ソフトテニス大会       男子個人 優勝 

                    

     ソフトテニス【赤津
あ か つ

 優
ゆう

希
き

・相澤
あいざわ

 波
は

月
づき

（芝東中学校）】 

第 50 回全国中学校ソフトテニス大会       男子個人 ２位 

 

水泳（競泳）【 林
はやし

 太陽
たいよう

（武南高校・スウィン東光）】 

第 42 回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

                                                  男子 100m 平泳ぎ   ２位 

                         男子 200m 平泳ぎ   ２位 
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陸上競技【原
はら

 悠
ゆう

貴
き

（芝東中学校）】 

第 46 回全日本中学校陸上競技選手権大会    男子 800m    ２位 

 

                   スポーツクライミング【本間
ほ ん ま

 大晴
たいせい

（埼玉県山岳・スポーツクライミング協会）】 

                   IFSC クライミングワールドカップ 廈門 2018   男子リード   ５位 

          アジアユース選手権               男子リード  優勝 

                第７４回国民体育大会           成年男子リード  ２位 

 

テニス【輿石
こしいし

 龍児
りゅうじ

（川口市役所）】 

          第 81 回日本商業開発全日本ベテランテニス選手権  

５０歳以上男子ダブルス   優勝 

 

          ウエイトリフティング【守屋
も り や

 雅弘
まさひろ

（県立川口高等学校）】 

                  第 66 回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会  

                       55ｋｇ級クリーンアンドジャーク  優勝 

 

             体操（トランポリン）【小澤
お ざ わ

 航
こう

平
へい

（芝西中学校）】 

                  第 16 回全日本タンブリングダブルミニトランポリン競技 

年齢別選手権大会            ダブルトランポリン男子 13-14  優勝 

 

                   ソフトテニス【鈴木
す ず き

 明美
あ け み

（川口クラブ）】 

                第 23 回全日本シニアソフトテニス選手権大会 

   女子ダブルス 55  優勝 

 

             スケート（ショートトラック）【吉田
よ し だ

 凪
なぎ

歩
ほ

（神奈川大学）】 

第 74 回国民体育大会冬季大会    

ショートトラック少年女子 1000m   ２位 

 

             バトントワーリング【太
おお

島
しま

 由
ゆ

菜
な

（南中学校）】 

2019IBTF バトントワーリンググランプリ大会   

ソロトワールジュニア   優勝 

                    

             フェンシング【山
やま

﨑
ざき

 妃奈乃
ひ な の

（戸塚中学校）】 

第 5 回全国中学生フェンシング選手権大会  

女子サーブル個人   優勝 

                    

             水泳（飛込）【金
かね

戸
と

 華
はな

（セントラルスポーツダイビングチーム/日本大学）】 

第 95 回日本選手権水泳競技大会飛込競技 

     女子３ｍシンクロ   優勝 

 

             バドミントン【鈴木
す ず き

 陽
ひな

向
た

（埼玉栄高等学校）】 

世界ジュニア選手権 2019        女子ダブルス     ３位 

バドミントンインドジュニア 2019    女子ダブルス    優勝 
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     ソフトテニス【川口市役所】 

第 33 回ソフトテニス日本実業団リーグ    男子団体戦   ２位 

 

サッカー【アヴェントゥーラ川口】 

第 25 回全国クラブチームサッカー選手権大会  男子団体   ２位 

 

 

 

２ 第３７回大野元美記念体育賞 
 

選考結果   【 車いすテニス 三木
み き

 拓也
た く や

（トヨタ自動車）】 
 

 

  

Wroclaw cup(ITF 2 Series)   車いすテニスシングルス  優勝 

 

   選考理由     ITF2Series、Wroclaw cup において、車いすテニスシングルス優勝

という輝かしい成績を残した。 

 

※ 大野元美記念体育賞の概略 

 

 川口市の体育・スポーツの振興に永年貢献された名誉市民故大野元美市長のご偉業を称え、

毎年度市内の最も優秀な選手（チーム）又は市民体育の振興に貢献された方に対し「大野元

美記念体育賞」を贈り、これによって市内の体育・スポーツをますます振興させ、併せて技

術の向上をはかろうとするものであります。 

なお、大野元美記念賞顕彰会は、昭和５８年１月１日に発足したものであります。 
 
 

 

３ 第５６回押田記念体育賞 
 
   選考結果   【ソフトテニス 芝東中学校男子ソフトテニス部】 

第 50 回全国中学校ソフトテニス大会   団体戦 男子団体 優勝 

第 49 回関東中学校ソフトテニス大会    団体戦 男子団体 優勝 

 
   選考理由    第 50 回全国中学校ソフトテニス大会において男子団体戦優勝とい

う輝かしい成績を収めた。 
 
 

校長 阿部 弘之  顧問 松田 裕介  藤田 隼人 

野口  快  黒坂 卓矢  赤津 優希  相澤 波月 

木村晋太朗  原田 滉太  清水 一樹  初鹿 暁哉 

 

※ 押田記念体育賞の概略 
 

 川口市スポーツ界の先達として永年貢献された故押田勤先生のご偉業を称え昭和３９年

１０月に押田記念体育顕彰会が発足。 

 先生が体育・スポーツに対して残された熱意とご努力を受けついで毎年度市内で最も優秀

なスポーツ選手に「押田記念体育賞」を贈り、市の体育・スポーツをますます振興させ、併

せて技術の向上をはかろうとするものであります。 
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8:30

13:30

8:30

13:30

8:30

13:30

8月

未定

 9:00 ○ 川口市少年少女グラウンドゴルフ体験講習会 新郷東小学校

○

未定

9:00

川口市少年少女スポーツ大会　剣道の部 体育武道センター

16:00 市長表敬訪問　川口市立高等学校全国大会壮行会

25 金

10/5

12:15 関東中学校水泳競技会開会式（8/12～8/14）
青木町公園総合運動場
プール

15:00

22 金

10 土

7:40

未定

8:30

14 土

22 木

芝スポーツセンター

川口市体育三賞選考委員会 川口市スポーツ協会会議室

月 ・ 26

6 土

22 日

6 日

17 日

中旬

9:30 ○ 川口市少年少女スポーツ大会　柔道の部 体育武道センター

市民ホール　フレンディア

川口市スポーツ推進委員協議会定期総会19:00

◎

未定
市長表敬訪問
学校総合体育大会　全国優勝・準優勝校（中学・高校）

16:00

神根西公民館

芝スポーツセンター

芝スポーツセンター

9:00

○

地区対抗ニュースポーツ大会

第39回　川口マラソン大会

芝スポーツセンター

◎

○ 川口市スポーツ推進委員視察研修会 未　　定

18:30 川口市体育三賞授与式＆川口市スポーツ人合同新年会 川口総合文化センター・リリア

３月 ○ 第77回川口市少年少女ふれあいなわとび大会

青木町公園総合運動場
陸上競技場

 8:30 第36回川口市スポーツ少年団駅伝競走大会

未定

12月

11月

２月

青木町公園総合運動場
陸上競技場

○ 第76回川口市少年少女ふれあいなわとび大会

１月

14 日

9月

日

○

 8:40

月 市内スポーツセンター、学校

8:30

○

第13回　川口ツーデーマーチ

市民体育祭中央大会（卓球・バレー・ソフト）

16:00

23 水 ～

日

10月 第29回川口市スポーツ少年団スーパードッジボール大会

○

川口市中学校駅伝競走大会 川口オートレース場

市長表敬訪問　中学校全国・関東大会壮行会 川口市立高等学校

◎

川口市スポーツ少年団スタートコーチ養成講習会 西スポーツセンター

戸塚中台公園他

芝スポーツセンター

○
教育長表敬訪問
学校総合体育大会　全国・関東優秀校（中学・高校）

未定

9:00 川口市民体育祭（中学校の部）　各種目

18:00 ○

 9:00 朝日西小学校

8:30

全日本中学校通信陸上競技埼玉県大会川口市予選会
青木町公園総合運動場
陸上競技場

○ 埼玉県総合体育大会（中学校の部）川口予選会　各種目 市内各スポーツセンター、学校

川口市中学・高校水泳記録会
青木町公園総合運動場
プール

○ 川口市少年少女グラウンドゴルフ体験講習会

○

9:00

川口市レクリエーション協会定期総会 市民ホール　フレンディア

16:30 川口市学校体育協会定期総会

19:00

 開　催　日  時

４月

19:00 川口市スポーツ少年団代議員会

12 日

28

第13回　川口ツーデーマーチ実行委員会

○

報告（６）令和２年度主要スポーツ関係行事について

行            事            名 会        場

西公民館

火

市民ホール　フレンディア

○は市主催事業　　◎はスポーツ推進審議会委員が来賓として出席

3 金

10 金

10 金

５月
 8:45

６月

25 火

12 火

13 土

10:00

金

30 火19 金 ～

28 日

5

20 土

◎8:15

8 木

19 土 ・ 20

6

2 日 西スポーツセンター川口市スポーツ推進委員研修会

29（水）、30（木）、31（金）

21 火

24

3 月

12 水

金・祝

東京2020オリンピック聖火リレー 青木町公園ほか

スポーツの日施設無料開放 市内体育施設

7月

7 火

○ 川口市小学校水泳記録大会（３日間） 東スポーツセンター
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競技名 大会名 主催者 会場

野球 県高野連・春季南部地区高校野球大会 埼玉県高等学校野球連盟 青木町公園　野球場

18 土 ～ 19 日 野球 第38回県民総合体育大会軟式野球競技選考会 埼玉県野球連盟 青木町公園　野球場

27 月 硬式テニス 春季女子連ダブルス大会（予備日4/30） 日本女子テニス連盟埼玉県支部 青木町公園　庭球場

3 日 ソフトテニス 県・全日本小学生大会（予備日5/4） 埼玉県ソフトテニス連盟 青木町公園　庭球場

6 水振 水泳 第1回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 東スポーツセンター　競泳プール

6 土 水泳 埼玉県高等学校ｽﾌﾟﾘﾝﾄ競技大会 埼玉県水泳連盟（高等学校体育連盟） 東スポーツセンター　競泳プール

硬式テニス 埼玉県南部地区テニストーナメント 埼玉県テニス協会 青木町公園　庭球場

14 日 水泳 第2回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 東スポーツセンター　競泳プール

21 日 水泳 第42回埼玉県ジュニアオリンピック水泳競技大会 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 青木町公園　プール

26 土 ～ 28 月 水泳 県・学校総合体育大会 埼玉県水泳連盟（県高体連) 青木町公園　プール

5 日 水泳 県・SC南部ブロックジュニア 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 東スポーツセンター　競泳プール

11 土 ～ 17 金 野球 第102回全国高校野球選手権大会埼玉県予選 埼玉県高等学校野球連盟 青木町公園　野球場

12 日 水泳 県・学校水泳競技大会兼国体予選（飛込み） 埼玉県水泳連盟（県飛込み） 青木町公園　プール

22 水 ～ 25 土 野球 学校総合大会埼玉県大会（予備日7/27,28） 埼玉県野球連盟（県中体連） 青木町公園　野球場

3 月 硬式テニス 埼玉県国公立高等学校テニス大会 埼玉県高等学校体育連盟テニス部 青木町公園　庭球場

12 水 ～ 14 金 水泳 関東中学校水泳競技会 関東中学校体育連盟、埼玉県教
育委員会、埼玉県水泳連盟

青木町公園　プール

13 木 ～ 21 金 野球 県・高校野球南部地区新人戦 埼玉県高等学校野球連盟 青木町公園　野球場

17 月 硬式テニス 埼玉県高校新人大会南部支部予選 埼玉県高等学校体育連盟テニス部 青木町公園　庭球場

19 水 ～ 20 木 ソフトテニス 県南支部高校選手権（予備日8/21） 埼玉県高等学校体育連盟 青木町公園　庭球場

5 土 ～ 11 金 野球 県高校野球秋季南部地区大会 埼玉県高等学校野球連盟 青木町公園　野球場

6 日 水泳 県・新人大会・県民総合体育大会（飛込み） 埼玉県水泳連盟（県飛込み） 青木町公園　プール

6 日 ･ 13 日 水泳 埼玉県SC屋外AG水泳競技大会 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 青木町公園　プール

9 水 ・ 10 木 水泳 県・中学校新人大会兼県民総合体育大会 埼玉県水泳連盟（県中体連） 青木町公園　プール

野球 第28回埼玉県Ａクラス選手権 埼玉県野球連盟 青木町公園　野球場

24 木 ～ 26 土 水泳 県・高校新人大会兼県民総合体育大会 埼玉県水泳連盟（県高体連） 青木町公園　プール

3 土 ･ 10 土 野球 県・第19回南部連合会会長旗杯軟式野球大会 埼玉県野球連盟 青木町公園　野球場

4 日 水泳 第14回埼玉県マスターズ水泳競技大会 埼玉県水泳連盟 東スポーツセンター　競泳プール

22 木 ・ 23 金 野球 中学校新人戦埼玉県大会（予備日10/24,25） 埼玉県野球連盟（県中体連） 青木町公園　野球場

11月

12月

10 日 ･ 11 祝 水泳 第43回埼玉県SC新年ジュニア水泳競技大会 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 東スポーツセンター　競泳プール

31 日 水泳 第4回埼玉県SCジュニア選抜水泳競技大会 埼玉県水泳連盟ジュニア委員会 東スポーツセンター　競泳プール

6 土 水泳 埼玉県東部・西部・南部・北部支部高等学校水泳競技大会 埼玉県水泳連盟（高等学校体育連盟） 東スポーツセンター　競泳プール

14 日 水泳 第5回埼玉県ｺﾊﾞﾄﾝｶｯﾌﾟﾏｽﾀｰｽﾞ水泳競技大会 埼玉県水泳連盟 東スポーツセンター　競泳プール

20 土 ・ 21 日 サッカー 県・高校サッカー新人大会 埼玉県高等学校体育連盟　サッカー専門部会 青木町公園　陸上競技場

3月 野球 第44回東日本軟式野球大会県予選（1部） 埼玉県野球連盟 青木町公園　野球場

令和２年度　スポーツ大会開催予定（県大会以上）

開　催　日　程

４月

5月

6 土、7 日､ 14 日

10 金、13 月～17 金

８月

6月

7月

20 土､ 21 日､ 27 土

９月

10月

1月

2月

19 土、20 日､ 26 土
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