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No.10

ご挨拶

平成27年度体育協会を振り返って

会長　杉田　芳男

理事長　木村　昌保

　三寒四温の中、次第に春めいてまいりました。

　西尾市体育協会の皆様には、日々心技

体の研鑽に余念なくお過ごしのことと存

じます。昨年の理事・評議員会で当協会

長の重責を頂き、身の引締まる毎日です。

　さて、当協会の目的は次代を背負う若

者に夢を、市民の皆様の健康増進に寄与

することと思います。併せて国体レベル

で通じるような選手の育成、輩出と思います。

　そのために体育施設・設備の充実や体育人口の増加に向けて、行政や関係諸

団体へ協会諸兄と力を合わせ遂行してまいりたく思います。

　具体的には公式試合の出来る施設完備を目指し、市外からの公式試合参加者

を増やすことで、結果的に経済効果、観光客誘致に繋がるものと確信していま

す。

　皆様のご協力を衷心よりお願いしご挨拶と致します。

　平成27年度も終わろうとしています。この一年を振り返ると、二つの大き

な改革に着手いたしました。

　一つ目は会長職が、市長から民間の杉田芳男氏に代わりました。難問山積で

身動きが取れない状態でいた総合運動場整備の問題点を洗い出し、整理を進め

ました。行政との太いパイプを活かし、僅かですが前進し動き始めました。

　二つ目は、法人化検討委員会を立ち上げて、その委員長に学識経験者として

伊藤則男氏をお迎えしました。他市体育協会の視察を通じて、法人化の利点や

欠点を聴取し「なぜ法人化するのか」を調査・研究していただいています。

　またその他の活動では、総合運動場整備基金へ多くの競技団体の皆様にご協

力いただき、公式競技場早期建設の機運が着実に高まっており感謝申し上げま

す。

　来年度は、動き始めた懸案がよ

り一層前進することを祈念して

います。皆様のご協力とご支援を

心よりお願い申し上げます。

評議員会風景

常任理事会風景
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にしお駅伝
フェスティバル2015

部門 第1位 第2位 第3位
1部 Ｉ．Ａ．Ｒ．Ｃ 安城学園高校 西尾で真剣に走る会
2部 安城学園高校 岡崎商業高校 岡崎東高校
3部 選抜大府 逢妻中学校Ａ 平坂中学校Ａ
4部 MAX2 OKAZAKI 矢作北中学校 S.Tgirl
5部 Ｓ・Ｔ－Ａ 当然真っ向勝負 一南小選抜

6部 トヨタ車体トライ
アスロンクラブ 西尾走友会Ａ すずみそ炎の

ランナークラブ

◆ 成 績

　12月20日（日）愛知こどもの国で開催し

ました。当日は風もなく快晴で暖かく、選手

は気持ち良く走れたと思います。

　7部門224チームのエントリーがあり、

起伏に富んだコースで声援が送られる中、

全チームが楽しい汗をかき完走しました。

結果は下記のとおりです。

　来年も開催しますので、是非ご参加くだ

さいますようお願いします。

平成27年度

西尾市・赤穂市
スポーツ親善交流会

日時 　平成27年11月14日(土)・15日(日)
場所 　西尾市総合体育館・西尾小学校体育館

体育協会出向

Bコース
スタート

沢山の応援

Aコーストップ
グループの力走

一色高校和太鼓部の演奏

デンソーと赤穂市エスコートキッズ出迎え

見送り記念品交換

トヨタ紡織と西尾市エスコートキッズ

ミニバスケットボール

西 尾 市体育
協
会 

杉
田
芳
男会長

2部高校女子・一般女子　第1位

杉田会長鹿島会長
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毎週土曜日、19時
から市総体武道場
で、一般の稽古会
を行っています。常
に心身の鍛錬を通し
て、人間形成を目ざ
しています。

平坂剣友会主催による
第59回劔の式剣道大会

小・中学校（男・女）の部と一般
の部で熱戦が展開されました。

参加者全員が見守る中での、

一般の部決勝戦

剣道では見て学ぶことも

上達の一手です

1月1日西野町剣修会主催

による剣道元旦初稽古会

53年間に渡る伝統行事として、

西尾剣連会員の多くが、竹刀を交えます

初稽古も終え、

一同黙想をして、心を鎮め、

一年の誓いを立てます

剣道連盟
毎週土曜日19〜21時吉良中武道場にて練習和と礼節を重んじて青少年の健全育成に努めてまいります。

ソフトボール協会は、生涯スポーツとして老若男女を問わず多くの市民が楽しめるスポーツ活動を
行っています。

空手道協会

三和VS錦、
本塁クロスプレー

優勝候補桜林から
ストライクスリー。

県小学生西三優勝
東部ジュニアのエース。

県小学生新人優勝

中部スターズのエース

組手　試合風景

ソフトボール
協会

女子の中段ケリが

入ってます

形（平安二段）
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クリアーでしっかり繋ぐ

目標は５０ｍ先の
ホールポスト！

今年度は審判技術向上
のため県協会の審判委
員会から講師を招き技
術講習会を実施しまし
た。また協会員の協力
を得てジュニア育成に力

をいれています。

サービス一本集中

スマッシュで決める

審判技術講習会開催

アッ！クラブが…。

ライバルが注目、

ここは慎重に！

ライバルのボールの行方が

気になります。

バレーボール協会5つのカテゴリーが

あり、それぞれ大会や

審判研修会を行っています。

バレー塾を開講するなど、

少年少女世代の育成にも

力を入れています。

会長！ナイスパットです。

　市外（下呂市）一泊研修ツアー参加者勢揃い

醍醐味、
フライングレシーブ！

参加チーム募集中、
一般女子

華麗なスパイク！追込まれても
根性で繋ぐ

迫力満点、一般男子の部

バドミントン
協会

グラウンド・ゴルフ協会
「いつでも、どこでも、

誰にでも、楽しくできる」

グラウンド・ゴルフを皆で

楽しんでおります。

会員の平均年齢は74〜75歳位ですが、毎日元気に笑顔で交流を深め合い練習をしております。
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野球協会

卓球協会

事業名 開催期日 開催場所

平成28年度リーグ戦 3月27日〜
11月20日 総合グラウンド他

第36回全日本学童少年野球大会 3月27日 みなとまち1号緑地
平成28年度
協会長杯争奪大会

3月20日〜
5月22日　

矢作川西尾緑地・
みなとまち1号緑地

第33回全日本少年大会 4月　 9日
4月10日　 総合グラウンド

第22回西尾市長旗兼福地
ファイターズ結成20周年記念大会

4月17日〜
5月1日　 総合グラウンド他

平成28年度
協会長杯争奪大会

4月23日
4月24日

各中学校
グラウンド

第60回中日少年大会 6月　 5日〜
6月26日

矢作川西尾緑地・
みなとまち1号緑地

第62回市民体育大会兼
第38回市長旗争奪大会

6月19日〜
9月25日 総合グラウンド他

第60回中日少年大会 7月　 2日〜
7月　 3日 総合グラウンド

第62回市民体育大会 7月17日〜
9月25日

矢作川西尾緑地・
みなとまち1号緑地

第35回愛知県学童新人大会 9月18日 矢作川西尾緑地・
みなとまち1号緑地

第6回高松杯争奪大会兼
第36回中日旗争奪大会

9月18日〜
12月18日 総合グラウンド他

事業名 開催期日 開催場所
第49回西尾市春季卓球大会 4月10日 総合体育館
第34回西三河レディース卓球大会 5月　8日 総合体育館
第47回西三河中学校卓球大会 6月　5日 総合体育館
愛知県マスターズ（団体） 6月11日 総合体育館
第48回鶴城杯争奪卓球大会 7月　3日 総合体育館
第50回西尾市秋季卓球大会 9月　4日 総合体育館

弓道連盟
事業名 開催期日 開催場所

月例大会 4月24日 総合体育館弓道場
中部ねんりん弓道大会 5月　7日 総合体育館弓道場
月例大会 5月22日 総合体育館弓道場
西尾市総合体育館
弓道場竣工記念大会 6月　5日 総合体育館弓道場

中学生実技講習会 8月　6日 総合体育館弓道場

西尾市市民体育大会 9月17日
9月25日 総合体育館弓道場

ソフトテニス協会
事業名 開催期日 開催場所

第25回ソフトテニス協会長杯大会 4月　3日 西尾公園コート
西尾市中学生団体対抗大会 4月17日 西尾公園コート

西尾市中学生ソフトテニス大会 4月24日 西尾公園コート
一色中学校

第21回グリーン＆ローズ杯団体対抗大会 5月　8日 西尾公園コート
協会親善大会 5月29日 デンソーコート
第20回理事長杯大会 6月12日 西尾公園コート
第42回幡豆ソフトテニス大会 7月　3日 幡豆ふれあいコート
第43回西尾六万石杯団体対抗大会 7月17日 西尾公園コート
第3回にししんカップ
西尾市近隣小学生大会 8月　7日 西尾公園コート

赤M杯県小学生大会西三河予選 8月20日 西尾公園コート

西尾市中学校新人戦（個人戦） 8月28日 西尾公園コート
東部中学校

第42回西尾市長杯大会 9月　4日 西尾公園コート
第18回西尾レディースカップ 9月　8日 西尾公園コート
市民体育大会（小学生・一般・壮年男女） 9月25日 西尾公園コート

バレーボール協会
事業名 開催期日 開催場所

第91回市民総合バレーボール大会
・一般の部
・中学男女の部
・ママさんの部
・ソフトバレーの部

4月10日
　　29日
5月15日
　　28日

中央体育館
総合体育館
総合体育館
総合体育館

前期交流リーグ戦一般の部 5月　8日 中央体育館
第10回エアリービーズ杯争奪バレーボール大会
・中学校の部
・小学校の部

6月　4日
　　25日

中央体育館

審判研修会 ママさんの部 6月　5日
9月17日 総合体育館

第38回協会長杯争奪バレーボール大会
・小学校の部
・ソフトバレーの部

6月11日・18日
6月26日・9月18日

中央体育館
一色町体育館B&G海洋C

第38回市長杯争奪バレーボール大会
・ママさんの部
・一般の部
・中学校の部

6月12日
7月31日
8月27日

総合体育館
中央体育館
中央体育館

第18回シャオ杯争奪バレーボール大会
ママさんの部 8月27日 総合体育館

第62回西尾市民体育大会 9月18日 中央体育館
第6回代表決定大会 ママさんの部 9月22日 総合体育館

剣道連盟
事業名 開催期日 開催場所

西三河剣道級審査会 4月　3日 総合体育館
西尾市剣道連盟総会 4月10日 Aコープ桜町店
高体連西三河予選（個人） 5月　3日 鶴城体育館
高体連西三河予選（団体） 5月　7日 鶴城体育館
第91回東剣会剣道個人選手権大会 5月　7日 室場小学校
西尾市剣道連盟指導者講習会 5月　8日 総合体育館
第128回市内剣道個人選手権大会 5月28日 平坂中学校
第60回小学校剣道大会 6月26日 八ツ面小学校
西尾市中学校総合体育大会・剣道 7月16日 福地中学校
西三河中学校選手権大会・剣道 7月22日 総合体育館
西三河初〜三段剣道形講習・審査会 7月24日 総合体育館
愛知県総合体育大会・剣道 7月29日 総合体育館
鶴剣会暑中合同錬成大会 8月　6日 鶴城小学校

東海中学校総合体育大会・剣道 8月　9日
8月10日 総合体育館

西尾市小学校総合体育大会・剣道 8月26日 総合体育館
西三河剣道級審査会 8月21日 総合体育館
西尾芳友会剣道錬成会 8月21日 総合体育館
西三河剣道段別選手権大会 9月　3日 総合体育館
西野町剣修会合同錬成大会 9月24日 西野町小学校

陸上競技連盟
事業名 開催期日 開催場所

第69回　西尾市陸上競技
記録会　小・中・高・一般 5月　8日 総合グラウンド

愛知駅伝選手選考競技会
小・中・一般 9月24日 総合グラウンド

柔道会
事業名 開催期日 開催場所

西尾市少年柔道大会 7月　3日 中央体育館
今野新次郎杯少年柔道大会 9月11日 中央体育館

アーチェリー協会
事業名 開催期日 開催場所

月例会（50m・30m）
4月24日・5月22日
6月26日・7月24日
9月18日

市 運 動 公 園
アーチェリー場

会長杯（50m・30m） 8月28日 市 運 動 公 園
アーチェリー場

初心者教室
5月7日・14日・21日・28日
6月4日・11日・18日・25日
7月2日・9日（10回）

市 運 動 公 園
アーチェリー場

※詳細は各競技団体に確認してください。

平成28年度　上半期事業計画書
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ソフトボール協会 グラウンド・ゴルフ協会

ゲートボール連盟
事業名 開催期日 開催場所

西尾市ゲートボール連盟
春の大会 5月28日 吉良町コミュニティー

公園運動場
西尾市ゲートボール連盟
親睦大会 7月　 3日 古川

ゲートボール場

西三河四市親睦GB西尾大会 9月18日 西野町
スポーツ広場

テニス協会
事業名 開催期日 開催場所

第27回西尾市
シングルス選手権大会 4月10日 市民運動広場

春季西尾市民テニス大会 5月15日 市民運動広場
第13回西尾団体選手権大会 6月12日 市民運動広場
第8回チャレンジ大会 7月　 3日 市民運動広場
県スポレク選抜大会 8月　 7日 市民運動広場
西尾ミックステニス
トーナメント 9月　 4日 市民運動広場

バドミントン協会
事業名 開催期日 開催場所

第31回混合ダブルス大会 4月17日 中央体育館
第32回新人戦シングルス大会 6月　 5日 中央体育館
第50回レディース大会 7月　 5日 中央体育館
第33回協会長杯大会 8月28日 中央体育館
第32回新人戦ダブルス大会 9月11日 中央体育館
第62回西尾市市民体育大会 9月25日 総合体育館

事業名 開催期日 開催場所
NGGA春季親睦G・G大会 4月25日 総合グラウンド
第6回西尾市シニア
グラウンド・ゴルフ大会 6月　 8日 坂田球場

第4回西尾GCG・Gオープン大会 7月　 4日 西尾GC　
G・Gコース

NGGA夏季親睦G・G大会 7月28日 坂田球場

NGGAティア杯争奪G・G大会 8月　 8日 西尾GC　
G・Gコース

第7回西尾GC
G・Gサマー大会 8月22日 西尾GC　

G・Gコース
NGGA創立20周年記念G・G大会 9月22日 坂田球場

インディアカ協会
事業名 開催期日 開催場所

西三河支部大会 5月29日 中央体育館
近郊交流会 6月26日 中央体育館

サッカー協会
事業名 開催期日 開催場所

西尾市フットサルリーグ 4月より基本
第4日曜日 中央体育館

少年少女年少サッカーリーグ 4月より
毎週日曜日 矢作川緑地

ドッジボール協会
事業名 開催期日 開催場所

ドッジボールフェスタ 4月　 3日 総合体育館
茶々杯 5月　 3日 総合体育館
アルテミスカップ 7月17日 中央体育館
市民体育大会 8月28日 総合体育館
ジュニア大会 9月18日 中央体育館

水泳協会
事業名 開催期日 開催場所

競泳競技規則及び泳法講習会 6月19日 ホワイトウェーブ21
第40回小中学生水泳記録会 8月　 7日 西尾小学校プール
第62回市民水泳大会 8月21日 平坂中学校プール

バスケットボール協会
事業名 開催期日 開催場所

第3回アイケン杯（ミニバスの部） 4月　 3日 総合体育館
第44回西尾市バスケットボール
選手権大会
・中学の部
・一般の部

4月23日・24日
5月8日・15日・22日

総合体育館
中央体育館

愛知ミニバス連新人戦西三河
大会（ミニバスの部）

6月18日
  　19日
  　25日

総合体育館

第22回西尾市
バスケットボールリーグ
（一般の部）

6月26日
7月　 3日
  　10日
  　24日
　　31日

総合体育館
中央体育館

第6回西尾市中学校
バスケットボールチャレンジ
カップ（中学の部）

8月　 6日
　　　 7日 総合体育館

高等学校夏季選手権大会・
決勝（高校の部） 8月　 9日 総合体育館

第11回ジュニア西尾杯 8月20日
  　21日 総合体育館

高校審判講習会 8月20日 中央体育館

第62回西尾市市民体育大会
バスケットボール（小学の部）

8月23日
　　26日
9月　 4日

総合体育館

第62回西尾市市民体育大会
バスケットボール（一般の部） 9月25日 総合体育館

西尾市小学生サタデープラン
バスケットボール教室
計11回

4月16日〜
9月24日 中央体育館

事業名 開催期日 開催場所
第４1回一般男子協会
結成記念大会兼
西三河大会西尾予選

3月20日
  　27日
4月　 3日

矢作川緑地
グラウンド他

第２9回小学生男子協会
結成記念大会 4月　 3日 坂田球場

第4回
高校生女子協会長杯大会 4月　 2日 西尾東高校

グラウンド

一般男子協会リーグ戦 4月17日
〜9月

矢作川緑地
グラウンド他

第30回全日本小学生男子
ソフトボール大会西三河予選

4月10日
　　17日 坂田球場

第３9回
中学生女子協会長杯大会

4月10日
  　23日

一色中学校
グラウンド

第41回県レディース大会
西三河予選

4月30日
5月　 1日 坂田球場

小学生男子協会リーグ戦 5月29日
〜9月 坂田球場他

第３9回一般男子協会長杯
大会兼県会長杯大会西尾予選

5月22日
　　29日
6月　 5日

矢作川緑地
グラウンド他

第29回小学生男子協会長杯大会 6月19日 坂田球場
第46回小学生男子大会
西三河予選

7月16日
　　17日 坂田球場

第33回県知事杯争奪大会
西三河予選

7月31日
8月　 7日 坂田球場

スポレク2016西三河予選 8月28日 坂田球場
第24回県小学生男子ソフトボール
新人大会西三河予選

9月　 3日
　　　4日 坂田球場

第62回西尾市市民体育大会
ソフトボールの部

9月11日
〜10月2日

矢作川緑地
グラウンド他

※詳細は各競技団体に確認してください。


