
月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　考

４/１８(土) 蔵のまち喜多方桜ウォーク２０２０［市内コース/スポーツ広場/薬草園］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

1/1(金) ２０２１元日マラソン大会（第５７回大会）［市民ホール/市内コース］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　考

6/7(日)

予：6/14(日)

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

8/30(日)

予：9/13(日)

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

第１４回市町村対抗福島県軟式野球大会

※教委より事務移管※会計は実行委員会で処理

7/9(木) 第１回実行委員会［押切川公園体育館］

9/12(土) １回戦勝ち５対２南相馬市［小野あぶくま球場（小野町）］

   20(日) ２回戦負け０対２いわき市［牡丹台野球場（須賀川市）］

2/5(金) 第２回実行委員会※書面開催

9/26(土) 第７回喜多方こども駅伝大会［スポーツ広場］

予：9/27(日) 　 ※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

9月最終の日 第３０回福島県市町村ゲートボール大会［市町村持ち回り］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

第７回市町村対抗福島県ソフトボール大会［相馬光陽ソフトボール場（相馬市）]

※教委より事務移管※会計は実行委員会で処理

7/15(水) 第１回実行委員会［押切川公園体育館］

10/17(土) １回戦勝ち９対４湯川村戦

     24(土) ２回戦抽選勝ち３対３二本松市　準々決勝勝ち８対５伊達市

     25(日) 準決勝戦５回コールド勝ち１３対３いわき市　決勝戦負け１対７福島市　【準優勝】

3/12(金) 第２回実行委員会※書面開催

第３２回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会［郡山市～福島市９区間］

9/4(金) 第１回実行委員会［押切川公園体育館］

11/15(日) 総合１２位　市の部７位

3/15(月) 第２回実行委員会※書面開催

第７３回福島県総合体育大会県民スポーツ大会耶麻方部大会［押切体育館/熱塩加納
体育館/熱塩加納多目的広場/熱塩加納運動場テニスコート］

第７３回福島県総合体育大会県民スポーツ大会会津地域大会［北会津方部※三方部
持ち回り］

　［★：単年度／【新】：新規］

▼定款第４条（１）市民の健康増進と体力の向上に関すること　　に係る関係事業

▼定款第４条（２）市スポーツ水準の向上を図るとともに、各種体育大会等への役員、競技者派遣に関すること

　　に係る関係事業

公益財団法人喜多方市体育協会

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

令和２年度 事 業 報 告 書

（案）
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月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　考

日時未定 スポーツ指導者講習会［押切体育館サブor会視］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

月　　日 事業名　［会場 ］／実績等 備　考

5/30(土)

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

6/７(日)

予：6/1４(日)

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

7/5(日) ★２０２０オリンピックデーラン喜多方大会（１６回目）［スポーツ広場/押切体育館/他］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

7/12(日) 令和２年度喜多方市民バレーボール大会［押切体育館メイン］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

7/22-8/28毎水 令和２年度喜多方市民ソフトボール大会［スポーツ広場（ナイター）］

予:毎金 ※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

8/8土-16(日) 令和２年度喜多方市民野球大会［押切川球場・ひばりヶ丘球場］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

8/9(日) 第１７回喜多方市民サッカー大会［スポーツ広場］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

8/22(土)-23(日) 第６回喜多方市民バスケットボール大会［押切体育館メイン・サブ］

8/29(土)-8/30(日) ※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

8/23(日) 第５１回喜多方市民水泳大会［市民プール］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

9/6(日) 令和２年度喜多方市民剣道大会［押切体育館メイン］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

9/13(日) 第１１回喜多方市民テニス大会［熱塩加納運動場テニスコート］

予：9/20(日) ※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

9/１３(日) 第１４回きたかた駅伝競走大会［熱塩加納（予定）］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

10/11(日) 第３９回喜多方市民弓道大会［喜多方市武道館弓道場］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

10/17(土) 第５５回喜多方市民柔道大会［喜多方市武道館］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

11/3(火)

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

11/22(日) 第４０回喜多方市民バドミントン大会［押切体育館メイン・サブ］

個人男子４名　ダブルス１３組２６名　合計延べ３０名参加

※新型コロナウィルス感染症防止対策（開閉会式などの簡略化・健康状態確認シートの
提出・検温・アルコールの設置・無観客試合・原則マスク着用など）を講じて、一般成人部
門のみ実施。

▼定款第４条（３）スポーツ指導者の養成及び資質向上に関すること　　に係る関係事業

▼定款第４条（４）各種講習会、競技会の開催並びに援助に関すること　　に係る関係事業

▽「各種講習会・競技会の開催」関係の事業

第34回喜多方市民ゲートボール大会［ＪＡ会津よつば高齢者活動支援施設屋内ゲート
ボール場/夢の森屋内運動施設］

第７３回福島県総合体育大会県民スポーツ大会喜多方市予選大会［押切体育館/熱塩
加納体育館/熱塩加納多目的広場/熱塩加納運動場テニスコート］

第３６回蔵のまち喜多方健康マラソン大会　［押切体育館/スポーツ広場～市内各コー
ス］
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【男子シングルス】　第１位　青柳義樹（塩川クラブ）　第２位　江花真（塩川クラブ）

第３位　佐々木歩夢（喜多方）

【男子ダブルス】　第１位　外島誠司・青柳　義樹（塩川クラブ）　第２位　大竹一弘

・江花真（塩川クラブ）　第３位　目黒修・鴇巣裕樹（昭和電工喜多方）

【壮年男子ダブルス】　第１位　庄司一寿・原浩久（ラリークラブ）

第２位　雪透・岩淵幸治（ラリークラブ）

【女子ダブルス】　第１位　大塚加代子（ラリークラブ）・塚野美和子（AAC）

第２位　大竹伸江・花見優子（ラッシュ）

【混合ダブルス】　第１位　外島誠司（塩川クラブ）・塚野美和子（AAC）

第２位　大竹一弘・庄司美咲（塩川クラブ）　第３位　岩淵幸治・岩淵理恵（ラリークラブ）

第２８回喜多方市民インドアソフトテニス大会［押切体育館メイン・サブ］

９部門に延べ１９２名が参加

1/9(土）

1/10(日)

1/11(月)

2/7(日) 第５４回喜多方市民卓球大会［押切体育館メイン］

※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

１月下旬～２ 第３回喜多方こどもスポーツまつり［押切体育館メイン］

月上旬の土曜 ※新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

3/7(日) 第５回喜多方市民ボウリング大会［喜多方スターボウル］

団体５チーム、男子の部１２名、女子の部１２名

団体戦　優　勝　塩川町体育協会大沢１２９９点※過去最高得点

　　　　 　準優勝　山都町体育協会広野１１７０点

           第３位　蔵の町テニスクラブＢ１１３７点

男子個人戦　優　勝　佐藤直人選手（蔵の町テニスクラブＡ）３８７点※二連覇

　　　　　　　　 準優勝　大場千春選手（塩川町体育協会大沢）３４０点

　　　　　　　　 第３位　中園道暁選手（山都町体育協会山都広野）３３５点

女子個人戦　優　勝　岩下いづみ選手（蔵の町テニスクラブＢ）３１３点

　　　　　　　　　　　　　　※過去最高得点／女子で初めて３００点超え

　　　　　　　　 準優勝　大場しのぶ選手（塩川町体育協会大沢）２８５点

　　　　　　　　 第３位　高橋初枝選手（塩川町体育協会大沢）２３９点

【男子１部】　優勝　中村亮介・遠藤晃宏（友の会・蔵の町クラブ）　準優勝　佐藤誠一郎・
上野幸洋（蔵の町クラブ）　第３位　冠木宏文・大堀恭太（蔵の町クラブ）
【男子２部】　優勝　皆川和男・若菜将喜（蔵の町クラブ）
【女子１部】　優勝　村岡真綾・堀内麻未（蔵の町クラブ）　準優勝　安部愛菜（喜多方ソフ
トテニス協会）・瓜生琉華（市立会北中学校）
【女子２部】　優勝　花見千恵子（友の会）・湯浅七海（喜多方ソフトテニス協会）
【壮年の部】　優勝　上野光晴・遠藤みや子（喜多方ソフトテニス協会・友の会）

【ミックスの部】　優勝　花見千恵子・中村亮介（友の会）　準優勝　渡部浩二・堀内麻未
（蔵の町クラブ）　第３位　坂本勝儀・村岡真綾（蔵の町クラブ）／古川好男・渡部明美（蔵
の町クラブ）
【スポーツ少年団の部】　優勝　皆川柊・小林穂乃花（喜多方ソフトテニススポーツ少年
団）　準優勝　大関詩史（喜多方ソフトテニススポーツ少年団）・瓜生菜奈（熱塩加納ソフト
テニススポーツ少年団）

※新型コロナウィルス感染症防止対策（開閉会式などの簡略化・健康状態確認シートの
提出・検温・アルコールの設置・無観客試合・原則マスク着用など）を講じて実施。

【中学男子の部】　優勝　武藤晃・五十嵐優太（喜多方第一中学校）　準優勝　中村快・遠
藤柊矢（喜多方第一中学校）　第３位　山口渓瑚・伊藤快（喜多方第二中学校）／渡部直
斗・佐藤大和（会北中学校）
【中学女子の部】　優勝　久家千夏・二瓶綾菜（喜多方第一中学校）　準優勝　大堀実弥・
三浦愛未（喜多方第二中学校）　第３位　二瓶玲・大堀蒼依（塩川中学校）／渡部友莉・
髙橋ひまり（塩川中学校）
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交付期間 交　付　先 結　果

Ｒ2.4 　熱塩加納体協・塩川体協・山都体協・高郷体協 実施

Ｒ3.3 　加盟団体（３２団体） 実施

月　　日 事　　　　　業　　　　　名　［ 会　場 ］ 結　果

＊ 　※スポ少総会に一任 ＊

月　　日 事　　　　　業　　　　　名 結　果

＊ ※R２-６は押切川公園体育施設の指定管理者に立候補せず ＊

月　　日 事　　　　　業　　　　　名 結　果

（公財）喜多方市体育協会表彰事業 実施

2/10(水) 令和２年度表彰者選考委員会（書面議決）

2/16(火) 会長に答申→優秀選手賞：個人４名団体２チーム　優秀指導者賞：１名を決定

※令和２年度表彰者は別紙名簿のとおり

＊ 会津地域連合会・県体協表彰候補者推薦事業 実施

加盟団体から該当者の推薦がなく会津地域連合会・県体協に推薦しなかった。

＊ 一般表彰候補者推薦事業（体育功労者文科大臣表彰/市表彰/他） 実施

月　　日 事　　　　　業　　　　　名 結　果

通年 印刷機リース事業（Ｒ2～６） 実施

○有料団体（１１団体）：１７件利用

○無料団体（喜多方市ふるさと振興（株））：２２件利用

各種事業・イベントの後援等事業 実施

8/19付け承認 種別：名義後援

申請団体：会津ソフトボール協会

2/19付け承認 種別：共催

事業名：蔵のまち喜多方桜ウォーク２０２１の共催

申請団体：蔵のまち喜多方桜ウォーク実行委員会

3/26付け承認 種別：名義後援

※注意；ａ「前年度実績及び決算関係書類・今年度計画及び予算関係書類」と「加盟団体調査報告書」

▽「各種講習会・競技会の援助」関係の事業

　　※予：⇒予備日

　　※〈市民スキー大会〉は平成15年度の第43回大会より当面の間中止。

▼定款第４条（６）体育施設の管理運営に関すること　　に係る関係事業

　　※会長が喜多方市スポーツ少年団「本部長」に委嘱されている。

▼定款第４条（５）スポーツ少年団に関すること　　に係る関係事業

　　　　　ｂ負担金及び新規加入金が未納である加盟団体には交付しない。

　　　　　　　の提出がない加盟団体には交付しない。　

事業名：幸楽苑カップ白獅子旗争奪第４３回福島県児童ソフトボール大会（会津地区予
選会）

上野健一氏の南区体育協会長退任に伴い令和２年度喜多方市表彰に推薦し11/10に
表彰された

▼定款第４条（８）その他目的を達成するために必要な事業に関すること　　に係る関係事業

▼定款第４条（７）スポーツについての功労者の表彰に関すること　　に係る関係事業
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事業名：第６１回福島県実業団男子ソフトボール選手権大会の後援

申請団体：会津ソフトボール協会

通年 情報公開事業 実施

○定款・Ｒ２事業計画書・H３１Ｒ１事業報告書・Ｒ２予算書・H３１Ｒ１決算書・関係者名簿

　・組織図をＨＰで公開

○ＨＰを活用し市内外へ各種情報を発信した。

通年 各種事務事業 実施

○各団体事務局・各種実行委員会事務局・各種大会事務局を担当。

3/27(土) 令和２年度表彰式・納会［押切川公園体育館２階会議室］

※表彰式：一般成人受賞者のみ表彰

※納会：新型コロナウィルス感染症防止対策のため中止

優秀選手賞：１チーム(９名)　優秀指導者賞１名　市体協関係者９名　報道２名

　計２１名参加

※新型コロナウィルス感染症防止対策（開閉会式などの簡略化・健康状態確認シートの
提出・検温・アルコールの設置・原則マスク着用など）を講じて実施。

※各団体事務局・各種実行委員会事務局は、「業務報告書　２．各団体事務局に関する
事項（１）団体事務局（２）実行委員会事務局」を参照
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