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時半に集合し、モップで水を掃き、その

各支部・
各支部・連盟からの
連盟からの活動報告
からの活動報告

後砂を撒き大会に備えました。
今回は、グラウンドゴルフは 90 名が

所沢若松クラブ全国大会へ

16 ホールに、ペタンクは 100 名が 6 コー

全日本 9 人制バレーボール総合女

トに４チームが入りリーグ戦を行いまし

子選手権大会と、スーパー9・オー

た。今回は時間制も取り入れての大会で

ルスターズ 2 大会への出場決める

した。グラウンドゴルフはホールインワ
ンが 12 名出るなど各地域での練習の成
果が出された大会でした。前回より参加
者が増えた事は、喜ばしい事でした。
中央地区では現在 11 月の体育祭の準
備も進めております。

埼玉県マスコット
「コバトン」

各支部・
各支部・連盟からのお
連盟からのお知
からのお知らせ
10 月～12 月までの活動予定！！

○バレーボール連盟
バレーボール連盟
■第 36 回所沢市バレーボール連盟会長
旗争奪男女選手権大会 ≪期日≫9 月 28
日(日)≪内容≫バレーボール（9 人制）大
会≪会場≫市民体育館≪対象≫一般女子
■第 47 回所沢市民総合男女バレーボー
ル大会 ≪期日≫10 月 19 日(日)・11 月
9 日（日）
・11 月 24 日（月）≪内容≫一
般（9 人制）
・小・中学生（6 人制）バレ
ーボール大会≪会場≫市民体育館≪対象
≫一般男女

9 月 15 日（月) 熊谷スポーツ文化公
園体育館で開催されたｽｰﾊﾟｰ９・オールス

○ソフトテニス連盟
ソフトテニス連盟

ターズ・フェスティバル埼玉県予選会で、

■初心者ソフトテニス教室 ≪期日≫11

所沢若松クラブが下記の戦績で優勝し、

月 5 日(水)、10 日（月）
、12 日（水）
、17

12 月 11 日から北海道釧路市でおこなわ

日（月）
、19 日（水）≪内容≫初心者及

れる全国大会への出場を決めました。

び初級経験者対象、
参加費 500 円(保険料)

１回戦 若松２
若松２－０（楽打倶楽部）

▲開会式の様子

住・在勤者≪申込み≫10/26(日)までラケ

準決勝 若松２
若松２－０（川口ＥＳＰＥ）
決

勝 若松２
若松２－０（岩槻白鶴ク）

また、9 月 21 日(日)に行われた全日

≪会場≫北野総合運動場≪対象≫市内在

平成１９
平成１９年度地区体育祭
１９年度地区体育祭はじまる
年度地区体育祭はじまる
トップをきった
トップをきった柳瀬地区体育祭
をきった柳瀬地区体育祭

ットショップ・フジﾞ所沢店(仙波)
℡2928‐0288
■所沢レディー

本 9 人制バレーボール総合男女選手権
大会埼玉県予選会では、順当に決勝に
コマを進めましたが、実業団パイオニ

トテニス大会

ました。

○柳瀬地区（柳瀬中学校）9/14
「第 7 回柳瀬地区体育祭」
○新所沢東地区（美原小学校）9/28

しかし、11 月 22 日から甲府市で行われ

「第 33 回新所沢東地区親睦運動会」

る全国大会への出場権は得ています。

○松井地区（和田小学校）10/5
「第９回松井地区ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
○富岡地区（富岡中学校）10/12
「第 51 回富岡地区体育祭」予備日 10/13
○小手指地区（上新井小学校）10/12
「第 54 回小手指地区体育祭」
予備日 10/13
○並木地区（中央小学校）10/12
「並木ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」予備日 10/13
○山口地区（狭山湖運動場）11/9
「山口地区ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ﾍﾟﾀﾝｸ大会」
○吾妻地区（南陵中学校）10/19
「吾妻ふれあいｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2008」
○新所沢地区（北小学校）10/5
「第 17 回新所沢地区運動会」
予備日 10/7
○三ヶ島地区（三ヶ島中学校）10/12
「三ヶ島地区ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会」
○中央地区（所沢小学校）11/2
「中央地区体育祭」

アと対戦し、惜しくも敗れ 2 位となり

１回戦 若松２
２－０(桃源郷)
準決勝 若松２
２－０(ＲＥＩＮＡＳ)
決

勝 若松０
０－２(パイオニア)

ご声援をお
声援をお願
いします。
をお願いします。

平成 20 年度
中央地区ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ﾍﾟﾀﾝｸ大会

埼玉県マスコット
「コバトン」

第 8 回を迎えた大会は、9 月 7 日（日）
明峰小学校校庭で開催されました。
前夜からの雨で水たまりがありました
が、体育指導委員、各町内体育部長が 6

スオープンソフ

各地区体育祭・
各地区体育祭・運動会・
運動会・ｽﾎﾟ
ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 大会等予定

≪期日≫11 月 22
日(土)≪内容≫女
埼玉県マスコット
「コバトン」

子 40 歳以上の大

会≪会場≫北野総合運動場 ≪対象≫ソ
フトテニス愛好者≪申込み≫10/26(日)ま
でラケットショップ・フジ所沢店（仙波）
℡2928‐0288（仙波）
○柔道・
柔道・剣道・
剣道・弓道連盟
弓道連盟
■平成 20 年度第 49 回所沢市青少年三道
大会 ≪期日≫11 月 9 日(日)≪内容≫柔
道・剣道・弓道≪会場≫所沢市民武道館
≪対象≫市内在住・在勤・在学で満 30
歳以下≪申込み≫10 月 8 日(水)まで、参
加料 300 円、スポーツ安全保険に加入
○なぎなた連盟
なぎなた連盟
■技術向上研修会 ≪期日≫10 月 28 日
(火)11:00～15:00≪内容≫講義・実技≪会
場≫所沢市民武道館≪対象≫全会員≪申
込み≫℡042-978-2464（鈴木）まで

■なぎなた体験教室 ≪期日≫11 月 7 日

○中央支部

り、会場のレイアウトが一部変更になり

(金)～11 月 28 日（金）毎週金曜日 11:00

■中央地区ソフトボール大会 ≪期日≫

ますが、よろしくお願いします。

～13:00≪内容≫なぎなたの基本・練習

11 月 30 日(日)≪内容≫ソフトボール≪

≪会場≫所沢市民武道館≪対象≫成年男

会場≫明峰小学校／所沢小学校≪対象≫

駐車場（Ｄ駐車場）を予定しております。

女(年齢問わず) ≪申込み≫保険料 500 円

町内チーム≪申込み≫代表者会議出席

※ 大会当日は
大会当日は 、市内交通規制にご
市内交通規制にご協力
にご協力

/運動のできる服装で

○吾妻支部

(藤木)℡2995-5625

■ソフトバレーボール大会 ≪期日≫11

○ボウリング連盟
ボウリング連盟

月 15 日(土)≪内容≫ソフトバレーボール

■第 7 回所沢市町内有志親睦ボウリング

≪会場≫南陵中学校≪対象≫吾妻地区の

大会 ≪期日≫11 月 15 日(土)≪内容≫

チーム≪申込み≫吾妻公民館

①一般チームの部 ②ファミリーチーム

○新所沢東支部

の部(ハンデ有)≪会場≫所沢スターレー

■第 13 回ウォーキング大会 ≪期日≫

ン≪対象≫同町内・家族≪申込み≫(三橋)

11 月 30 日(日)≪内容≫地域散策(約

℡2923-3101 fax2923-3001：先着 36

10km)※体力つくりと親睦を図る≪会場

チーム、参加費①1 人 2,000 円②大人

≫新所沢東地区≪対象≫小学生以上※小

1,500 円子供 1,000 円

学生は保護者(18 才以上)同伴≪申込み≫

○サッカー協会
サッカー協会

新所沢東公民館

■第 3 回所沢市女子サッカー大会 ≪期

○三ヶ島支部

日≫10 月 26 日(日)≪内容≫一般の部／

■新体力テスト ≪期日≫11 月 25 日

全な普及及び発展に貢献し、地域におけ

少女の部《主催》所沢市サッカー協会≪

(日)≪内容≫体力維持の為のﾁｪｯｸ≪会場

るスポーツの振興に顕著な成果をあげた

会場≫北中運動場(第１・２グラウンド)

≫三ヶ島地区体育館≪対象≫三ヶ島地区

スポーツ関係者及びスポーツ団体の表彰

≪対象≫所沢市内女子チーム及び招待チ

≪申込み≫三ヶ島公民館

です。

をお願
をお願いします。
いします。

■平成 20 年度所沢市民総合体育大会兼
第 38 回所沢市サッカー選手権大会 ≪
期日≫11 月中旬～12 月(日曜日)《主催》
所沢市体育協会《主管》所沢市サッカー
協会及び社会人サッカー連盟≪会場≫北
野総合運動場・北中運動場≪対象≫市社
会人サッカー連盟登録チーム及び市内一
般チーム≪申込み≫9 月下旬(市広報等に
より公募)：①大会参加費あり②雨天中止
の場合あり

第９回所沢市陸上競技選手権大会
体育の
体育の日に開催！！
開催！！
毎年恒例の陸上競技選手権大会が１０
月１３日（月・祝）体育の日に開催され
ます。
と

き：１０月１３日（月・祝）

ところ：早稲田大学所沢キャンパス陸上
競技場（3 種公認）
種

目：各部門規定の種目

部

門：男女それぞれ、小学生(5･6 年)

○ゴルフ連盟
ゴルフ連盟

む）
、壮年の部

≪期日≫11 月 20 日(木)≪内容≫チーム
登録制（4 人 1 チーム)※老若男女誰でも
気軽に参加できます。
≪申込み≫事務局まで
㈱鉄道広告社内 (小菅)
ＦＡＸ

TEL2991-2888
FAX 2991-3885
○空手道連盟
空手道連盟

埼玉県マスコット
「コバトン」

■第 20 回所沢市空手道選手権記念大会
≪期日≫11 月 24 日(月)
≪内容≫組手競技・形競技
≪会場≫所沢市民武道館

表彰式（10 月 7 日）には、クラブを代
表し副会長の早稲田大学スポーツ科学
部・宮内孝知さん、仲吉秀洋さん、事務
局長の藤政きよさんが出席の予定です。
総合型クラブとは
総合型地域スポー
ツクラブとは、主
にヨーロッパ諸国
などに見られる地

を含む、様々なスポーツを愛好する

認定を受けられる大会

加者で認定を受けるに

それぞれ表彰されます。

おいて、子どもから高齢者･障害者まで

陸上競技連盟公認記録

一般・壮年の参

150名、生涯スポーツ優良団体134団体が

域のスポーツクラブの形態で、地域に

その他：本大会は日本

人々が参加できる、総合的なスポーツ

です。

≪会場≫久邇ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

文部科学省「
文部科学省「生涯スポーツ
生涯スポーツ優良団
スポーツ優良団
表彰」
所沢西地区総合型スポ
体表彰
」を所沢西地区総合型
スポ
ーツクラブが
ーツクラブが受賞

今年度は、全国で生涯スポーツ功労者

中学生(共通)、一般(高校生含

■第 42 回所沢市民ゴルフ大会

▲昨年の大会の様子

地域または職域におけるスポーツの健

ーム≪申込み≫既に終了：①大会参加費
あり②雨天等により大会期間延長あり

今年度は、メイン会場に旧ユネスコ村

クラブです。
埼玉県マスコット
「コバトン」

クラブへの問い合わせ

は、同連盟の登録が必要です。

〒359-1164

詳しくは事務局へ。

埼玉県所沢市三ヶ島 3-1407-1
WASEDA Club 2000

第１９回所沢シティマラソン大会

クラブハウス
（受付:13:00-17:00）

１２月７日（日）に第１９回所沢シティ
マラソン大会が開催されます。
西武ドームでは、昨年度に引き続き改
修工事（第 2 期改修工事）を予定してお

TEL&FAX:04-2947-3481
HP:http://blog.livedoor.jp/
wasedaclub2000
E メール：club2000net@ybb.ne.jp

