
事　　業　　名 会　　場 備　　考

4月 1-3/31
刈谷市体育協会創立50周年記念第50回刈谷市長杯総
合体育大会

各競技会場 主催事業

７ 刈谷市体育協会第1回評議員会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

17
刈谷市体育協会創立50周年記念第50回刈谷市長杯総
合体育大会総合開会式

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷 主催事業

19
刈谷市体育協会創立50周年記念第50回刈谷市長杯総
合体育大会各競技役員巡回視察

各競技会場 主催事業

5月 22 愛知県体育協会西三河支部理事・評議員会 西三河総合庁舎

26 刈谷市体育協会顧問・連盟会長・会社代表者会議 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

6月 3 愛知県体育協会第1回評議員会 KKRホテル

17-21
厚生労働大臣杯第58回全日本実業団バドミントン選
手権大会

広島県立総合体育
館他

ジェイテクト13人
豊田自動織機12人

7月 5 刈谷市体育協会創立50周年記念式典・祝賀会 刈谷市民会館 主催事業

10-13
第42回全日本６人制バレーボール実業団男女優勝大
会

島根県立浜山体育
館

アイシン精機12人
トヨタ車体14人
豊田自動織機16人

10-28 第12回世界男子ソフトボール選手権大会
カナダ・サスカツｰ
ン

デンソー1人
豊田自動織機3人

24-26 平成2１年度全日本卓球選手権大会(バンビの部)
グリーンアリーナ
神戸体育館

朝日小1人

24-26 第30回全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会 東舞鶴運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟8人

28-31 平成21年全国高等学校総合体育大会弓道競技大会
奈良県立橿原公苑
第１体育館

刈谷工高校2人

31-8/2 第30回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会 東舞鶴運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟3人

31-8/3 第25回若葉カップ全国小学生バドミントン大会 西山公園体育館
小垣江小1人
かりがね小1人

8月 6-9 第26回全日本小学生ソフトテニス選手権大会
長良川メモリアル
センター他

刈谷クラブ10人

14-16 第44回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会
国立霞ヶ丘陸上競
技場

科技高刈谷8人

22-10/18
愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル
2009西三河大会

西三河各会場 389人

26-30
第32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

東京辰巳国際水泳
場

刈谷南中4人
刈谷東中1人
雁が音中1人

30 2009全日本ジュニア綱引選手権大会
駒沢オリンピック
公園体育館

富士松南小2人

30 第61回愛知県青年体育大会(剣道) 愛知県武道館 剣道連盟8人

9月 4 刈谷市体育協会理事会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

11-13 第64回国民体育大会(会期前実施水泳競技) 新潟県下 刈谷市選手団3人

17 刈谷市体育協会理事会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

23 第64回国民体育大会刈谷市出場選手壮行会 刈谷市民会館 主催事業

19-22
日本スポーツマスターズ2009富士山静岡大会（バ
レーボール競技）

浜松アリーナ
アイシン精機1人
デンソー1人

26-10/6 第64回国民体育大会 新潟県下 刈谷市選手団64人

10月 25 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル県大会 愛知県武道館他 49人

30 第27回全日本卓球選手権大会(マスターの部) 岩国市総合体育館 卓球連盟1人

18-20
第22回全国スポーツレクリエーション祭スポレクみやざき
2009(ラージボール卓球)

宮崎県総合運動公園 卓球連盟1人

9-12
JOCジュニアオリンピックカップ第28回全日本ジュニアバ
ドミントン選手権大会

鳥取県米子市 依佐美中1人

平成21年度刈谷市体育協会事業報告

期　日



事　　業　　名 会　　場 備　　考

11月 5 刈谷市体育協会理事会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

13-15
JOCジュニアオリンピックカップ2009平成21年度全日本卓球選
手権大会(カデットの部)

広島県広島市 富士松中1人

14 第58回全国青年大会(ボウリング) ﾊﾀﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 刈谷市青年団6人

21-23 第42回全日本実業団ボウリング選手権大会 川崎グランドボウル デンソー4人

27-29 第8回日本バドミントンジュニアグランプリ2009大会 仙台市体育館 刈谷東中2人

12月 24-28 第18回全国小学生バドミントン選手権大会 千葉ポートアリーナ
小垣江小1人
かりがね小1人

1月 31 第51回刈谷市長杯総合体育大会スキー競技 鹿島槍スキー場 主催事業

2月 １ 刈谷市体育協会理事会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

25-28 第65回国民体育大会冬季大会スキー競技会 サッポロティネスキー場 刈谷市選手団3人

3月 6 刈谷市体育協会第2回評議員会 シャインズ

6･7
愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル
2009　県大会(スキー大会)

ほおのきスキー場 スキー連盟13人

7 2010全日本綱引選手権大会
駒沢オリンピック
公園総合運動公園

綱引連盟8人

10-14 第34回全日本マスターズスキー選手権大会 八海山スキー場 スキー連盟9人

16 愛知県体育協会体育表彰式 ウィルあいち 受賞3名

21 第24回ユニバーサルホッケー全国大会 千葉県浦安市 小高原小8人

26 愛知県体育協会第2回評議員会 ルブラ王山

27-30
第32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

東京辰巳国際水泳
場

刈谷南中4人
刈谷東中1人
小高原小1人

30-31 第9回全国小学生ソフトテニス大会
千葉県白子町テニ
スコート

市内小学生8人

補助事業

事　　業　　名 会　　場 備　　考

4月 1-3/31 平成21年度刈谷市ｽﾎﾟｰﾂ少年団事業

25-7/19 2009年春季ふれあい陸上教室 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

5月 2･3
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第19回選抜中学
生刈谷カップサッカー大会

港町ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ他

6月 6･7 2009｢刈谷ｶｯﾌﾟ｣第3回｢ﾗﾋﾞｯﾂ杯｣ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 刈谷市体育館

21 第3回ジュニアソフトテニス刈谷大会 住吉テニスコート

27・28 第14回中日本少年サッカーフェスティバル
ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷
他

7月 4-9/12 09年薄暮・ナイター陸上記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他

8月 14･15 第36回全国選抜少年ｻｯｶｰ刈谷大会 港町ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ他

22
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第37回全三河中
学校卓球大会

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

9月 20 第5回ジュニアソフトテニス三市大会 住吉ﾃﾆｽｺｰﾄ

10月 17 平成21年度刈谷市小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 住吉ﾃﾆｽｺｰﾄ

25 第32回刈谷市少年剣道大会 刈谷市体育館

11月 14
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第36回刈谷市近
郊中学校卓球大会

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

22 平成21年刈谷市柔道連盟 秋の錬成会
刈谷市体育館柔道
場

1月 9 平成21年度刈谷市柔道連盟少年柔道強化練習会 刈谷市体育館

24 平成21年度かりやﾗﾝﾅｰｽﾞ　ﾏﾗｿﾝ･ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ大会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他

事　　業　　名 会　　場 備　　考

期　日

期　日

期　日



1月 23-2/28 第3回刈谷中学生サッカー交流大会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他

2月 14 平成21年度かりやﾗﾝﾅｰｽﾞ　第13回駅伝ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他

20-27 第7回愛知県中学選抜軟式野球交流大会 刈谷球場他

3月 13
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第23回刈谷市中
学校卓球大会

刈谷市体育館

27･28 第14回刈谷レディースサッカーフェスティバル
ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷
他

後援事業

事　　業　　名 会　　場 備　　考

4月 25-7/19 09年春季ふれあい陸上教室 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

26-5/3
第31回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会刈谷市大
会兼赤星杯

刈谷球場他

5月 7-3/31 平成21年度少年柔道教室
刈谷市体育館柔道
場

7-3/31 平成21年度刈谷柔道クラブ柔道教室
刈谷市体育館柔道
場

9-12/19 平成21年度弓道教室
刈谷市体育館弓道
場

9･10 第11回ﾃﾞﾝｿｰｱｲﾘｽｶｯﾌﾟ刈谷市中学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 デンソー体育館

10 第37回刈谷市かきつばたマラソン大会
刈谷市総合運動公
園周辺

10 第18回六市対抗｢キャッチ旗｣争奪少年軟式野球大会 刈谷球場

11-3/29 平成21年度ソフトテニス教室 刈谷市体育館

14-3/18 平成22年度刈谷市卓球連盟卓球教室 刈谷市体育館

16-18 第42回日本女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ１部第３節刈谷大会 刈谷球場

31-6/14
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第57回全三河軟
式野球大会

刈谷球場他

31 第9回刈谷市テニス団体戦
洲原テニスコート
他

6月 13･14 第2回刈谷市招待中学校軟式野球交流大会 井ケ谷ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ他

15-19 刈谷商工会議所第49回部会親善ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 双葉ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

23 第2回刈谷市テニス連盟チャレンジ大会 洲原ﾃﾆｽｺｰﾄ他

7月 19 第24回刈谷市ミックスダブルスクラス別テニス大会 洲原ﾃﾆｽｺｰﾄ他

8月 20 第6回デンソージュニアソフトボールクリニック 刈谷南中学校

22-29
第14回愛知県サッカー選手権兼天皇杯愛知県代表決
定戦

ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他

9月 5-20
「刈谷市体育協会創立50周年記念」平成21年度刈谷
市バスケットボール夏季大会

豊田自動織機体育
館他

6-20 富士松東少年野球団結成30周年記念大会 刈谷球場他

12･13 第16回スーパーエイジジサッカー大会イン刈谷 ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷

13
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第57回全国選抜
大学・実業団相撲刈谷大会

刈谷市体育館

13 第26回愛知県社会人相撲選手権大会 刈谷市体育館

19･20 平成21年度東海総合バドミントン選手権大会 刈谷市体育館

19
「刈谷市体育協会創立50周年記念」平成21年度第14
回刈谷ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

26
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第34回日本ハン
ドボールリーグ刈谷大会（9月26日）

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

27 第3回刈谷市テニス連盟チャレンジ大会(Cクラス）
洲原テニスコート
他

10月 3-3/14
日本バスケットボールリーグ（JBL）2009－2010ア
イシンシーホースホームゲーム

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

期　日



事　　業　　名 会　　場 備　　考

10月 10･11
第11回Wリーグバスケットボール刈谷大会「刈谷市
体育協会創立50周年記念」

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

10-13 第42回日本女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ１部第８節刈谷大会 刈谷球場

10 第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会２回戦 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

17･18
「刈谷市ソフトボール連盟・刈谷市体育協会創立50
周年記念」第38回日本男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

刈谷球場

17-24
第24回刈谷市サッカー連盟会長杯小学生サッカー大
会（5年生の部）第5回ﾛｰﾀﾘｰｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷

25
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第7回ジェイテ
クト柔道大会兼第2回刈谷市秋季柔道大会

刈谷市体育館柔道
場

11月 1 刈谷市小学生男女バレーボール教室 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

1 第11回刈谷市テニス選手権大会
洲原テニスコート
他

1 平成21年度刈谷市ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ交流大会 港町グラウンド

8-21 第18回稲葉杯少年軟式野球大会 刈谷球場

12月 5
愛知万博メモリアル第4回愛知県市町村対抗駅伝競
走大会

愛･地球博記念公園

5-12
第24回刈谷市サッカー連盟会長杯小学生サッカー大
会（4年生の部）第15回トヨタ車体ｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷

6-20 第6回赤星憲広旗軟式少年野球大会 刈谷球場他

11 刈谷市100歳テニス大会
洲原テニスコート
他

12 2009年度ラグビートップウェストAリーグin刈谷 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

13 刈谷市スポーツ少年団オレンジ運動会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

24-26 第27回選抜刈谷サッカー大会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

1月 9･10 2009/10V･チャレンジリーグ 男子刈谷大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

16･17 平成21年度全国バドミントントリプルス選手権大会 刈谷市体育館

23-2/14
「刈谷市体育協会創立５０周年記念」
第34回西村杯争奪冬季バスケットボールリーグ戦

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

13-20
第23回刈谷市小学生サッカー選手権大会
第13回ジェイテクトチャレンジカップサッカー大会

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷

13-20 刈谷市小学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会刈谷ｱｲﾘｽﾗｲｵﾝｽﾞ杯 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

2月 21 平成21年度刈谷市ｽﾎﾟｰﾂﾘｰﾀﾞｰ養成講座 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

21 平成21年度刈谷市スポーツ少年団ドッジボール大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

27･28 2009/10V･プレミアリーグ 女子刈谷大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

3月 1 刈谷市女子ウィークデーテニス大会（団体戦）
洲原テニスコート
他

5 第34回日本ハンドボールリーグ刈谷大会(3月5日） ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

７
「刈谷市体育協会創立50周年記念」第19回かきつば
た卓球大会

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

20 第１回刈谷サッカースプリングフェスティバル ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他

21 第27回刈谷市ミックスダブルステニス大会 洲原ﾃﾆｽｺｰﾄ他

期　日


