
事　　業　　名 会　　場 備　　考

4月 1-3/31 第58回刈谷市長杯総合体育大会 各競技会場

11 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

13 愛知県体育協会加盟団体事務局長会議 愛知県教育会館

21 第58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

23 第58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

5月 2 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

11 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 29 刈谷市体育協会理事会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

7月 6 刈谷市体育協会臨時理事会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

30- 愛知スポレクフェスティバル2017 岡崎市他 刈谷市出場選手281人

9月 22 第72回国民体育大会刈谷市出場選手壮行会 シャインズ

30- 第72回国民体育大会 愛媛県 刈谷市出場選手59人

10月 4-6
刈谷市体育協会
第72回国民体育大会刈谷市出場選手激励視察

愛媛県

11月 16 愛知県体育協会西三河支部理事会議 西三河総合庁舎

1月 30 刈谷市体育協会理事会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

3月 13 刈谷市体育協会第2回評議員会 シャインズ

事　　業　　名 会　　場 備　　考

4月 1-3/31 平成29年度刈谷市スポーツ少年団事業 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

1-3/31 平成29年度刈谷市小学生バレーボール教室 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

5月 28 2017春季薄暮ナイター陸上記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

6月 11 平成29年度第11回ジュニアソフトテニス刈谷大会 住吉テニスコート

24 2017夏季薄暮ナイター陸上記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

7月 1・2 第22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

8月 12 2017秋季薄暮ナイター陸上記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

19 第45回全三河中学校卓球大会 刈谷市体育館

9月 9 平成29年度第14回ジュニアソフトテニス交流大会 住吉テニスコート

23 平成29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

30 2017刈谷市陸上競技記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

11月 4 第45回刈谷市近郊中学校卓球大会 刈谷市体育館

1月 6 刈谷市柔道連盟少年柔道強化練習会ならびに鏡開き 刈谷市体育館柔道場

2月 4 第21回かりやランナーズ駅伝フェスティバル 総合運動公園周辺

17 第31回刈谷市中学校卓球大会 刈谷市体育館

17-25 第15回愛知県中学選抜軟式野球交流大会 刈谷球場他

24 第40回刈谷市少年剣道大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

3月 31- 第22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

平成29年度刈谷市体育協会事業報告

期　日

平成29年度刈谷市体育協会補助事業

期　日



事　　業　　名 会　　場 備　　考

4月 1-3/31 平成29年度刈谷市小学生バレーボール教室 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

1-3/31 刈谷ハンドボールクラブ 北部生涯学習センター

7-3/26 平成29年度刈谷市テニス教室 刈谷市体育館

15-11/11平成29年度刈谷市弓道教室 刈谷市体育館弓道場

23-5/5
第39回全国スポ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 3 第4回GWオープンレスリング大会 アイシン精機㈱体育館

7 第27回愛知マスターズ陸上競技選手権大会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

8-3/26 平成29年度刈谷市ソフトテニス教室 刈谷市体育館

8-3/26 平成29年度刈谷市卓球教室 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

20･21 第19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 ㈱ﾃﾞﾝｿｰｱｲﾘｽ体育館

27･28
第50回日本女子ソフトボールリーグ1部第4節刈谷大
会

刈谷球場

28･6/4 第17回刈谷市テニスチーム団体戦 洲原テニスコート他

28 2017春季薄暮ナイター陸上記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

6月 4 Fリーグ2017/2018プレシーズンマッチ ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

5-9 第57回部会親善ソフトボール大会 双葉グラウンド

11･18 平成29年度第11回ジュニアソフトテニス刈谷大会 住吉テニスコート

24 2017夏季薄暮ナイター陸上記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

26･7/3 刈谷市女子テニスウィークデー団体戦 洲原テニスコート他

7月 1･2 第22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

16-23 第6回刈谷市100歳、120歳テニス大会 洲原テニスコート他

8月 12 2017夏季薄暮ナイター陸上記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

19 第45回全三河中学校卓球大会 刈谷市体育館

24 第14回デンソージュニアソフトボールクリニック 富士松中学校

26-10/28第42回日本ハンドボールリーグ刈谷大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷他

9月 9･16 平成29年度第14回ジュニアソフトテニス交流大会 住吉テニスコート

9･10 平成29年度東海総合バドミントン選手権大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

10 第65回全国選抜大学・実業団相撲刈谷大会
刈谷市体育館
特設相撲場

16･17 第24回スーパーエイ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

16
第36回愛知県特別支援学校知的障害教育校陸上競技
大会

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

23･30 平成29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

23 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾗｸﾞﾋﾞｰﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ2017-2018第5節 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

24･10/1 第12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

30 2017刈谷市陸上競技記録会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

平成29年度刈谷市体育協会後援事業

期　日



事　　業　　名 会　　場 備　　考

10月 7-
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バス
ケットボールリーグ　シーホース三河ホームゲーム

ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

7-21
第32回刈谷市サッカー連盟会長杯5年生大会
（兼第13回ロータリークラブカップサッカー大会）

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷

8-22 第38回刈谷衣浦ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ少年軟式野球大会 刈谷球場他

15 第15回ｼﾞｪｲﾃｸﾄ柔道大会兼第10回刈谷市秋季柔道大会 刈谷市体育館柔道場

29 第1回刈谷市空手道選手権大会 刈谷市体育館

11月 4 第45回刈谷市近郊中学校卓球大会 刈谷市体育館

5･12 第19回刈谷市テニス選手権大会 洲原テニスコート他

11･12 2017/18Ｖ・プレミアリーグ女子刈谷大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

12-25 第26回稲葉杯争奪少年軟式野球大会 刈谷球場他

25-12/9
第32回刈谷市サッカー連盟会長杯4年生大会
（兼第23回トヨタ車体チャレンジカップサッカー大

ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ刈谷

12月 1 第34回刈谷市レディース卓球大会 刈谷市体育館

2 愛知万博メモリアル第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 愛･地球博記念公園

3-16 第14回赤星憲広旗軟式少年野球大会 刈谷球場他

7･14 刈谷市楽々テニス団体戦 洲原テニスコート他

23 カリフェス 刈谷市総合運動公園内

24-26 第35回選抜刈谷サッカー大会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷他

24 第27回かきつばた卓球大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

1月 6
平成30年刈谷市柔道連盟少年柔道強化練習会
ならびに鏡開き

刈谷市体育館

13
平成29年度宝くじスポーツフェア
ドリームサッカーin刈谷

ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

20･21 2017/18Ｖ･プレミアリーグ女子刈谷大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

27･28 2017/18Ｖ･プレミアリーグ男子刈谷大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

27・2/4
第31回刈谷市サッカー連盟会長杯6年生大会
（兼第21回JTEKT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

27 豊田自動織機ｼｬｲﾆﾝｸﾞﾍﾞｶﾞｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾘﾆｯｸ
㈱豊田自動織機大府工
場グラウンド

2月 3 2017-2018Ｗリーグバスケットボール刈谷大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

4 第21回かりやランナーズ駅伝フェスティバル ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

11 第45回刈谷市かきつばたマラソン大会 総合運動公園周辺

17 第31回刈谷市中学校卓球大会 刈谷市体育館

17-25 第15回愛知県中学選抜軟式野球交流大会 刈谷球場他

24 第40回刈谷市少年剣道大会 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

3月 1･8 刈谷市女子テニスウィークデー大会 洲原テニスコート他

3 第12回キッズアスレチックスフェスティバル ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

18･25 第37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

18 ちびっこアスリートチャレンジ講習会・競技会 ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ刈谷

24 平成29年度刈谷市スポーツリーダー養成講座 ｳｨﾝｸﾞｱﾘｰﾅ刈谷

31- 第22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

期　日


