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3 南区夏季バレーボール大会 7月14日 南スポーツセンター 120

2 審判研修会 6月23日 南スポーツセンター 30

1 南区春季バレーボール大会 4月29日 南スポーツセンター 108

事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容

団　体　名 バレーボール協会

高校生以上10 三区合同稽古会 5/19.11/10 IHI 100 磯子区・金沢区・
南区合同稽古

小学生以上9 合同稽古会 2月10日 清水ヶ丘体育館 100

8 稽古始合同稽古会 1月5日 横浜総合高校 100 新春稽古初め

7 南区剣道審判講習会 6月9日 南スポーツセンター 120
3段以上の審判技術向上
10/13台風のため中止

6 南区剣道形講習会 4/21.9/16.11/23 南スポーツセンター 180 剣道形講習会

5 南区女子稽古会 年間通じて月2回全24回 南スポーツセンター/川原道場 272 女子剣道の技術向上のための稽古会

4 南区剣道形講習会 年間通じて月1回全12回 南太田小学校 173 3段以上剣道形講習会

初心者3 南区剣道審査会 7/14.10/13.1/13 南スポーツセンター 310 段取得までの格付け

南区内団体戦 小学生～一般2 南区秋季剣道大会 11月4日 南スポーツセンター 450

幼児～一般1 南区春季剣道大会 6月23日 南スポーツセンター 400 南区内個人戦

事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容 備　　考

団　体　名 剣道連盟

協会審判員6
横浜商業高校、横浜総合
高校、審判員派遣

３月～１１月 校内グランド 280人
オープン戦　球

審

5 各種大会等審判員派遣 ３月～１１月 県内各球場等 330人 上部大会・高校大会・
中学大会等 協会審判員

4 審判技術講習会 2019年2月24日 横浜総合高校 120人 講習会 学童部、協会審判員

3 市民マスターズ予選会 〃 〃 １20人 トーナメント戦 ４０歳以上

〃2 南区民秋季選抜軟式野球大会 ９月～１１月 〃 870人 トーナメント戦

Aクラスリーグ戦
Bクラストーナメント戦 一般1 南区民軟式野球大会 ３月～９月 清水ヶ丘球場他 2,350人

備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容

種目別競技団体活動紹介

団　体　名 野球協会

横浜市スポーツ普及功労賞表彰4 南区スポーツ人の集い 2月21日 関内パセラリゾーツ 50

横浜市スポーツ表彰報告

3 みなっちスポーツフェスタ 2月11日
南スポーツセンター・大岡は

らっぱ
753 オリンピック・パラリンピッ

クに向けた複合イベント

2 みなっちランニングフェスタ 11月24日 大岡公園 58 走り方教室
雨天のため親子ラン

ニングは中止

1 みなっちボッチャフェスタ 8月12日 南スポーツセンター 157 体験教室
3チームリーグ戦

事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容 備　　考

1、南区体育協会
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延べ28 各種大会審判4 県・市派遣審判 全26回 市各会場

3 大岡地区交流ソフト大会 12月1日 大岡公園 5

52 月１回2 練成会議 4月～11月(全8回) 理事長宅

大岡公園他 698 リーグ戦 3/22コロナウイルス感
染防止で中止1 南区大会 全11回

備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容

団　体　名 ソフトボール協会

団体戦(混合ダブルス）6 南区冬季バドミントン大会 1月12日 南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 294

5 南区ﾚﾃﾞｨｰｽｵｰﾌﾟﾝバドミントン大会 12月11日 南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 172 女子ダブルス

4 南区秋季バドミントン大会 11月23日 南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 492 団体戦(男・女ダブルス）

3 南区夏季バドミントン大会 8月11日 南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 412 男・女・混合ダブルス

2 南区春季バドミントン大会 4月21日 南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 170 男・女・混合ダブルス

南区さくらカップバドミントン大会 4月10日 南ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 88 女子ダブルス1

事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容

団　体　名 バドミントン協会

リーグ戦後順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 抽選にてペアーを決定3 交流ダブルス 11/10 南スポーツセンター 59

2 卓球教室 7/27 南スポーツセンター 37 基本・応用指導

基本・応用指導1 卓球教室 5/11 南スポーツセンター 28

備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容

卓球協会団　体　名

青空健康道場 毎月第4土曜日 神奈川県内 185名/11ヶ月 ウォーキング1

事　業　名 期　　日

団　体　名 走友会協会

会　　場 参加者延べ人数 内　　容 備　　考

210 横浜市14区参加 1チーム/7ペア6 各区交流大会 12月1日 三ッ沢公園テニスコート

男女団体5 南区民中学生大会 10月26日 清水が丘公園テニスコート 104

34 一般男子・シニア男女4 南区民秋季大会 10月26日 清水が丘公園テニスコート

学年別個人戦 女子3 南区民中学生大会 8月21日 清水が丘公園テニスコート 166

学年別個人戦 男子2 南区民中学生大会 8月20日 清水が丘公園テニスコート 84

8月4日 日野中央公園テニスコート 64 一般男子・シニア男女1 南区民夏季大会

備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容

団　体　名 ソフトテニス協会

6 会長杯争奪バレーボール大会 2月22日 南スポーツセンター 120

5 南区総合バレーボール大会 1月13日 南スポーツセンター 120

4 南区秋季バレーボール大会 10月20日 井土ヶ谷小学校 40
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南区U-11サッカー大会 １２月１４日（土）、
１５日（日） 永田みなみ台公園 ９９人
南区、西区、
中区の

藤の木小学校 ６０人 園児（年長、年中）南区キッズフェスタ（秋季） １２月１日（土）

５０人
南区、磯子区
の４チーム

南区社会人交流戦 １１月２３日（土；祝） 三ッ沢球技場

清水ヶ丘公園体育館 １２０人 ４年生によるフットサル大会 南区８チーム
招待８チーム南区U-１０フットサル大会 １１月１６日（土）

１０月２７日（日） バディーフィールド ７０人 ３年生によるフットサル大会 南区５チーム参加南区U-9フットサル大会

５年生による南区予選 順位１、２位が横浜市
大会に進出NHK杯南区予選 ７月２０（土）、２１（日） 永田みなみ台公園 ６６人

永田みなみ台公園 園児（年長、年中） 雨天のより中止南区キッズフェスタ（春季） ７月７日（日）

南区、磯子区の４チーム
による交流戦 毎月第三土曜日
ナイターにて実施南区社会人交流戦 ５月～１０月 本牧市民公園 ２６０人（計６回）

事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容 備　　考

団　体　名 サッカ－協会

7 インディアカ教室 11月9日 南スポーツセンター 50人 初心者の審判・技術指導

6 インディアカ教室 8月12日 南スポーツセンター 70人 初心者の審判・技術指導

インディアカ教室 5月11日 南スポーツセンター 49人 初心者の審判・技術指導5

ウイルス対策により中止4第81回南区インディアカ大会 3月1日 南スポーツセンター

1月12日 清水ヶ丘公園体育館 123人 男子・女子の部3
第80回南区インディアカ交
流大会

124人 男子・女子の部2
第24回南区インディアカ納涼
交流大会

9月1日 南スポーツセンター

男子・女子の部1
第79回南区インディアカ交流
大会

6月9日 南スポーツセンター 107人

内　　容 備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数

団　体　名 インディアカ協会

全7回4 南区民テニス教室 5/3・6/9・8/10・11/3・
1/5・2/29・3/15

清水が丘運動公園 292

3
4/6.4/14..5/11.
12/9.1/13.2/2 360

ダブルス大会
男子２回/女子１回/男女3回

2
6/1.7/13.8/4.

1/25.3/7 171 シングル大会　男子3回/男女２回清水が丘運動公園

132 男女団体戦1

南区民テニス大会

8/25.9/28

参加者延べ人数 内　　容 備　　考事　業　名 期　　日 会　　場

団　体　名 テニス協会

延べ139
会員と区民を対象にｹﾞｰﾄ
ﾎﾞｰﾙ技術の取得と相互

の融和協調を促進
コロナウイルスの影響で3月は中止7

南区ゲートボール連合月
例

4/6,5/4,6/1,8/3,10/
5,

11/2,12/8,1/5,2/1

延べ166 会員を対象に球技技術・
審判技能の向上と振興

コロナウイルスの影響で3月は中止6
南区ゲートボール連合月

例
4/21,5/19,6/16,
7/21,8/18,9/15

- 南区ゲートボール連合
会員対象

コロナウイルス
の影響で中止

5
南区ゲートボール連合

月例大会
3月3日 南センター

南区労連ゲートボール大会 11月5日 南センター 34 南区民対象 連合会員参加4

南寿荘関係
市・区民対象

連合会員参加3 南寿荘ゲートボール大会 10月2・3日 南センター 延べ128

34 南区民対象 連合会員参加2南区民秋季ゲートボール大会 9月10日 南センター

南区春季ゲートボール大会 5月15日 南センター 30 南区民対象 連合会員参加1

備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数 内　　容

団　体　名 ゲートボール連合
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ミニの部 コロナウィルスの影響により中止9 ミニバスケットボールお別れ大会 3月21日 南スポーツセンター ー

3月8日 南スポーツセンター ー 成人の部 コロナウィルスの影響により中止8 南区バスケットボールトーナメント大会

南スポーツセンター 300 ミニの部7 南区交流ミニバスケットボール大会 12月16日

9月15日 南スポーツセンター 120 ミニの部6 秋季南区ミニバスケットボールヤングカップ大会

南カップミニバスケットボールトーナメント大会 9月15日 南スポーツセンター 350 ミニの部5

120 ミニの部4 南区ヤングボールカップ大会 6月1日 南スポーツセンター

5月12日 南スポーツセンター 300 ミニの部3 南区ミニバスケットボールトーナメント大会

100 ミニの部2 南区ミニバスケットボール親善大会 5月4日 南スポーツセンター

1 南区ミニバスケットボール親善大会 4月29日 南スポーツセンター 100 ミニの部

内　　容 備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数

団　体　名 バスケットボール協会

5 ダンス初心者講習会 年6回日曜日 南ＳＣ第三体育室 1６人

4 ダンス合同練習会 第二土曜日 南ＳＣ第三体育室 16人

3 第22回ダンススポーツ大会 １２月１日（日） 南ＳＣ第一体育室 100人

第20回チャリティーダンス　大会 ９月１日（日） 南ＳＣ第二体育室 120人2

南ＳＣ第一体育室 250人 フェスティバル1 ダンス連盟創立２０周年記念フェスティバル ６月１日（土）

内　　容事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数

団　体　名 ダンススポーツ連盟

アカフーボウル 65 男女別・３ゲームハンディ
キャップ・個人戦

横浜市在住・在
籍・在学の人

4春季・南区民ボウリング大会 2/16

男女別・３ゲームハンディ
キャップ・個人戦

横浜市在住・在
籍・在学の人

3会長杯・南区民ボウリング大会 11/17 アカフーボウル 65

65 男女別・３ゲームハンディ
キャップ・個人戦

横浜市在住・在
籍・在学の人

2秋季・南区民ボウリング大会

65 男女別・３ゲームハンディ
キャップ・個人戦

横浜市在住・在
籍・在学の人

1夏季・南区民ボウリング大会

参加者延べ人数 内　　容 備　　考事　業　名 期　　日 会　　場

6/16 アカフーボウル

9/8 アカフーボウル

団　体　名 ボウリング協会

春・秋・冬期 清水ヶ丘体育館 150/180/160/84 ストレッチ体操5 成人健康体操教室

1月18日 〃 28 レクダンス4 リズム＆ストレッチ

〃 40 各国の踊り3 フォークダンスをご一緒に 11月16日

〃 40 リンパの流れ2 リフレッシュ・イン・みなみ 9月21日1

1 日本の踊り 6月15日 南スポーツセンター 40 輪踊り

内　　容 備　　考事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数

団　体　名 体操協会

全て終了11 南区サッカー大会（Uー８) １月～２月 清水ヶ丘公園他 ９５人 １，２年生

３、４年生 全て終了10 南区サッカー大会（Uー１０) １月～２月 清水ヶ丘公園他 ９８人

１２月～２月 清水ヶ丘公園他 117人 ５、６年生
予選は終了3
位、決勝は新型

南区サッカー大会（Uー１２)
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1 南なんデー 10月6日 南スポーツセンター

期　　日 会　　場 参加者延べ人数事　業　名

６、その他

南区地区対抗グラウンドゴルフ大会 2月16日
新型コロナウイルスにより中

止
14チーム×６人3

2 南の丘トレイルウォーキング 11月3日 蒔田中学校～南区役所ウォーキング 92

南スポーツセンター
簡易体力測定

1671
新体力テスト

親子でチャレンジ「いま何歳？」 10月6日

期　　日 会　　場 参加者延べ人数事　業　名

５、南区スポーツ推進委員連絡協議会

1 南区区民少年野球大会 5月3日～7月23日 清水ヶ丘公園
区内小中学校校庭　ほか

少年の部23チーム
中学の部８チーム

事　業　名 期　　日 会　　場 参加者延べ人数

４、南区民少年野球大会実行委員会

11 ソフトボール 3月 南中学校 50

10 水泳
男子

９月 南中学校
60

女子

50
女子 40

9 柔道
男子

１１月 南中学校

陸上競技
男子

8月 三ツ沢陸上競技場
80

女子 80
8

5月 蒔田中学校
40

女子 50
7 剣道

男子

50
女子 永田中学校 80

6 バドミントン
男子

７月
南ヶ丘中学校

男子
９月

蒔田中学校他 150
女子 共進中学校他 150

5 バスケットボール

8月 国大附属中学校 1804 サッカー

六ッ川中学校
50

女子 80
3 ソフトテニス

男子
７月

永田中学校 1202 バレーボール　　　　女子 ９月

藤の木中学校他 2201 野球 8～９月

参加者延べ人数事　業　名 期　　日 会　　場

３、中学校体育連盟

4/29・5/4・5/12・6/9・
6/23.7/14・8/12・9/1・

9/15・10/13・11/4・11/10・
12/1・1/13・2/11

南スポーツセンター 71017 中学生バスケットボール教室

11月16日 南スポーツセンター 5016 ミニバスケットボール体験教室

15 南区ミニバスケットボール教室 6月23日 南スポーツセンター 80

8014 南区ミニバスケットボール教室 6月9日 南スポーツセンター

南区ミニバスケットボール講習会 4月13日 南スポーツセンター 6013

12 バスケットボール審判講習会 8月24日 南スポーツセンター 50

5011 バスケットボール審判講習会 4月20日 南スポーツセンター

南区ミニバスケットボールサマーフェスタ 8月12日 南スポーツセンター 8010


