
総合順位について

参加点と順位得点の合計の高い順、ただし、同点の

場合は、上位を占める競技種目数の多い区が上位

区対抗の部は、ソフトテニス、卓球 (男

子・女子 )、軟式野球、剣道、バドミントン、

ソフトボール (男子・女子 )、レクリエーショ

ンバレーボール、レクリエーションイン

ディアカ (混合・女子 )、グラウンド・ゴルフ

の９種目で争われます。

昭和区は、ソフトボール女子で、強豪

名東区を破り、見事優勝を決めました！

また、レクリエーションバレーボール、卓

球男子とグラウンドゴルフでベスト８に入

る活躍を見せてくれました。

得点総合では１６区中１４位と、順位は

伸びなかったものの、８月の暑さの中、

選手は区代表として健闘しました！

昭和区体育協会
(事務局:昭和区役所地域力推進室)

昭和区阿由知通３－１９

TEL:735-3826 FAX:735-3829

No.５8
令和元年９月

区 別 得 点 結 果

順位 区名 区対抗得点

第１位 中川区 170

第２位 南区 163

第３位 守山区 161

第４位 港区 161

第５位 西区 157

第６位 北区 156

第７位 瑞穂区 155

第８位 緑区 153

第９位 天白区 148

第10位 千種区 143

第11位 名東区 141

第12位 中村区 140

第13位 熱田区 139

第14位 昭和区 137

第15位 中区 135

第16位 東区 129

ソフトボール女子 優勝後記念撮影

ソフトボール女子監督

優勝コメント

熱心にやっていればいつかは

勝てると思って頑張ってきま

した。選手のみんなが輝いて、

あきらめずに勝ち取った勝利

は格別なものでした。前回の

優勝は選手として、今回は監

督として優勝できて非常にう

れしいです。

ソフトボール女子 優勝報告

レクバレー 昭和区対天白区 の様子
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令和元年度　昭和区民スポーツ祭得点表（中間報告）

令和元年９月９日現在　　　　　

中間報告

「昭和区民スポーツ祭」は、地域のスポーツ振興と連帯意識の高揚をはかることを目的として、

区内の各種スポーツ競技大会の成績を得点化し、学区対抗で総合成績を競う祭典です。

子ども会ドッジボール大会や老人クラブグラウンドゴルフ大会などを得点競技種目とすることで、

子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方に参加いただいています。

得点方法
得点競技種目には、学区チームの対戦による「学区対抗の部」と、

「個人・クラブの部」に分けられます。
得点は、種目ごとの参加得点と、１位から３位の順位得点の合計
で総合成績を競います。

【学区対抗の部】

◆参加得点…５点

◆順位得点…優勝:５点、準優勝:３点、第３位:２点

【個人・クラブの部】

◆参加得点…0.05点

◆順位得点…優勝:0.5点、準優勝:0.3点、第３位:0.2

八事 滝川 広路 川原 伊勝 松栄 御器所 吹上 鶴舞 村雲 白金

ソフトボール大会(女子) 0.00 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ソフトボール大会(男子) 0.00 0.00 8.00 5.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 10.00

OB軟式野球大会 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

子ども会ソフトボール大会

子ども会ドッジボール大会

 (太陽の組）

子ども会ドッジボール大会

 (ひまわりの組)

グラウンドゴルフ大会

老人クラブ

グラウンドゴルフ大会
0.30 0.40 0.70 0.50 0.80 1.00 0.50 0.40 0.00 0.45 0.55

レク・インディアカ大会 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 3.85 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

春の女性レク・バレー大会 1.95 2.75 1.15 1.05 2.50 5.30 0.80 1.60 1.35 0.60 0.60

区民軟式野球大会 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10

老人クラブペタンク大会

秋の女性レク・バレー大会

区民卓球大会

区剣道大会

2.25 3.15 19.25 24.55 10.30 10.15 1.75 12.10 1.35 8.05 11.25

9 8 2 1 5 6 10 3 11 7 4

合 計 得 点

種 目

学

区

対

抗

の

部

(9月22日開催予定)

(11月10日開催予定)

(11月10日開催予定)

(12月１日開催予定)

個

人

・

ク

ラ

ブ

の

部

(10月22日開催予定)

(11月13・19日開催予定)

(11月10日開催予定)

(令和2年3月1日開催予定)

順 位
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◆滝川学区 岩田 純子 さん

令和元年度 体育協会事業実施結果

◆老人クラブ グラウンドゴルフ大会

【期 日】 ５月３０日（木）

【会 場】 吹上公園野球場

【参加者】 ９１名

◆レク・インディアカ大会

【期 日】 ６月２日（日）

【会 場】 昭和スポーツセンター

【参加者】 ９９名

◆区民軟式野球大会

【期 日】 ６月２３日（日）～９月８日（日）

【会 場】 鶴舞公園野球場 他

【チーム数】 ８チーム

【結 果】 優 勝 愛知フェニックス

準優勝 エスティーエヌ

第３位 興和ビースト、トヨタＬ&Ｆ中部

◆春の女性レク・バレー大会

【期 日】 ６月１１日（火）・１９日（水）

【会 場】 昭和スポーツセンター

【参加者】 18チーム １６５名

【結 果】 優 勝 花音

準優勝 滝川

第３位 かわはらＡ、しらかね

非常に長きにわたり、名古屋市家庭婦人卓球連絡協議会昭和支部の運営に携わっている

とともに、同団体理事として、団体の発展に貢献したことに対する受賞です。表彰式は令

和元年８月２５日(日)に鯱城ホールで開催された市民スポーツ祭閉会式において行われま

した。

令和元年９月現在

◆鶴舞学区 𠮷田 数代 さん
長年にわたり、スポーツ推進委員として区のスポーツ行事の運営等に参加されていると

ともに、昭和区グラウンド・ゴルフ協会の会計として団体の適正な運営に貢献したことに対

する受賞です。表彰式は令和元年８月２５日(日)に鯱城ホールで開催された市民スポーツ祭

閉会式において行われました。
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「第3７回昭和区民卓球大会」
【日時】 11月10日（日） 午前９時～

【会場】 昭和生涯学習センター

【対象】 区内在住・在勤・在学の

15歳以上の方（中学生を除く）

※募集に関する詳細は広報なごや10月号に

掲載します。

「第2９回昭和区剣道大会」
【日時】 ３月１日（日） 午前９時～

【会場】 昭和スポーツセンター

【対象】 区内在住・在勤・在学の方

または区内道場在籍者

※募集に関する詳細は広報なごや１月号に

掲載します。

参加者を募集します！

令和元年度 体育協会事業予定

◆子ども会ソフトボール大会

【期日】９月2２日(日)

【会場】北山中学校

◆子ども会ドッジボール大会

太陽の組・ひまわりの組

【期日】11月1０日(日)

【会場】駒方中学校

◆グラウンドゴルフ大会

【期日】12月１日(日)

【会場】吹上公園野球場

◆老人クラブペタンク大会

【期日】10月2４日(木)

【会場】川名公園多目的広場

◆秋の女性レク・バレー大会

【期日】11月１３日(水)･１９日(火)

【会場】昭和スポーツセンター

◆区民卓球大会

【期日】11月1０日(日)

【会場】昭和生涯学習センター

◆区剣道大会

【期日】令和2年３月１日(日)

【会場】昭和スポーツセンター

区民スポーツ祭
～個人･クラブの部～

区民スポーツ祭
～学区対抗の部～

◆各種市大会の開催◆

◆第９５回レク・インディアカ大会

【期 日】４月14日(日)･21日(日)･28日(日)

【会 場】稲永スポーツセンター 他

◆第５４回春の女性レク・バレー大会
【期 日】５月８日(水)～６月４日(火)
【会 場】稲永スポーツセンター 他
※星組で昭和区の「南山」チームが見事優勝し
ました！

◆第５４回秋の女性レク・バレー大会

【期 日】９月11日(水)～10月８日(火)

【会 場】稲永スポーツセンター 他

◆第９６回レク・インディアカ大会

【期 日】10月20日(日)･27日(日)･11月３日(日)

【会 場】稲永スポーツセンター 他
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㈱円昭 (有)おおつき工芸 岡崎信用金庫 滝子支店

㈱川瀬電気工業所 ㈱キクチメガネ 御器所店 ㈱木曽路 八事店

あけぼの不動産事務所㈱ 味の素㈱名古屋支社 イスコジャパン㈱

一心堂ビジネス 井上スポーツ 鰻　うをとよ

㈱愛知銀行 塩付通支店 ㈱アイビー あけぼのスポーツ用品店

パイロット
インキ㈱

昭和区女性レクリ
エーションバレー
ボール連絡協議会

昭和区体育協会会員一覧
この協会の行事は、昭和区体育協会会員の皆様のご支援ご協力により運営されています。

(令和元年9月現在）

【１０万円以上】
4.5cm×8.7cm

光洋マテリカ㈱ 竹田印刷㈱

アイコ㈱ トヨタL&F中部㈱ トヨタカローラ愛豊㈱

昭和区スポーツ

推進委員連絡

協議会

(一社)愛知県

自動車会議所

和合病院(東郷町)/好生館病院(あま市)

名古屋昭和ロータリークラブ



上記2名はじめ、ほか３1名賛助会員としてご協力いただいております。

村雲学区 白金学区

◆◇◆　賛助会員　◆◇◆

加藤　博司 河西　英雄

川原学区 伊勝学区 松栄学区

御器所学区 吹上学区 鶴舞学区

◆◇◆　学　　区　◆◇◆

八事学区 滝川学区 広路学区

昭和区歯科医師会 名古屋市昭和区医師会 松栄女性会

広路学区保健環境委員会 御器所女性会 広路学区女性会

昭和区グラウンドゴルフ協会 昭和区剣道連盟 昭和区子ども会育成連絡協議会

なごやかクラブ昭和（昭和区老人クラブ連合会） 昭和区レクインディアカ連絡協議会 婦卓連昭和支部

■□■　団体会員　■□■

軟式野球連盟昭和支部 昭和区OGソフトテニス協会 昭和区空手道連盟

和光建設(株) (株)和タイヤサービス

山清産業(株) 山本漢方製薬(株) (株)山脇マーク製作所

豊興業(株) 吉田自動車工業(株) 料理・仕出し 東雲

平和工業(株) (株)豊誠建設 (株)細野商会

(株)前田組 松浦衣裳店 焼肉成香園

ネッツトヨタ愛知(株) 御器所店 (株)乃一 (株)ハナイタイト

(株)日乃出製作所 (株)フィールコーポレーション 古橋三栄堂曙店

名古屋牛乳(株) (株)名古屋銀行 桜山支店 名古屋市民火災共済生活協同組合

成瀬酸素運輸(株) (一社）日本自動車連盟愛知支部 日本橋企画

(医)滝川いきいきクリニック 玉樹ツーリスト(株) 中部施設(株)

中部日本自動車学校 藤和ライト工業(株) トヨタ情報システム愛知(株)

(株)コンパル 御器所店 ゴトー酒店 坂井歯科医院

佐野屋 自転車 クエスト タオルサロン カラカラ名古屋


