
最終結果

川原学区は２年連続の優勝です。
おめでとうございます!!

★総合準優勝 広路学区
★総合三 位 吹上学区

「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。

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:735-3827 FAX:735-3829

No.５７
令和元年５月

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。

得点方法
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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 10.00 8.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 7.00 0.00

OB軟式野球大会 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 8.00 0.00

子ども会ソフトボール
大会

0.00 5.00 8.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 7.00 5.00 10.00

子ども会ドッジボー
ル大会

5.00 5.00 5.00 7.00 5.00 7.00 5.00 10.00 5.00 8.00 5.00

子ども会ドッジボー
ル大会

5.00 5.00 5.00 8.00 5.00 10.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00

グラウンドゴルフ大会 5.00 5.00 10.00 5.00 8.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

老人クラブ
グラウンドゴルフ大会

0.35 0.70 0.50 0.45 0.50 1.00 0.35 0.25 0.05 0.40 0.50

レク・インディアカ大会 0.00 0.00 2.75 0.00 0.00 2.80 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00

春の女性レク・バ
レー大会

1.10 2.80 0.85 1.10 1.90 4.40 0.90 1.45 1.95 0.40 0.15

区民軟式野球大会 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.40 0.00 0.00 0.15

老人クラブペタンク
大会

1.80 1.95 3.45 1.05 1.20 1.65 1.65 0.15 0.15 0.30 1.05

秋の女性レク・バ
レー大会

7.00 3.35 1.00 1.40 1.70 5.45 1.30 4.90 1.10 0.55 0.15

区民卓球大会 0.15 1.20 0.45 0.75 1.20 0.75 1.85 0.10 0.25 0.45 0.00

区剣道大会 0.15 0.10 0.50 1.00 0.50 0.35 0.25 0.45 0.25 0.05 0.05

25.55 30.10 55.50 55.75 35.00 40.40 34.70 44.70 25.75 40.15 27.05
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平成３０年度　昭和区民スポーツ祭得点表（最終報告）

総 合 優 勝 学区

総合準優勝

吹 上

学区

川 原

学区

広 路

総合第３位

【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点

得点表
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◆東海四県スポーツ推進委員功労者表彰 御器所学区 小野木 優さん
長年にわたり、スポーツ推進委員として学区の運動会など地域のスポーツ振興に貢献し尽力さ

れたことに対しての受賞です。表彰式は平成３１年２月１日(金)に豊橋市で開催された東海四県ス
ポーツ推進委員研究大会で行われました。

◆愛知県スポーツ推進委員表彰（10年） 広路学区 近藤 由美子さん
◆愛知県スポーツ推進委員表彰（20年） 滝川学区 松野 静子さん
長年にわたり、スポーツ推進委員として、体育スポーツの振興に貢献された功績による受

賞です。表彰式は平成30年9月29日（土）新城文化会館で開催された愛知県スポーツ推進委

員研修会で行われました。

体育関係表彰 おめでとうございます

令和元年度 体育協会事業予定

◆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

◆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

◆区民軟式野球大会

【期日】6月23日(日)～

【会場】鶴舞公園野球場等

◆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

◆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

◆子ども会ソフトボール大会

【期日】９月22(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)

【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

区民スポーツ祭
～学区対抗の部～

区民スポーツ祭
～個人･クラブの部～

令和元年度 体育協会事業実施結果
5月2７日現在

◆ソフトボール大会（女子の部）

【期 日】４月1４日（日）

【会 場】御器所小学校

【参加者】２チーム ２６名

【結 果】優 勝 川原

準優勝 広路

◆ＯＢ軟式野球大会

【期 日】４月21日（日）

【会 場】鶴舞公園野球場

【参加者】２チーム ３４名

【結 果】優 勝 吹上

準優勝 川原

◆ソフトボール大会（男子の部）

【期 日】5月12日（日）

【会 場】北山中学校

【参加者】5チーム 59名

【結 果】優 勝 白金

準優勝 広路
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(令和元年5月13日現在）

●○●　事業所会員　●○● ■□■　団体会員　■□■

(株)愛知銀行 塩付通支店 トヨタ情報システム愛知(株) 軟式野球連盟昭和支部

（一社）愛知県自動車会議所 （株）トヨタ名古屋教育センター　中部日本自動車学校 昭和区OGソフトテニス協会

アイコ(株) 名古屋牛乳(株) 昭和区空手道連盟

(株)アイビー (株)名古屋銀行 桜山支店 昭和区グラウンドゴルフ協会

あけぼのスポーツ用品店 名古屋市民火災共済生活協同組合 昭和区剣道連盟

あけぼの不動産事務所（株） 成瀬酸素運輸(株) 昭和区子ども会育成連絡協議会

味の素(株) 名古屋支社 （一社）日本自動車連盟愛知支部 なごやかクラブ昭和（昭和区老人クラブ連合会）

イスコジャパン(株) 日本橋企画 昭和区女性レクリエーションバレーボール連絡協議会

一心堂ビジネス ネッツトヨタ愛知(株) 御器所店 昭和区スポーツ推進委員連絡協議会

井上スポーツ (株)乃一 昭和区レクインディアカ連絡協議会

(株)ＡＴグループ パイロットインキ(株) 婦卓連昭和支部

(株)円昭 (株)ハナイタイト 昭和区歯科医師会

(有)おおつき工芸 (株)日乃出製作所 名古屋市昭和区医師会

岡崎信用金庫 滝子支店 (株)フィールコーポレーション 松栄学区女性会

(株)川瀬電気工業所 ブリヂストンタイヤジャパン(株) 御器所学区女性会

(株)キクチメガネ 御器所店 古橋三栄堂曙店 広路学区保健環境委員

(株）木曽路 八事店 平和工業(株)

光洋マテリカ(株) (株)豊誠建設

(株)コンパル 御器所店 (株)細野商会

呉服の近江屋 (株)前田組 ◆◇◆　学　　区　◆◇◆

ゴトー酒店 松浦衣裳店 八事学区

さかいクリニック (株)麦島建設 滝川学区

坂井歯科医院 焼肉成香園 広路学区

（株）佐野屋 山清産業(株) 川原学区

サンキ産業(株) 山本漢方製薬(株) 伊勝学区

自転車 クエスト (有)山脇マーク製作所 松栄学区

タオルサロン カラカラ名古屋 豊興業(株) 御器所学区

(医)滝川いきいきクリニック 吉田自動車工業(株) 吹上学区

竹田印刷(株) 料理・仕出し 東雲 鶴舞学区

玉樹ツーリスト(株) 和菓子所 美濃𠮷 村雲学区

中部施設(株) 和光建設(株) 白金学区

藤和ライト工業(株) (医)和合会和合病院 9４会員

トヨタＬ＆Ｆ中部(株) (株)和タイヤサービス

トヨタカローラ愛豊(株)

本協会の事業は、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。
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