
                                                      

※スポーツ事業委託※ 

期 日 事  業  名 内    容 

4/3 第 52 回総合体育大会開会式兼都民体育大会結団式 新型コロナウイルス蔓延防止の為中止 

6 月～4 年 3 月 第 52 回羽村市総合体育大会 市内スポーツ施設等で 23 種目の大会を実施 

5/9～6/19 第 74 回都民体育大会春季大会 新型コロナウイルス蔓延防止の為中止 

5/9 第 74 回都民体育大会及び東京都障害者スポーツ大会総合開会式 新型コロナウイルス蔓延防止の為中止 

6/19 第 74 回都民体育大会春季大会閉会式 新型コロナウイルス蔓延防止の為中止 

9/11 第 53 回東京都市町村総合体育大会開会式 中止決定 

9/11～9/26 第 53 回東京都市町村総合体育大会開催日 中止決定 

10/2 第 53 回東京都市町村総合体育大会閉会式 中止決定 

10/10 第 74 回市民体育祭 富士見公園グラウンドにおいて開催 

11/18 第 31 回西多摩地域広域行政圏体育大会総合開会式 あきる野市 

11/21 第 31 回西多摩地域広域行政圏体育大会開催 あきる野市・桧原村体育施設 

4 年 1/30 第 35 回ふれあい綱引き大会 市民の交流・健康保持 

3/13 第 40 回羽村市駅伝大会 町内会・自治会、中学生男子・女子、50 歳 

以上、一般男子・女子の 6 部門で開催 

※第５２回羽村市総合体育大会日程※ 

競技種目 期日 会     場 主管団体 

軟式野球 9/5～11/21 武蔵野公園 軟式野球連盟 

陸上 9/19・10/24 富士見公園 陸上競技クラブ 

剣道 9/12 スポーツセンター 剣道玉心会 

柔道 9/5 スポーツセンター 柔道会 

卓球 8/22 スポーツセンター 卓球連盟 

スキー 4/1/16 菅平高原スキー場 スキー連盟 

ソフトテニス 9/19～11/4 富士見公園 ソフトテニス連盟 

バレーボール 9/19～11/14 スポーツセンター・小中学校体育館 バレーボール連盟 

ソフトボール 8/22～10/17 富士見公園・あさひ公園 ソフトボール連盟 

テニス 10/3 富士見公園/武蔵野公園 テニス連盟 

バドミントン 10/2 スポーツセンター バドミントン連盟 

弓道 9/19 弓道場 弓道会 

ゲートボール 10/13 富士見公園 ゲートボール協会 

サッカー 9/5～4/1/30 武蔵野小学校/松林小学校/富士見公園/宮の下運動公園 サッカー協会 

バスケットボール 9/5～4/1/10 スポーツセンター バスケットボール連盟 

ゴルフ 7/14 立川国際カントリー倶楽部 ゴルフ連盟 

インディアカ 12/5 スポーツセンター インディアカ連盟 

空手 11/21 スポーツセンター 空手道連盟 

合氣道 6/6・11/7 スポーツセンター 合氣道会 

居合道 10/31 フレッシュランド西多摩 居合道会 

少年軟式野球 9/4～10/30 武蔵野公園/宮の下運動公園/子ども広場/あさひ公園 少年軟式野球連盟 

中学軟式野球 8 月・4 年 3 月 市内中学校校庭 中学校野球部 

※事業の詳細及びその他事業に関しましては体育協会ホームページをご覧ください。 



                                                      

令和２年度 個人会員の皆様 

青島一也 井上克巳 神田 稔 柴田昌孝 田村美好 並木太一 水野剛史 

浅岡ひろ子 井上篤太郎 岸浪一正 柴田満行 田村幸保 雙木幸光 宮下整司 

浅賀敏夫 井上雅彦 久保田飛鳥 島田 聡 田村義明 野崎功市 宮下ミネ子 

朝田慎吾 上野 重 小宮國暉 島田茂雄 田村芳雄 畑中喜八 宮林眞人 

浅見 貞 遠藤三夫 小山 敦 清水延子 田村良之助 羽野義明 茂木美保 

阿部義幸 大川秋盛 小山茂樹 清水政男 長 文男 濱中 守 森田節子 

雨倉久行 大澤泰男 小山史高 清水正宏 對馬三四年 羽村成久 山下博彦 

池田孝信 太田國生 斎藤誠司 志村長信 堤田正之 林 美明 山口孝幸 

石田健一 大野元雄 齊藤俊明 助広典子 富松 崇 深沢敏裕 山田幸子 

石田正弘 大野哲夫 齋藤 昇 鈴木幹夫 中根 透 古川マリ子 吉江友秋 

泉  修 長内 博 佐伯 広 平 辰男 中野 保 本田文栄 渡辺 剛 

市川幸一 加瀬哲夫 桜沢 修 高橋幸之助 中野恒雄 増田勲徳 渡辺豊子 

市山雄三 加納正彦 櫻庭 徹 竹内真治 中野 毅 松井正好 若月哲弘 

伊藤寿惠 河内準治 佐藤吉雄 田中八重子 中野祐司 松橋 薫 匿  名 

伊藤文隆 河本修二 佐藤幸寿 田村志津子 永井広義 水野隆敏  

令和２年度 法人会員の皆様 
㈲秋山商店 サンコー機材㈱ 東京プラスチック㈱ ㈱ホンダカーズ東京西さくらモール羽村店 

㈱アサヒ ㈱三双運輸 ㈲ときわ堂 桝屋商店 

㈲池田靴店 ㈱島田組 東京都社会人バスケットボール連盟 松原内科医院 

居酒屋 なぎさ ㈱島谷製作所 ㈱土佐電業社 松菱金属工業㈱ 

㈲石川新聞サービスセンター ㈱シンセイ ㈲鳥市商店 丸順商事㈲ 

㈱伊藤園 ㈱ジェイテクト ㈲トルートータス ㈱マルフジ羽村店 

㈱上野組 ㈱ジャパンビバレッジイースト ㈲ハクユウスポーツ 南商店 

永仁医院 ㈱ジュウユウ ㈲橋本園 ㈱村尾重機 

青梅産業㈱ 樹 樹 羽加美不動産㈱ 望月建設㈱ 

大野獣医科医院 ㈱正栄輸送 羽村グリーンゴルフ 森田木材工業㈱ 

㈲大広製作所 (学法) 菅生学園 羽村市金融団 森谷歯科医院 

小作接骨院 ㈱セイショウ 羽村歯科医院 やきとり 一浦 

㈱開成 ゼット物産㈱ 羽村設備㈱ 柳田医院 

㈲共栄モータース 宗禅寺 日野自動車㈱ 羽村工場 横田クリニック 

クサジマ電器㈱ ㈱玉川苑 ファッションハウスシバタ FUNTRY 藤井俊昭 

㈱クレムリ 多摩包装工業㈱ ㈱福島屋 H&N 物流㈱ 

工和会 ㈱田村工務店 ㈲フレッシュグリーンマルシン MJ ウルトラ BBC 

㈱五光社 ダンススポーツ連盟 ㈲武陽交通  

㈲寿屋ベーカリー ㈲ちんか   

㈱コナモーレ 手打蕎麦 一作   

コミュニティーレストランらるご ㈱電子制御国際   

酒処男と女の絆 東海大学菅生高等学校 
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令和 2 年度表彰一覧 

東京都スポーツ功労賞  

ダンススポーツ連盟 

東京都体育協会表彰 

 中根 透 

 合氣道会 

東京都市町村体育協会連合会表彰 

 清水 正宏 

西多摩地域体育協会連合協議会表彰 

 坂谷 保則 


