コミュニティ部門
市町村名

大会名

会場

期日

主管団体

1

さいたま市

2

川越市

第29回県民総合体育大会ソフトバレーボール大会

川越市総合体育館

3

熊谷市

市民グラウンド・ゴルフ大会

荒川緑地運動広場3・4

5/14 熊谷市グラウンド・ゴルフ協会

わんぱく相撲大会

熊谷さくら運動公園相撲場

7/10 熊谷市相撲連盟

女性バレーボール親善大会

熊谷市立市民体育館

7/24 熊谷市スポーツ推進委員協議会

女性バドミントン大会

熊谷市立市民体育館

12/1 大会実行委員会

卓球親善大会

熊谷市立市民体育館

11/26 熊谷市スポーツ推進委員協議会

第6回スポーツ吹矢所沢合同大会

所沢市民体育館

11/22 スポーツ吹矢所沢支部

第28回所沢市空手道選手権大会

所沢市市民武道館

11/27 所沢市空手道連盟

平成28年度所沢市体力つくりソフトバレーボール大会

所沢市民体育館

6/26 所沢市体力つくり市民会議

谷原中西側テニスコート

10月 春日部市テニス協会

4

5

所沢市

春日部市 県民総体・市民体育祭ダブルス大会兼春日部市選手権大会

6/5 川越市女性スポーツ団体連絡協議会

第29回県民総合体育大会兼第62回春日部市民体育祭中学生ソフトテニス大会

谷原中西側テニスコート・大沼テニスコート

9月 春日部市ソフトテニス連盟

6

鴻巣市

鴻巣市武道大会

鴻巣市立総合体育館

9/4 鴻巣市武道大会実行委員会

7

上尾市

小学生ドッジボール大会

上尾市民体育館

7/3 上尾市スポーツ推進委員連絡協議会

上尾市なわとび大会

埼玉県武道館

上尾市民駅伝競走大会

上尾運動公園陸上競技場

2/12 上尾市教育委員会

婦人バレーボール大会

市民体育館

6/19 地域スポーツ交流大会実行委員会

壮年ソフトボール大会

市運動公園、ソフトボール場他

6/19 地域スポーツ交流大会実行委員会

陸上競技大会

市運動公園

グラウンドゴルフ大会・ペタンク大会

黒須市民運動場、ソフトボール場

11/6 地域スポーツ交流大会実行委員会

8

入間市

12/26 上尾市教育委員会

10/15 入間市陸上競技協会

9

朝霞市

スポーツ少年団運動適正テスト

朝霞中央公園陸上競技場、朝霞市立総合体育館

11/3 朝霞市スポーツ少年団

10

桶川市

壮年ソフトボール大会

桶川市総合グラウンド

7/10 桶川市体育協会

地区対抗剣道大会

桶川サン・アリーナ剣道場

7/17 桶川市剣道連盟

桶川市民秋季卓球大会

桶川サン・アリーナ

11/26 桶川市卓球連盟

桶川市少年柔道大会

桶川サン・アリーナ柔道場

10/30 桶川市柔道連盟

市民軟式野球大会

清久球場 青葉球場

久喜市民ソフトテニス大会

久喜市総合運動公園テニスコート

市長杯サッカー大会

久喜市総合運動公園 他

市民大会ソフトボール（Ａブロック、Ｂブロック）

久喜市総合運動公園 他

市民バドミントン大会

久喜市総合第１・２体育館

秋季ＧＢ（ゲートボール）大会

桜田運動公園 他

市民バレーボール大会

久喜市総合体育館

11

久喜市

12

北本市

北本市レクリエーションの集い

北本市体育センター

13

八潮市

第5回八潮市民さいかつぼーる大会

エイトアリーナ（鶴ヶ曽根体育館）

14

富士見市 市民スポーツ大会 柔道の部

9/11 久喜市バドミントン連盟
9/25,10/16 久喜市ゲートボール連盟
7/10,23 久喜市バレーボール連盟
11/23 北本市レクリエーション協会
6月頃 八潮市スポーツ推進委員協議会

未定（H27年度は富士見市総合体育館）

11/23 富士見市体育協会

水子貝塚ミニ駅伝競走大会

水子貝塚公園
三郷市総合体育館

16

坂戸市

第33回坂戸市レクリエーションスポーツ大会

坂戸市民総合運動公園 小体育館

19

8/21,28,9/11 久喜市ソフトボール協会

スポーツフェスティバル スポーツ玉入れ
チャレンジスポーツ大会

鶴ヶ島市 鶴ヶ島市親善弓道大会

日高市

9/25～10/16 久喜市サッカー連盟

未定 富士見市柔道会

三郷市

18

9/19 久喜市ソフトテニス連盟

未定（H27年度は富士見市総合体育館）

15
17

7/3～8/21 久喜市野球連盟

日高アリーナ

12月 富士見市陸上競技協会
11/13
6/5 坂戸市レクリエーションスポーツ協会
10/2 鶴ヶ島市弓道連盟

第5回スタンプラリーつるがしま大会

鶴ヶ島市立新町小学校

内野杯兼県民総体ソフトボール大会

鶴ヶ島市運動公園

第34回鶴ヶ島駅伝競走大会

鶴ヶ島市農業交流センター周辺道路

鶴ヶ島ジュニアユースカップ

鶴ヶ島清風高校他

鶴ヶ島サッカーフェスティバル

鶴ヶ島市立藤中学校他

日高市ペタンク大会

日高市巾着田

日高四半的弓道大会

日高市文化体育館

12/11 日高市スポーツ推進委員協議会

日高市ラケットテニス大会

日高市文化体育館

7/10 日高市スポーツ推進委員協議会

ふじみ野市 第24回グラウンド・ゴルフ連盟秋季大会

ふじみ野市立亀久保小学校

10/23 鶴ヶ島市レクリエーション協会
7/10,17 鶴ヶ島市ソフトボール協会
2/5 NPO法人鶴ヶ島市体育協会
8/6,7 鶴ヶ島市サッカー協会
12/16,17 鶴ヶ島市サッカー協会
6/25 日高市スポーツ推進委員協議会

10/29(予備日10/30) ふじみ野市グラウンド・ゴルフ連盟

20

白岡市

第36回白岡市親子レクリエーション大会第29回県民総合体育大会白岡市大会

白岡市総合運動公園

21

伊奈町

第46回町民運動会

伊奈町制施行記念公園

第42回伊奈町駅伝大会

伊奈町役場周辺

三芳町ソフトバレーボール大会

三芳町総合体育館

5/29 三芳町スポーツ推進委員連絡協議会

三芳町キンボール大会

三芳町総合体育館

11/20 三芳町スポーツ推進委員連絡協議会

三芳町ラケットテニス大会

三芳町総合体育館

7/3 三芳町スポーツ推進委員連絡協議会

22

23

三芳町

毛呂山町 ペタンク大会

大類グラウンド

10/10 白岡市スポーツ少年団
10/9 伊奈町体育協会
12/11 伊奈町体育協会

11/26 毛呂山町教育委員会

コミュニティ部門
市町村名

大会名

会場

グラウンドゴルフ大会

毛呂山総合公園

マレットゴルフ大会

大類グラウンド

期日

主管団体
5/8 毛呂山町教育委員会
7/16 毛呂山町教育委員会

24

横瀬町

第37回横瀬町駅伝競走大会

横瀬町町民グラウンド周辺

25

神川町

第10回神川町バドミントン大会

神川げんきプラザ

5/29 神川町バドミントン協会

26

上里町

地域親善ｽﾎﾟｰﾂ（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）大会

町民体育館

5/15 上里町健康・体力づくり推進協議会

第42回上里町民ハイキング

未定

10/30 上里町健康・体力づくり推進協議会

地域親善ｽﾎﾟｰﾂ（ｲﾝﾃﾞｨｱｶ）大会

町民体育館

11/20 上里町健康・体力づくり推進協議会

第20回上里町スポーツ少年団交流大会

町民体育館・多目的スポーツホール

12/23 上里町スポーツ少年団

県総体兼町民硬式テニス大会

宮代町総合運動公園テニスコート(5面）

4/10 宮代町硬式テニスクラブ

県総体兼春季町民ソフトテニス大会

宮代町総合運動公園テニスコート(7面）

4/29 宮代町ソフトテニス連盟

県総体兼春季町民バレーボール大会

宮代町総合体育館

6/28 宮代町バレーボール連盟

県総体兼町民卓球大会個人戦

宮代町立笠原小学校体育館

5/15 宮代町卓球連盟

県総体兼町民卓球大会ダブルス戦

宮代町立笠原小学校体育館

6/19 宮代町卓球連盟

県総体兼秋季野球大会

宮代町総合運動公園野球場

9/11～11/20 宮代町野球連盟

県総体兼町民弓道大会

宮代町総合体育館弓道場

1/14 宮代町弓道連盟

第33回宮代町綱引大会

宮代町総合体育館

12/4 宮代町教育委員会

県民総合体育大会春季サッカー大会

西仮グラウンド

6月頃 杉戸町スポーツ少年団サッカー部会

県民総合体育大会杉戸町さいかつぼーる大会

杉戸中学校

2月頃 杉戸町スポーツ推進委員連絡協議会

27

28

宮代町

杉戸町

12/11 横瀬町教育委員会・横瀬町体育協会

