
行事名 開催日時 開催会場 競技内容 参加費 申し込み・問い合わせ先 申込締切日

サッカー大会
8月29日(土)から
10月11日(日)まで
の土・日・祝日

くびきふれあいグラウンド
他

少年の部、中学生の部、レディースの部、シニアの部、
一般の部

少年 … 1チーム　2,000円
中学生･レディース･シニア
　… 1チーム　5,000円

一般 … 1チーム　7,000円

上越サッカー協会　工藤篤志
〒943-0824　上越市北城町4-16-11
携帯：090-4019-7127
e-mail：jouetsufa＠gmail.com

8月23日(金)
必着

太極拳
フェスティバル

9月13日(日)
9:30～16:00

謙信公武道館 初心者コース、24式太極拳、24式太極扇、武当剣の講習会 1人　500円
上越市太極拳協会　理事長　浅野則子
TEL：090-2646-5584

当日受付可

カポエイラ体験会
9月13日(日)
14:00～15:30

上越市総合体育館
柔剣道場

カポエイラの動きを使った簡単な体操などの体験、デモン
ストレーションの観賞

1人　1,000円
ゲトカポエイラ　代表　玉村　嵩
TEL：090-9765-5603
e-mail：c.d.fcapoeira@gmail.com

当日受付可

上越ディスクゴルフ
大会

9月27日(日)
9:00～13:00

高田城址公園
 芝生広場（東側）

ディスクを投げてキャッチャー(かご)に何打で入れるかを
競うスポーツです。ルールは一般的に行われるゴルフと同
じです。子供から高齢者まで、障がい者、車いすの方でも
一緒に楽しめるスポーツです。

一般：1,000円
（小学生以下　無料）

JDC会員：500円

上越ディスクゴルフクラブ事務局
　高橋正平
携帯：090-8687-5532

9月17日(木)

硬式テニス団体戦
10月3日(土)

(予備日)4日(日)
8:00～17:00

上越総合運動公園
テニスコート

男子Ｄ、女子Ｄ、混合Ｄによる団体戦 1チーム　2,000円

上越市テニス協会事務局　徳山　裕
〒943-0834　上越市西城町2-7-24
TEL/FAX：025-522-4849
携帯：090-2309-3691

9月26日(土)

ソフトバレーボール
大会

10月4日(日)
8:00～17:00

三和体育館
Ａ：フリーの部
Ｂ：トリムの部
Ｃ：シルバーの部

1チーム　1,000円

上越ソフトバレーボール連盟　松田　透
〒943-0816　上越市藤新田2-10-24
TEL/FAX：025-523-4849
e-mail：svb_joetsu＠yahoo.co.jp

9月14日(月)
17:00必着

アイスホッケー大会

10月
3日(土),4日(日),

11日(日),25日(日),
31日(土)

リージョンプラザ上越
アイスアリーナ

原則各カテゴリー対戦とする。
競技時間：正味10分、インターバル3分

無料

上越アイスホッケー連盟　中曽根 智
TEL/FAX：025-525-0843
携帯：090-2236-2365
e-mail：joetsu_ihf＠yahoo.co.jp

9月末まで

ソフトテニス大会

①10月10日(土)
7:00～18:00

②10月11日(日)
7:30～18:00

上越総合運動公園
テニスコート

個人戦
　①10日…小学生・中学生の部
　②11日…一般の部

①１ペア　 800円
②１ペア 2,000円
(高校生は、800円)

上越市ソフトテニス協会 事務局
e-mail：jyouetusoft@gmail.com

①②共に
10月2日(金)

市民卓球大会
10月11日(日)

8:30～
上越市総合体育館

(1)硬式シングルスの部（グループ別 Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ）
(2)硬式ダブルスの部
(3)ラージボールの部（ダブルスのみ）

(1)小学生200円、中学生300円、
高校生400円、一般500円

(2)一組800円
(3)一組800円

上越卓球連盟　大滝浩之
〒943-0838　上越市大手町3-27
TEL：025-523-3214
FAX：025-523-8855

9月23日(水)

弓道競技大会
10月11日(日)
9:00～16:00

謙信公武道館
遠的、近的
個人戦（一般男子の部、一般女子の部）
　　　（高校男子の部、高校女子の部）

無料
上越弓道連盟　競技部　山田耕司
〒943-0837　上越市南城町2-3-29
TEL：025-522-2014

9月30日(水)

第５０回上越市民スポーツ祭
　主　催 ： 一般財団法人上越市スポーツ協会

　後　援 ： 上越市　　上越市教育委員会

　期　日 ： 令和２年８月～１１月
　　

裏面も

あります。

☞

総合問合せ先：一般財団法人上越市スポーツ協会【ホームページアドレス https://www.joetsu-taikyo.jp/】

〒943-0805 上越市木田1-17-33 上越市総合体育館内 TEL:025-525-4119／FAX:025-525-4169

※詳細については、

各問い合わせ先にご連絡ください。



競技名 開催日時 開催会場 競技内容 参加費 申し込み・問い合わせ先 申込締切日

柔道大会
10月11日(日)
9:00～12:00

謙信公武道館

個人戦　小学生：3年生の部、4年生の部、
　　　      　　5年生の部、6年生の部
　      中学生：1年生男子の部、2年生男子の部
　      中学生：1・2年生女子の部

1人　500円

上越市柔道連盟　植木和真
〒943-0851　上越市下箱井146-1
TEL：025-525-5395
携帯：090-4093-5864

9月24日(木)

上越市空手道
選手権大会

10月11日(日)
9:00～

清里スポーツセンター 小学生 ～ 一般　　男・女　　形・組手 1人　1,000円
上越市空手道連盟　斎藤隆雄
TEL：025-525-1525

9月14日(月)

ゲートボール大会
10月11日(日)

(予備日)12日(月)
8:00～16:00

春日山ゲートボール場
1チーム5名～8名でチーム編成し、40チームに限定し競技
を行う。

1チーム　2,000円
上越ゲートボール連盟事務局　浅野　潔
〒942-0031　上越市佐内町8-5
TEL/FAX：025-543-4483

9月23日(水)

銃剣道大会
10月11日(日)
8:00～12:00

陸上自衛隊高田駐屯地体育館 団体戦、個人戦 無料
上越銃剣道連盟　石井政行
携帯：090-7023-7285

当日

上越剣道選手権大会
10月17日(土)

9:00～
カルチャーセンター

個人戦
　小学生　1･2年生の部、3･4年生の部、5･6年生の部
　中学生　男子の部、女子の部
　高校生　男子の部、女子の部

1人　300円

上越市剣道連盟事務局（武道具妙仙内）
〒943-0823　上越市高土町1-10-1
TEL：025-525-5972
FAX：025-525-5973

9月23日(水）

スケート大会
10月18日(日)
17:00～21:00

リージョンプラザ上越
アイスアリーナ

ショートトラックスピードスケートの部
　①トラック→日本スケート連盟ショートトラック
　　スピードスケート競技規則による。
　②距離→小学生男女から一般男女まで共に
　　500M・1000M・1500Mとする。
フィギュアスケートの部
　シングルスケーティング、グループスケーティング

無料

上越スケート連盟
〒942-0066　上越市春日新田2-13-15
　中村栄司　TEL：025-543-7519
〒943-0804　上越市新光町2-8-35
　田村英夫　TEL：025-523-5489

10月11日(日)

ペタンク大会
10月18日(日)
9:00～13:00

春日山ペタンク場
ペタンク競技を愛する方から参加していただき、試合を通
し実技指導を行っていく。

1人300円
（小学生は無料）

上越市ペタンク協会　早川喜一
TEL：025-544-1443

10月10日(土)

上越体操競技選手権
大会

11月28日(土)
　  29日(日)
9:00～16:30

上越体操場　ジムリーナ 体操競技　個人及び種目別 無料

〒949-3102　上越市大潟区九戸浜338
　上越体操場　ジムリーナ　　山崎　塁
TEL：025-546-7680　FAX：025-546-7685
E-mail：
rainbow.gymnastics.ogata@gmail.com

10月25日(日)
必着

バドミントン大会
11月29日(日)

9:00～
上越市総合体育館、
勤労身体障害者体育館

男子ダブルス（ランク：A・B・C・D）
女子ダブルス（ランク：A・B・C・D）
※混合ペアは、男子ダブルスに出場すること。
※女子ペアは、男子ダブルスへの出場可能。
※Ｄランクは小学生のみ可

1人1種目600円
(小・中学生は、400円)

上越市バドミントン協会　吉田　誠
TEL：090-1433-1397
e-mail：mail@j-bad.Info
e-mail：mako1290@joetsu.jp

11月14日(土)
必着

※　新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります。その場合は、ご了承ください。

総合問合せ先：一般財団法人上越市スポーツ協会【ホームページアドレス https://www.joetsu-taikyo.jp/】

〒943-0805 上越市木田1-17-33 上越市総合体育館内 TEL:025-525-4119／FAX:025-525-4169

※詳細については、

各問い合わせ先にご連絡ください。


