募集 第70回

市民体育大会

出場者募集！

開催日時＝ 5 月 10 日（日）他
※屋外競技は雨天時 5 月 17 日（日）に延期。総合開
会式は、総合公園施設 ホウワグラウンドにて、8
時集合 ･8 時 30 分開始。ただし雨天中止。
開催場所＝競技によって異なります（下記参照）
対象＝市内在住 ･ 在勤 ･ 在学の人
アーチェリー

種目/ 場所 / 要項
並河（☎59-0213）

所 奈良高専アーチェリー場

一般の部、オープンの部、学生の部、小中学生の部、初心者
の部。50ｍ、30ｍの的へ3射ずつ12回行い、合計72射の
総得点数により順位を決定する。初心者及び小中学生は状
況により更に近距離の的を用意する。競技は距離毎に各種
別同時に行い、競技終了後の得点集計時に各種別に分けて
順位を決定する。

柔道

井原（☎090-8239-2286）

所 DMG MORIやまと郡山城ホール 柔道場

個人戦：幼児、小学生、高校生、一般 ※全柔連登録者に
限る。国際柔道試合審判規定国内における「少年大会特別
規定」による。小学生2分、中学生以上3分。

ゲートボール

末廣（☎54-9003）

所 平和地区公民館 多目的広場

各コート2 戦、審判は相互審判制で実施。

ソフトボール

松井（☎090-8931-5905）

所 ホウワグラウンド

1チーム15人で、60 分 7回戦トーナメント方式とす
る。2020 年オフィシャルルールによる。申込多数の
場合は抽選により出場16チームを決定する。60 歳
以上１人または女子1人常時出場する。同点の場合
は抽選により決定する。参加チームは開会式に全員
参加すること。※女子が投手の時は12.19ｍとする。

バドミントン

野村（☎090-8882-9656）

所 金魚スクエア

一般の部（一部・二部）男子ダブルス、女子ダブルス、
混合ダブルス
少年小女（市内の小学 4 年生以上）の部 ダブルス
所 郡山中学校体育館

中学2･3 年生の各部 シングルス、中学生の部 ダブ
ルス（各男女別）

ボウリング

トドロキボウリング（☎080-2410-4615）

所 トドロキボウル（4 月25日（土）まで受付）

アメリカン方式 3ゲームトータル
少年（中高生）
､ 成年（19 歳～ 49 歳）
､ シニア（50 歳
以上）
､ 協会シニア（50 歳以上）年齢別･男女別ハ
ンデキャップ制 参加費：一般1,500円･少年男女
1,000円 各部門終了後、県民体育大会選考会を行う
（参加者は別途1,500円が必要）
。

サッカー

以勢（☎090-8520-8717）※市サッカー協会加盟チームのみ

所 郡山西小学校 運動場

小学生の部（3 年生以下、4 年生以上学年別リーグ
戦）

卓球

申込 ･ 問合せ＝ 4 月 17 日（金）までに申込用紙を、
スポーツ推進課（内線 556）へ
※市ホームページから、申込用紙が印刷できます。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、開催
を延期または中止する場合があります。
※ ｢水泳｣ 競技は、7月に郡山中学校プールで開催予定です。

種目/ 場所 / 要項
田野（☎090-7354-5348）

所 金魚スクエア（5月17日（日）開催）

中学生（各学年）･一般（40 歳未満）･壮年（40 歳代）
･シニア（50 歳代）･ベテラン（60 歳代）･オールダー
（70 歳以上）各男女別予選リーグ戦実施後、決勝
トーナメントを行う。※大会当日受付可。

グラウンドゴルフ

鯛（☎52-8730）

所   矢田小学校 運動場

個人戦（男女別）
、32ホール（午前2ゲーム、午後2ゲー
ム）で競技。昼食持参

空手道

新屋（☎090-2281-3769）

所 外川町スポーツ会館

組手競技：幼年男女、小学生1･2 年、3･4 年、5･6 年
の部（各男女別）
、中学生男子、高校･一般男子、中学
･高校･一般女子の各部
形競技：幼年男女、小学生1･2 年の部、小学生 3･4
年（無級～ 6 級･5級～有段）
、5･6 年（無級～ 4 級･3
級～有段）
、中学生の部、高校･一般の各部
※参加資格：大和郡山市空手道連盟会員

テニス

稲生（☎090-7761-0127）

所   総合公園施設 庭球場

ダブルス ①男子一般、②男子 45歳以上、③女子一般、
④女子55歳以上、⑤ミックスの各部、⑥110歳以上ミッ
クスの部（⑤、⑥は大会2日目開催のため①～④と重複
出場可）試合は6ゲーム（6－6タイブレーク制）、セルフ
ジャッジ方式。服装その他ルールは、日本テニス協会規則
に準拠。選手変更は認めない。
年齢基準は奈良県テニス協会規則に準拠。45歳以上：
1975年12月31日以前生、55歳以上：1965年12月31
日以前生。天候不順時は現地判断とする。必ず現地確認
のこと。抽選結果の通知は、参加クラブへメールか郵送。
一般参加者は、市テニス協会ホームページから。

弓道

小林（☎54-3260）

所   DMG MORIやまと郡山城ホール 弓道場

個人競技（参加人数によって種別を設ける場合あ
り）
、近的競技（36㎝霞的）
。
射数:近的８射（各自4つ矢坐射２回）
的中の上位より順位決定。同中時は射詰競射。2 位
以下順位決定は遠近競射法による。

ペタンク

城守（☎54-9171）

所   ホウワグラウンド（5月20日（水）開催）

ダブルス 11点先取 4試合開催

陸上競技

鍵本（☎090-5364-3029）

所 片桐中学校 運動場

所   ホウワグラウンド（5月31日（日）開催）

社会人の部トーナメント

詳細は市ホームページに問い合わせてください。

バレーボール

種目/ 場所 / 要項
百濟（☎090-2283-2164）

所   郡山西中学校体育館

婦人バレー 市バレーボール協会ガイドライン規則に準ずる
所   郡山西小学校体育館

小学生の部

ソフトテニス

濱端（☎080-1488-6501）

所 奈良高専テニスコート（5月3日（日）まで受付）

男子個人（一般・35歳以上・60歳以上の部）女子個
人（一般･ママさん）の各部 ※いずれも個人戦のみ。
所   郡山南中学校 庭球場（5月3日（日）まで受付）

中学生男子（団体戦･個人戦）、中学生女子（団体戦･個人戦）

なぎなた

福田（☎080-2538-5177）

所   矢田小学校 体育館

演技競技：小学生、中学生、高校・一般の各部
個人試合：小学 4 年生以下、小学5・6 年生、中学生、
高校・一般の各部

軟式野球

三浦（☎090-3161-6794）

所   総合公園施設ならっきー球場（市営球場）･

市内小学校 他

一般の部B 級･C 級（市軟式野球連盟加盟チーム）
、
学童の部（市軟式野球連盟学童部加盟チーム）
各試合トーナメント方式、優勝･準優勝チームを決
定。学童部の優勝･準優勝チームは、スポーツ少年
団県大会に出場。

バスケットボール

田村（☎090-3164-2959）

所 郡山東中学校 体育館

一般の部 男女別 トーナメント形式で県民体育大会
予選を兼ねる
所 平和小学校 体育館

小学生の部 男女別（ミニバスケットボール）

相撲

小中（☎52-7115）

所 片桐中学校 相撲場

小学生1 ～ 6 年生
各学年男女別トーナメント※大会当日受付可

少林寺拳法

米澤（☎090-8653-7001）

所 矢田南小学校 体育館

少年（白･黄･緑･茶黒帯）
、中学生、一般（段外･初段
･二段･三段以上）
、単独（少年高学年、低学年、中学
生、一般段外、一般有段）
、親子、少年団体、一般団
体の各部

剣道

大川（☎090-6966-1067）

所 三の丸体育館

個人戦：小学生 2 年生以下、3･4 年生の部（男女別）
、
5･6 年生の部（男女別）
、中学生の部（男女別）
、高校
生の部（男女別）
、一般の部
団体戦：小学生の部 ※参加人数により変更あり。
大和郡山市

広報
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