
 

 

 

 

 

 

わたしたちは、山県市のスポーツ普及、市民の体力向上を図ることを目的として活動しています。 

 

ごあいさつ 

山県市体育協会は、市内を統括するスポーツ団体により構成され、広く市民のみなさんにスポーツの機会を提

供するため、市民スポーツ大会やジョギング大会を開催しています。また、県民スポーツ大会に多くの競技が出

場し、競技力の向上に努めています。この他、スポーツ功労者や優秀選手の表彰、スポーツ少年団本部への活動

助成、市中学校総合体育大会への審判員派遣協力も行っています。 

 本年度は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、市民スポーツ大会(１０月)、ジョギング大会（３月）を

中止としましたが、来年度の開催に向けて準備をしてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

山県市体育協会 会長 早矢仕 煇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山県市体育協会 

YAMAGATA CITY SPORTS ASSOCIATION 

軟式野球          サッカー          陸上競技           バレーボール      クレー射撃競技    ソフトボール 

令和３年２月１日 

発 行 

山県市体育協会 

〒501-2257 

山県市富永 495 

山県市教育センター内 

☎（52）1007 

ソフトテニス         剣  道             テニス          ゴルフ     グラウンド・ゴルフ       卓  球 

少林寺拳法          空  手          ゲートボール      バドミントン     スポーツ少年団    スポーツ推進委員会 

県民スポーツ大会               山県市民スポーツ大会                    やまがたジョギング大会 

令和２年度は、競技団体１６団体 1,168名、スポーツ少年団１５団 292名が加盟しています 

 加盟団体活動紹介・ご案内 次ページから掲載 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バレーボール 
登録 18 チーム(221名)本部役員 27名 

連盟加盟金 1 チーム年 3,000円 

◆大会（ ）内数字は回数 

6人制小学生(4) 9人制一般女子(3) 

4人制ソフトバレーボール(3) 

9人制ソフトバレーボール(1) 

市民スポーツ大会ソフトバレーボール(1) 

県民スポーツ大会 地区選手権 

山県市はバレーボールのまちとして知られ、古くは全日本男子及

び女子の紅白戦やスポレクぎふ´98 ソフトバレーボール大会及びぎ

ふ清流国体バレーボール競技会少年男子の部などの全国大会が

開催された地であります。私たちは、この歴史ある競技団体を更に

発展したく日々活動しています。 

また、令和 3年 10月 30日から 11月 2日にかけ「ねんりんピ

ック岐阜」でソフトバレーボール交流大会が山県市で開催されます

ので、さらに機運を高めたいと思っています。皆さんの大会へのご参

加及び連盟活動へのご協力をお待ちいたしております。 

連盟 軟式野球 連盟 

登録 12 チーム(一般８・還暦４)219名 

登録費(年)1 チーム 12,000円 大会別途要 

◆大会 

一般チームナイターリーグ戦（4～10月） 

還暦チームリーグ戦（3～10月） 

市民スポーツ大会(10月) 

県民スポーツ大会  学童・中学大会運営 

 グラウンド・ゴルフ 協会 

会員数 190名 

年会費 1,500円 

◆活動日 

 大桑城山公園（月・土）9:00～ 

 大桜グラウンド（水）9:00～ 

 市総合運動場（火・金）9:00～ 

 げんき広場（木）9:00～ 

◆大会 

山県市長杯(1) ぎふ JA杯(1) 会長杯(3) 

市民スポーツ大会 

（出場）県民スポーツ大会、全国大会等 

グラウンド・ゴルフは、いつでも、どこでも、だれとでも気軽にできる

スポーツです。月曜日から土曜日まで毎日 9 時から 10 時 30 分

まで練習しています。お気軽に見に来てください。 

 ソフトボール 協会 
会員数 160名（6 チーム） 

登録費(年)1 チーム 10,000円 大会別途要 

◆リーグ戦活動日 

 週 3日(火・木・土) 20:00～21:30 

 場所 市内グラウンド 

◆大会 

春季大会、夏季大会、秋季大会 

市民スポーツ大会、県民スポーツ大会、他 

 当協会は、令和 3年度で創立 40周年を迎えます。ソフトボール

は、生涯スポーツとして老若男女が楽しめるスポーツです。高校生

以上の男女で、チーム及びメンバーを募集しています。 

 バドミントン 連盟 

会員数 63名（3 クラブ） 

◆活動 

 3 つのクラブが登録し、市総合体育館等で 

 活動しています。 

◆大会 

市民スポーツ大会（10月） 

初打ち大会（1月） 

（出場）県民スポーツ大会 

毎年 10月に市民スポーツ大会バドミントン競技を開催しています。 

市民のみなさんのご参加をお待ちしています。 

市民の健康づくり推進に向けて、ラジオ体操やウォー 

キング、スポーツ吹き矢等の普及を行っています。 

また、市民スポーツ大会やジョギング大会等、体育協会 

の行事に対して、運営の協力を行っています。 

 スポーツ推進委員会 

山県市体育協会 加盟団体 活動紹介 

 山県市体育協会に加盟している１６競技団体とスポーツ少年団、山県市スポーツ推進委員会の活動紹介と 

募集情報を３ページにわたって掲載しています。 

 一般・還暦チームのリーグ戦を展開しています。 

 チームでの加盟の他に、個人での参加を希望される方には、現在

あるチームを紹介します。 

 審判員として協力していただける方は、ぜひご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓球 
会員数 33名(一般)他、小中学生等 

会 費 無料（使用料等別途要） 

連盟 

◆活動（会場はいずれも高富体育館） 

（月・木） 9:30～12:30 ＊一般優先 

（月・水）18:00～21:00 ＊学生優先 

 ＊感染症防止対策のため優先日を設定 

◆大会 

市民スポーツ大会 （出場）各種大会 

今、人気急上昇中の卓球。技術の向上や健康維持にぜひいら

してください。老若男女問いません。時間も、一般の方、学生の方

は、分かれていますので、卓球台も広々と利用することができます。

お気軽にどうぞ。 

テニス 連盟 

会員数 24名(男 17・女 7) 

会 費 無料 

◆大会 

山県市テニス大会（5月） 

市民スポーツ大会（10月） 

（出場） 

  県民スポーツ大会 

（地区予選 7月・本大会 9月） 

生涯スポーツとして、テニスの普及に努めています。 

大会の開催だけでなく、定期的な練習会等も行っています。 

クレー射撃競技 協会 

★入会希望の方は、銃の所持許可証が必要です。 

         会員数 20名 年会費 3,000円        

         

  

 ◆大会（会場：関国際射撃場 他） 

市民クレー射撃競技大会（４・５・９月） 

岐阜地区親睦射撃大会（６・10月） 

県民スポーツ大会（地区7月・本大会9月） 

令和元年度は、県民スポーツ大会（地区大会）では、トラップ

1 位、スキート 5 位入賞しました。また、本大会では、トラップ 3 位

の好成績を収めました。興味のある方は、ぜひご連絡を！ 

剣道 

少林寺拳法 サッカー 

連盟山県支部 

会員数 28名(一般)他、小中学生等 

会 費 級位・段位による会費要 

◆活動（一般の方） 

 （水） 19:30～21:00 

  市総合体育館２F多目的ホール 

◆大会 

市剣道大会 市民スポーツ大会  

県民スポーツ大会 支部審査会 等 

防具は各自ご準備ください。初心者の方には指導します。 

小学生から大人までよい汗流しています。 

一緒に剣道やりましょう！ 

連盟 

会員数 22名  年会費 10,000円 

◆活動  

4～5月(木)19:30～ 市総合グラウンド 

6～3月(水)19:30～ 大桜グラウンド 

◆大会  

市民スポーツ大会（10月） 

社会人リーグ戦(4～12月） 

県民スポーツ大会(地区 6月) 

協会 

月会費 3,000円 

◆活動  

(火・木)19:30～22:00 

◆大会 ブロック大会 

県民スポーツ大会等 

少林寺拳法は、勇気と思いやりと正義感、そして行動できる人を

育て住みよい社会をつくることを目的とする団体です。拳技、学科、

法語を中心とした教育システムにより、老若男女どなたでも自分に

応じたペースで、無理なく修練できます。護身練胆、健康増進、精

神修養の三徳を兼ね備え心と身体を整えます。 

年齢は問いません。お気軽に問い合わせてください。 

山県市体育協会 加盟団体 活動紹介 

 「加盟団体活動紹介」をご覧いただき、市民のみなさんが、当協会の行事に参加したり、会員として活動され

たりするきっかけになれば幸いです。 

各競技に興味をお持ちになられましたら、山県市体育協会事務局にお問い合わせください。 

私たちは、岐阜地区社会人リーグ 1 部で大会に出場していま

す。週 1 回の練習には、中学生の受け入れも可能です。一緒に、

サッカーをやりたい人を募集しています。ぜひ、ご連絡を！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技 
会員数 17名(一般)  

年会費 500円（練習活動費別途必要） 

◆活動 （水・金）19:00～21:00 

        会場：高富中グラウンド 

◆大会出場 

県民スポーツ大会（トラック・フィールド） 

ぎふ清流駅伝（10月） 

10月「ぎふ清流駅伝」（小学男女、中学男女、高校男女、一般

男女、40 歳以上男子の混合チームでのレース）への参加者を募

集しています。 

また、高校・大学を卒業し、練習環境のない方、180m タータン

コースと土の 400m トラックがあります。ぜひ入会してください。 

ソフトテニス 連盟 

会員数 46名 

会 費 無料（使用料は参加者負担） 

◆活動・大会 ＊練習会は不定期に実施 

市民スポーツ大会（10月） 

県民スポーツ大会（9月） 

各種大会への参加 

空手 協会（日本空手松涛連盟） 
会員数 58名（少年団員含む） 

月会費 4,000円 他、入団費・登録料要 

  

 
◆伊自良道場（会場：伊自良南小学校） 

 (火・木)18:30～20:30 20名参加 

◆美山道場（会場：富波体育館） 

(水・金)18:30～20:00 10名参加 

◆高富道場（会場：高富体育館） 

(火・金)18:00～19:30 28名参加 

◆大会 北部地区大会、少年少女空手道大会 

県・東海北陸・全国大会に出場． 

協会 

◎「ソフトテニスをやってみよう！の日」参加者募集（無料） 

令和３年３月 21日(日)9:00～12:00 市総合テニスコート 

ラケットは準備します。運動のできる服装で参加してください。 

初心者（小学生、高齢者可）でもバリバリの経験者でも、 

連盟スタッフが対応します。 

伊自良道場と高富道場は、老若男女を問いません。 

ゲートボール 連盟 

会員数 58名 

登録費(県)1,000円(市)650円 

傷害保険 350円 

  

 
◆活動日等 げんき広場（月・水・金・日） 

 伊自良さわやかドーム（火・木・土・日） 

◆活動時間 PM１時～４時 

◎主催大会 山県市大会を毎月１回（４～２月）開催．

（参加費５００円） 

◎県大会への参加（年間１２回） 

一度、げんき広場、伊自良さわやかドームにお出かけください。 

ゴルフ 連盟 

会員数 23名  年会費 1,000円 

  

 
◆大会への参加 

  県民スポーツ大会 市代表選考会 

  他のゴルフ大会 

県民スポーツ大会の出場に当たり、山県市の代表選考会を

行い、出場しています。令和元年度は、団体３位、個人１位・

７位の成績を収めることができました。 

山県市には、ゴルフ場が３ヶ所ありますので、市民のみなさん

には、ゴルフを通して、健康維持、スポーツの楽しさを経験して頂

きたいと思います。 

スポーツ少年団 
団員数 266名（令和 2年度） 会費は各単位団で設定 

  

 

◆登録単位団 13団（令和３年度の予定） 

 ○野球４（高富・桜尾・伊自良・美山） 

 ○バレーボール３（高富・桜尾・美山） 

 ○空手３（高富・伊自良・美山） 

 ○サッカー１ ○剣道１ ○卓球１ 

◆単位団活動・・・練習会、大会参加、他行事 

◆全体活動・・・合同入団式・運動適性テスト（4月） 

          指導者研修会・リーダー研修会 等 

スポーツ少年団団員募集は、２月頃から市内小学校を通じて 

全児童へ案内をしています。（事務局：市教育センター内） 

問合せ先：体育協会事務局 
平日 8:30～１６：３０ 

〒501-2257 山県市富永 495 山県市教育センター内 

TEL 0581-52-1007  FAX 0581-51-0030 

山県市体育協会 加盟団体 活動紹介 


