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第４１回　加西市体育大会
■総合開会式
　期　日：10 月５日 ( 日 )　午前 8 時 30 分～

　場　所：加西球場 ( 雨天 : 加西勤労者体育ｾﾝﾀｰ )

■各種競技
　申込先：下表参照

　締切り：各競技大会の要項参照

【問合先】　市民交流課 ☎㊷8773 

№ 大会名及び主管 期　　日 場　　　所 備考及び申込締切日

1
第 37 回市長旗争奪野球大会（軟式野球協会） 9/21 ～毎日曜 加西球場､ 三洋鎮岩グラウンド、

市民グラウンド､ 各中学グラウンド
協会未登録ﾁｰﾑは、
1 ﾁｰﾑ 3,000 円

申込先：参加申込書を 9/16/( 火 ) 午後 6:30 ～ 7:00 までの 30 分間に加西市軟式野球協会事務所（旧市役所跡）へ持参すること。

2
第 38 回町対抗家庭バレーボール大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）10/5  善中・九会、富合、泉、

西在田小・特支学校 １ﾁｰﾑ 1,000 円

申込先：〒 675-2395 加西市北条町横尾 1000　加西市体育協会事務局（加西市教育委員会　市民交流課内）

3
第 39 回親善サッカー大会（ｻｯｶｰ協会） 9/28 ～ 10/26 アクアスかさい､ 賀茂小、

ぜんぼうグリーンパーク
小中学生 1 ﾁｰﾑ 1,000 円、
一般 1 ﾁｰﾑ 3,000 円　締切り 8/31

申込先：〒 675-2221 加西市倉谷町 346-2　五百蔵卓久　☎・ＦＡＸ 0790-48-3486

4
 第 42 回市民卓球大会（卓球協会） 9/28  加西勤労者体育センター 締切り 9/5

申込先：〒 675-2445 加西市殿原町 906-1　大野隆司　☎ 0790-44-0662　　

5
 第 42 回市民ソフトテニス大会 ( ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会 ) 9/28  加西テニスコート 雨天時は、10/12

締切り 9/5
申込先：〒 675-2312 加西市北条町北条 778-3 加西市ソフトテニス協会事務局　大西　司　☎ 0790-42-0578　

6
 第 41 回市民柔道大会（柔道協会） 10/5  北条中武道館 締切り 9/1

申込先：〒 675-2105 加西市下宮木町 392-3　上田幹夫☎ 0790-49-2393 又は〒 675-2312 加西市北条町北条 933　黒田秀一☎ 0790-42-1537

7
 第 34 回市民剣道大会（剣道連盟） 10/19  北条小体育館 締切り 9/1

申込先：〒 675-2345 加西市西剣坂町 565-1　見上敏幸　☎・ＦＡＸ 0790-46-0656

8
 第 39 回市民空手道大会（空手道協会） 10/5  加西勤労者体育センター 締切り 9/7

申込先：〒 675-2233 加西市両月町 208-1　辻　正富　☎ 0790-48-2426　　　

9
第 32 回少林寺拳法演武大会 ( 少林寺拳法協会 ) 10/5  北条東小体育館 締切り 9/1

申込先：〒 679-2154 姫路市香寺町相坂 770　川嶋保男　☎ 079-232-5853

10
 第 5 回市民マウンテンボール大会（生涯ｽﾎﾟｰﾂ協会） 10/5 多目的グラウンド（加西球場隣） 雨 天 決 行

締切り 9/1
申込先：〒 675-2454 加西市下道山町 206-1　高田辰夫　☎ 0790-44-3055　

11
 第 33 回市民バドミントン大会 ( ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 ) 10/5  北条中体育館 1 人 1 種目 500 円

締切り 9/1
申込先：〒 679-2113 姫路市山田町南山田 193-10　渡部健二　☎ 079-263-3315　

12
第 26 回市民硬式テニス大会（ﾃﾆｽ協会） 10/5  加西テニスコート 雨天時は、10/13　

1 ﾍﾟｱ 1,000 円、締切り 9/25
申込先：〒 675-2404 加西市油谷町 639-3　㈱アオノリゾート内　滑川琢也　☎ 0790-45-1845　

13
第 15 回市長杯地区対抗ゲートボール大会

（ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 10/5  すぱーく加西 締切り 9/1

申込先：〒 675-2444 加西市鴨谷町 1234　定行　進　☎ 0790-44-0585

14
第 19 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会

（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ･ ｺﾞﾙﾌ協会） 10/5  いこいの村はりま芝生広場 雨天決行
締切り 9/1

申込先：〒 675-2312 加西市北条町北条 1044-2　大西庸雄　☎ 0790-43-0313（20:00 以降）　

15
第 9 回市民バウンドテニス大会（ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会） 9/28 善防公民館（多目的ホール） 締切り 9/18

申込先：〒 679-0107 加西市玉野町 371　加西市ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会事務局　玉田光生　☎ 0790-47-1568

16
第 6 回親善バスケットボール大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 8/23、10/18、

10/25・26
加西中、北条小体育館､
北条高体育館

協会未登録ﾁｰﾑ 3,000 円
( 招待ﾁｰﾑ､ 小学生無料 )

申込先：参加申込書を 9/4（木）19:30 から加西市民会館ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 2F 視聴覚室での抽選会へ持参すること。

■各競技大会の要項及び参加申込書は、市教育委員会

　及び各公民館にあります。

　（マウンテンボール大会は若干の当日参加も可）

■なお、加西市ホームページから要項、参加申込書を

　ご覧いただけます。

　 http://www.city.kasai.hyogo.jp/ 

さわやか市民賞

がんばれ加西のアスリート

内藤かりん  さん

日吉小学校6年（河内町）

　4 歳から柔道を始め、昨年の県大会で女子 40
㌔超級、本年の 45㌔超級で優勝。松井くんと同
じく、兵庫県少年柔道大会に中堅として出場、団
体優勝を飾り、県少年大会三連覇を果たしました。
　静岡県で行われる全国小学生学年別柔道大会に
向け、「悔いの残らない試合をして、絶対優勝し
たい」と、力強い意気込みを見せてくれました。

　2 月 11 日に開催された兵庫柔道グランプリ
2008 兵庫県少年柔道大会において、メンバー 5
人の先鋒として活躍、団体優勝を果たしました。
8 月 23・24 日に静岡県で開催される第 28 回全
国少年柔道大会には兵庫県代表として出場。
　「将来の夢は、オリンピックに出場すること」と、
元気いっぱいに笑顔で語ってくれました。

松井海斗  くん

泉小学校5年（笹倉町）

　さわやか市民賞は、昭和 63 年度に創設された市民表彰で、学術・芸術・

スポーツなどの分野において、輝かしい活躍をされた個人または団体を称

えるものです。

　このたび、市民に希望と活力、さわやかさを与えたことを称え、柔道で

活躍する次のお二人にお贈りしました。

さわやか市民賞贈呈式（7/27・健康福祉会館） ▶

　加西市では多くの市民が様々なスポーツに取り組んでいます。目標に向けてひたむきに努力を重ねるアスリート

達。この度、全国大会等に出場を決めた加西のアスリート達を紹介し、エールを送ります。

　宍粟市に登録されている兵庫山
崎 S.C. のピッチャー、外野手と
して活躍。この度、県予選で準優
勝を果たし、9 月中旬から開催さ
れる全国壮年ソフトボール大会に
出場。
　高校時代からソフトボールを始
めた戸井さん。現在のチームは、
強い勝てるチームを作ろうと、仲
間と共に今年結成。全国大会に向
けて「上位を狙いたい」と練習に
力が入ります。

　加西中学校出身。名門氷上高校
バレーボール部のレフトを務め、
身長 173cm の高さを生かしたス
パイクを武器にエースとして活躍
中。この秋、大分県で開催される
国体の兵庫県の選抜メンバーの 1
人。
　現在、寮生活の玉田さん。「地
元を離れ、家族や友人たちの声援
がとても励みになります。自分の
できる限りのことで精一杯答えた
いです」と語ってくれました。

　神戸市に本拠地を持つ女子サッ
カークラブ「AGUA FC」に所属。
サブキーパーを務めるチームは、
関西予選大会で優勝、8 月 18 日か
ら福島県で開催される第 13 回全
日本女子ユース ( Ｕ -15) サッカー
選手権大会に出場。
　小学 4 年生からサッカーに打ち
込み、日々練習に明け暮れる小林
さん。「全国大会で優勝して、チ
ームの名前を残してきたい」と気
合十分。

戸井義文さん
40 歳  会社員
北条町東高室

玉田百合香さん
氷上高校 3 年
玉野町

小林由依さん
善防中学 1 年
福住町

ソフトボール バレーボール サッカー


