■弓道

■グラウンドゴルフ

日程…９月17日積

会場…川越武道

■スケート

日程…９月１日析 会場…安比奈親水

日程…11月24日析 会場…東武川越

館 対象…市内在住・在勤・在学の高

公園

対象…市内在住の18歳以上

スケートセンター（田町） 対象…市

校生以上

申し込み・問い合わせ…７月15日隻

内在住・在勤・在学と市スケート連盟

問い合わせ…岡田晴義・℡222−7038

〜31日惜に参加申込書を郵送で〒

会員

■剣道（団体戦のみ）

350−1133砂６−２・斉木勝次郎・

問い合わせ…岩澤嗣夫・℡226−

℡243−1477

9591・FAX226−9577

■水泳

■レクリエーション

た まち

申し込み…当日直接会場
おか だ はる よし

申し込み…ファクスで同連盟

さい き かつ じ ろう

日程…10月７日隻

会場…川越武道

館 対象…市内在住・在勤・在学 申

いわ さわ つぎ

お

①民踊＝日程…10月15日席

会場…

し込み・問い合わせ…ハガキに種別・

１人２種目以内（リレーを除く）。

チーム名・選手名・代表者名・代表者

日程…９月２日隻 会場…県立川越高

川越武道館 対象…市内在住 申し

電話番号を明記し、９月21日昔（必

校 対象…市内在住・在勤・在学（小

込み…当日直接会場 問い合わせ…

着）までに〒350−0822山田908−

学生は標準タイム内で泳げる方） 申

大橋津美子・℡235−1669

おお はし つ

こ

ち だいら さ

と

み

こ

し

10・東風 平 三十四・℡224−7728

し込み…８月７日惜までに所定の申込

②フォークダンス＝日程…10月６日

■柔道

書で市民スポーツ課（市ホームページ

析 会場…北公民館 対象…市内在

日程…９月２日隻 会場…川越武道館

からの申し込みも可） 問い合わせ…

住 申し込み…当日直接会場 問い

さ とう あきら

こ やま ひさ こ

対象…市内在住・在勤・在学と市柔道

佐藤 明 ・℡225−1121

連盟加入者 申し込み…当日直接会場

■ライフル射撃

おぎ

の

まさ

合わせ…小山久子・℡223−1297
③ペタンク・吹き矢＝日程…11月11

お

問い合わせ…荻野政雄・℡233−

会場…県営長瀞

日隻 会場…農業ふれあいセンター

総合射撃場（長瀞町） 対象…市ライ

対象…市内在住・在勤・在学で小学

フル射撃協会会員

申し込み…８月

５年生以上 申し込み・問い合わせ

問い合わせ…

…ハガキに住所・氏名・年齢・電話

日程…９月23日積
なが とろ まち

3143
■少林寺拳法
日程…10月７日隻

会場…月越小学

31日昔までに同協会
むら た たい じ

校

対象…市少林寺拳法協会加入者

申し込み…６月30日析〜８月25日析

村田泰次・℡222−6505

番号を明記し、10月31日戚（必着）

■クレー射撃

までに〒350−1124新宿町１丁目
やま ざき まさ はる

（必着）に、所定の申込書を郵送で〒

日程…10月８日積
そう ごう

会場…ぐんまジ

25−３・山崎雅晴・℡245−0958

とみ おか

350−1113田町16−２・山村女子高

ャイアント綜合射撃場（富岡市） 対

校・湯谷憲一 問い合わせ…川越東高

象…市クレー射撃協会会員

④インディアカ＝日程…11月18日隻

申し込

会場…大東西中学校 対象…市内在

校・深野孝治・℡235−4811

み・問い合わせ…９月10日席〜10月

住・在勤・在学 申し込み・問い合

■器械体操

３日戚に小原銃砲火薬店・℡222−

わせ…個人参加は、当日直接会場$

日程…９月９日隻 会場…川越運動公

2322

団体参加は、ハガキに代表者の住

ふか の こう じ

園総合体育館 対象…市内在住の小学

■バドミントン（ダブルスのみ）

生 申し込み・問い合わせ…保護者の

日程…12月９日隻

会場…川越運動

し、10月24日戚〜11月９日昔（必

住所・氏名・電話番号、参加者の氏

公園総合体育館 対象…市内在住・在

着）に〒350−0001古谷上

名・学校名・学年・性別を明記し、８

勤と市バドミントン連盟登録クラブ加

6083−７・Ｆ１−407・高橋 保 ・

所・氏名・年齢・電話番号を明記

たか はし たもつ

おお

入者 申し込み・問い合わせ…ハガキ

℡・FAX235−3178（ファクス可）

塚賢一・℡・FAX244−7277

に参加種目・住所・氏名・年齢・性

⑤マレットゴルフ＝日程…10月８日

■卓球

別・電話番号、パートナーの氏名・年

積 会場…かすみ東マレットゴルフ

日程…10月21日隻 会場…川越運動

齢を明記し、10月22日席〜11月９日

場（的場）ほか 対象…市内在住・

公園総合体育館 対象…市内在住・在

昔（必着）に〒350−1151今福

在勤・在学 申し込み…当日直接会

勤・在学で高校生以上 申し込み・問

1473−35・平岡和子・℡243−7125

場

い合わせ…ハガキに種別・クラブ名、

■なぎなた

244−1386

参加者の住所・氏名・年齢・電話番号

日程…７月14日析

を明記し、９月28日昔（必着）まで

館 対象…市なぎなた連盟加入者 申

に〒350−1103霞ケ関東５丁目17−

し込み・問い合わせ…石 川 秀 子 ・℡

…市内在住・在勤・在学

２・岩 田 ハルヨ・℡090−2402−

225−9227

み・問い合わせ…10月１日席〜11

0679・FAX231−5265（ファクス可）

■スキー

月14日戚に斎 藤 美 代 子 ・℡246−

■ゲートボール

日程…来年２月（予定） 会場…湯沢

月１日戚〜９月８日析にファクスで大
つか けん いち

まと ば

ひら おか かず こ

い い ず み ひろし

会場…川越武道
いし かわ ひで

いわ

問い合わせ…飯泉 博 ・℡

⑥３Ｂ体操＝日程…11月14日戚

会

場…川越運動公園総合体育館 対象

こ

申し込

た

さい とう み

よ

こ

5041

ゆ ざわ まち

日程…10月17日戚 会場…市民グラ

パークスキー場（新潟県湯沢町・予定） ⑦ターゲットバードゴルフ＝日程…

ンド 対象…市内在住の小学３年生以

対象…市内在住・在勤・在学と市スキ

10月21日隻

上で構成されたチーム

申し込み…

ー連盟加入者 申し込み…12月14日

対象…市内在住・在勤・在学の18

10月12日昔までに市ゲートボール連

昔〜来年１月25日昔に同連盟または

歳以上

にし かわ むね はる

合会

問い合わせ…西川宗晴・℡

申し込み・問い合わせ…

み かみ のぶ

市民スポーツ課 問い合わせ…三上信

会場…南部公共広場

みや がわ のり

お

10月20日析までに宮 川 紀 夫 ・℡

ひこ

244−0813
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問い合わせ…市民スポーツ課スポーツ振興担当
℡内線2851

■バスケットボール

■軟式野球

日程…８月５日隻 会場…川越運動公

●一般男子／一般女子

日程…９月23日積〜10月28日隻 会

園陸上競技場

対象…市内在住・在

日程…11月23日積・24日析 会場…

場…初雁球場 対象…市内在住の高校

勤・在学で小学５年生以上 申し込み

川越運動公園総合体育館 対象…市内

生以上 編成…自治会単位で組織 申

…７月22日隻までに同公園陸上競技

在住・在勤・在学で、審判員を同行で

し込み…８月20日席〜９月５日戚に

場（火曜日を除く）または市民スポー

き、市バスケットボール連盟総会（６

市民スポーツ課、９月８日析の代表者

月29日昔、午後７時から中央公民館）

会議に出席 問い合わせ…井原信義・

善彦・℡248−4115

で同連盟に登録したチーム 申し込み

℡222−2073

■小学校陸上

…同連盟登録後、後日開催の代表者会

＊申込用紙に自治会長の認め印が必要

日程…10月13日析 会場…川越運動

議に出席（参加費1,000円） 問い合

です。

公園陸上競技場 対象…市内在住の小

わせ…加藤智哉・℡245−8580

■ボウリング

学５・６年生 申し込み…９月７日昔

●中学１年生

日程…11月４日隻

■陸上競技

いわ せ

ツ課 問い合わせ…ジョイフル・岩瀬

い はら のぶ よし

よし ひこ

か とう とも や

会場…新狭山グ

さ やま

までに市内小学校または市民スポーツ

日程…11月17日析・18日隻 会場…

ランドボウル（狭山市） 対象…市内

市内中学校 申し込み…各中学校の顧

在住・在勤・在学

しら ね

課 問い合わせ…大東西小学校・白根
あき ひと

申し込み…10月

かす

彰人・℡243−3910

問 問い合わせ…川越第一中学校・粕

１日席〜31日戚に市ボウリング連盟

や ひで ゆき

■ソフトテニス

谷英之・℡222−1204

または会場・℡04−2952−2111

●一般男子・女子／成年男子・女子／

●ミニバスケット

問い合わせ…渡辺貞夫・℡242−

壮年男子

日程…11月10日析・11日隻 会場…

5037

川越運動公園総合体育館 申し込み…

■サッカー

学で高校３年生以上を対象に開催。

９月１日析〜30日隻に市ミニバスケ

●社会人

●ママさん

ットボール連盟

わ た な べ さだ

10月８日積、市内在住・在勤・在

とみ

お

た

問い合わせ…冨 田

10月21日隻〜12月２日隻、安比奈

たかし

10月３日戚、市内在住・在勤を対
象に開催。

孝 ・℡244−6062

サッカー場ほかで開催。

■硬式テニス

●女子

日程…９月１日析〜10月14日隻 会

●ジュニア

10月７日隻、川越運動公園陸上競

場…川越運動公園テニスコートほか

技場で開催。

に所属する小学生を対象に開催。

対象…市内在住・在勤・在学と市内テ

●少年

会場…川越運動公園テニスコート 申

ニスクラブ加入者 申し込み…８月４

し込み…８月20日席〜９月７日昔に

日析、午後３時までに市内の民営テニ

東サッカー場ほかで開催。

所定の申込書を、市民スポーツ課また

スクラブ 問い合わせ…霞ケ関テニス

対象…市内在住・在勤・在学で構成さ

11月４日隻、市内ジュニアクラブ

９月30日隻〜11月24日析、霞ケ関

もり た ゆう じ

は市ソフトテニス連盟 問い合わせ…

パーク・盛田雄治・℡232−9416

れたチーム 申し込み…８月６日席〜

ね ぎし とく よし

根岸督好・℡235−4412
■ソフトボール

■バレーボール

20日席に申込書を市サッカー協会に

会場はすべて川越運動公園総合体育

提出し、９月２日隻の代表者会議に出

館。申し込みは、申込用紙を市バレー

席 問い合わせ…前野利夫・℡231−

ボール連盟。

6777

在勤・在学の15歳以上（学生の現役

①総合６人制男子・女子／総合９人制

■ラグビーフットボール

選手を除く）で組織する市ソフトボー

男子・女子

日程…11月４日隻〜来年２月24日隻

まえ の とし お

●男子
９月９日隻〜30日隻、市内在住・

ル協会登録チームを対象に開催。
●女子
９月２日隻、市内在住・在勤・在学
の15歳以上（学生の現役選手を除く）

11月４日隻、市内在住・在勤・在

会場…川越運動公園陸上競技場ほか

学で構成されたチームを対象に開催。

対象…市内在住・在勤・在学の方を中

②９人制４号球女子

心とした県ラグビーフットボール協会

10月８日積、市内在住・在勤・在

加入チーム

申し込み…９月21日昔

で組織する同協会登録チームを対象に

学の女性で構成されたチームを対象に

までに市ラグビーフットボール協会

開催。

開催。

問い合わせ…佐藤紳也・℡245−8584

●シニア

③ジュニア

■空手道

さ とう しん や

日程…10月７日隻

会場…川越運動

９月２日隻、市内在住・在勤の59

９月１日析、市内在住の小学４〜６

歳以上で組織する同協会登録チームを

年生で構成されたチームを対象に開

公園総合体育館 対象…市内在住・在

対象に開催。

催。

勤・在学と市空手道連盟の指定する団
あま が しま

会場…入間大橋緑地 申し込み…７月

え

問い合わせ…①②＝天ケ嶋すみ江・℡

体

申し込み…８月１日戚〜31日昔

くり はら みのる

１日隻〜15日隻に各小学校区理事

244−0250、③＝栗原 稔 ・℡223−

に同連盟（ファクス可） 問い合わせ

1179

…菅野康之・℡・FAX224−5638

か とう まさ よし

問い合わせ…加藤正義・℡242−0164
７
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