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コロナに勝つぞー！ 

３密回避、手洗い、マスク、除菌の徹底を 

NPO法人伊達市体育協会 

会  長  坪 俊輔 

 

新型コロナウイルスの感染状況については、全国的に緊急事態宣言が解除される方向

に向かっておりましたが、最近になって変異株という感染力の強い厄介なものが出現

し、収束の見通しが難しい状況となってしまいました。なんとしても、多くの国民、市

民の一日でも早いワクチン接種が望まれます。 

 

 さて、我が伊達市体育協会も 4 月 1 日から伊達市スポーツ協会へと名称が変更されま

す。  

これまで「体育」という言葉は、スポーツを含む幅広い意味として解釈されてきまし

たが、スポーツが広く浸透して発展したことで、今日ではスポーツは競技として行うも

のだけではなく、体育や身体活動の概念を含むものとして認識されるようになりまし

た。 

  

スポーツ基本法の施行及びスポーツ庁の設立、並びに日本体育協会が平成 30 年にス

ポーツ協会へ改称されたこと及び道内体育協会の動向や、本会加盟団体等のご意見等も

踏まえ、この度、名称変更することといたしました。 

 

 コロナ禍ではございますが、引き続き市民のスポーツ振興、健康増進等に向けて全力

で取り組んで参る所存でございますので、今後ともご理解ご協力を賜りますようお願い

いたします。 

mailto:office@datetaikyo.jp
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令和３年度 体協加盟団体 大会及び活動予定 

加 盟 団 体 大会・講習会名 会  場 日  程 

 

 

伊達陸上競技協会 

第５１回西胆振小学生陸上大会 伊達小グラウンド ６月中旬 

第８回あかつきアリーナ 

    室内陸上競技選手権 
伊達市総合体育館 １２月中の予定 

令和２年度まで伊達市小学生陸上大会でしたが、令和３年度より、西胆振小学

校陸上大会に名称を変更しました。 

伊達陸上競技協会では、小学生陸上教室（伊達陸上少年団）を行っています。 

４月～１０月は伊達小グラウンド、１１月～３月は伊達市総合体育館で毎週水曜日

に練習しています。興味のある方は、いつでも見学して下さい。 

 

 

 

伊 達 野 球 連 盟 

高松宮賜杯第６５回全日本軟式野球

（１・２部）南・北海道大会 

館山球場・ほくでん

球場他２会場 
７/１０㈯～１２㈪ 

第４４回東日本軟式野球大会 

（１・２部）南・北海道大会 

館山球場・ほくでん

球場他２会場 

９/４㈯～６㈪ 

伊達会場:５㈰迄 

一般大会（天皇賜杯他７大会） 館山球場・ 

ほくでん球場 
５月～９月の週末 

少年大会（全日本兼全道少年） ほくでん球場 
5/22㈯･ 

23㈰･29㈯ 

中学大会（全日本・新人） 館山球場 
全日本：6/5㈯

新人戦：8/28㈯ 

道新杯軟式野球西胆振選手権大会 館山球場 10/3（日） 

大会は一般から少年野球まで毎週末開催しています。全ての大会が、北海道

大会など上位大会につながる予選として実施しています。 

また、審判員は常時募集していますので、興味のある方は、ご連絡ください。 

 

 

 

伊 達 水 泳 協 会 

Ｂ＆Ｇ北海道ブロック水泳大会 Ｂ＆Ｇプール 未定 

室蘭市民水泳大会 室蘭入江プール 未定 

伊達市民水泳大会 伊達市民プール 未定 

新型コロナウィルス禍による影響を受け、今年度の行事予定は未定となって

います。 

伊達スイミング少年団では毎週水・金・土の 17：30～19：30、伊達市民温水プー

ルにて稽古に励んでいます。随時、団員募集中です。見学、体験できます。 

連絡先 → 090-5988-1627 吉嶋 
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加 盟 団 体 大会・講習会名 会  場 日  程 

 

 

伊達地区弓道連盟 

南部地区高等学校対抗弓道大会 伊達市総合体育館 ５/１（土） 

南部地区秋季弓道大会 〃 10/３１（日） 

伊達地区弓道連盟納射会 〃 12/19（日） 

練習は週２回、伊達高校弓道場で行っています。 

経験問わず会員募集しています。 

 

 

伊 達 柔 道 協 会 

 

第２６回室蘭地区少年柔道大会 室蘭市 ５月下旬 

第６９回胆振西部柔道大会 

第３回北海道柔道少年団交流会 
伊達市総合体育館 ９/１９（日） 

第６２回伊達地方防犯少年柔道大会 伊達市武道館 １０月上旬 

毎週 月・火・水曜日の 17:30～19:30、伊達市武道館にて少年団を中心に稽古

を行っております。興味のある方は一度見学していただき、参加申し込みをし

てください。 

 

 

 

 

伊達市バスケットボール連盟 

室蘭地区バスケットボール協会 

一般リーグ戦 

室蘭市体育館 

登別市体育館 

5 月上旬 

～１２月中旬 

室蘭地区バスケットボール協会 

フェスティバル 
室蘭市体育館 １１月中旬頃 

室蘭地区バスケットボール協会 

室蘭選手権大会 
室蘭市体育館 １月～３月中旬 

伊達市には、小学生のミニバスケットボールスポーツ少年団（男女）・伊達中学

校（男女）・伊達高校（男女）・一般チーム（男）のチームがあります。各カテゴリ

ー共女子が選手不足となっています。 

ミニバスケットの女子については特に会員を募集しています。興味のある方

はご連絡ください。         連絡先 → 090-2698-6878 大友 

 

 

 

伊 達 スキー連 盟 

基礎スキー教室、検定会 オロフレスキー場 
1月～3月第一週 

２期制 

準指導員養成講習会 ルスツリゾートスキー場 
（10 月説明会） 

１２月～２月 

おおたき国際スキーマラソン 
大滝クロスカントリー 

スキーコース ２月 

６歳児（キッズコース）～一般まで１回１００名程の受講者に指導を行ない、ジュ

ニアテスト、バッジテストを実施している。１級取得者で指導者を目指す方には

準指導員養成講習を行なっている。伊達市民にとどまらず近隣住民のスキー

愛好者拡大に寄与している。おおたき国際スキーマラソン実行委員会に協力

し、運営に参加し、クロスカントリー愛好者の拡大にも寄与している。 

スキー教室の受付は例年１２月１日から開始しています。 
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加 盟 団 体 大会・講習会名 会  場 日  程 

 

伊達市バドミントン協会 

 

伊達市バドミントンフェスタ 伊達市総合体育館 6/27（日） 

伊達市オープンバドミントン大会 伊達市総合体育館 8/29（日） 

協会主催を年に数回、開催しています。1 ヶ月くらい前には募集をしています

ので、参加される場合はご連絡ください。 

 

 

 

伊達市剣道連盟  

第 63回道南地区剣道大会 伊達市総合体育館 5/9（日） 

第 44回伊達市剣道祭剣道大会 伊達市武道館 8/15（日） 

第 50回五市対抗剣道大会 登別市 2 月中 

伊達市武道館において、少年団剣士の指導・育成と共に日々稽古に励んでい

ます。 

また、各種大会へ出場、好成績をあげています。 

少年団員を募集しています。    連絡先 → 090－5078－6635 竹内 

 

 

伊達市卓球連盟 

第 60回伊達市民卓球大会 伊達市総合体育館 6/6（日） 

第 41 回会長杯争奪卓球大会 伊達市総合体育館 12/12（日） 

第 24回秦杯争奪卓球大会 伊達市総合体育館 1/30（日） 

市内、西胆振の小学生、一般の卓球愛好者などの増加及び技術向上を目差

し、大会や講習会を開催しています。週２回の練習は、誰でも参加できます。 

 

  

 

伊達市バレーボール協会 

各種ママさんバレーボール大会 伊達市総合体育館 5/30.9/5.10/17 

一般（６人制）バレーボール大会 伊達市総合体育館 10/3（日） 

３００歳バレーボール大会 伊達市総合体育館 2/20（日） 

ママさんチームは市内 10 チームが活動していて一緒に活動する仲間を募集

しています。 

一般大会は、中学生・高校生等の参加を待っています。 

男女混合での参加 OK の市民 300 歳バレーボール大会では日頃の運動不足

を解消し、交流と親睦を深めることを目的として開催されます。 

 

少林寺拳法伊達支部 

胆振大会 苫小牧市 ５月下旬 

北海道大会 千歳 ７月下旬 

挙禅一如、自己確立、力愛不二の少林寺拳法です。 

会員を募集しております。 
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加 盟 団 体 大会・講習会名 会  場 日  程 

 

 

伊達ソフトテニス連盟 

 

伊達市長杯ソフトテニス大会 ほくでん伊達スポーツ 

公園テニスコート 
６月上旬 

吉田杯インドアソフトテニス大会 伊達市総合体育館 ３月下旬 

毎週日曜日１９時から総合体育館で活動しています。学生時代にプレー経験の

ある方は大歓迎です。 

興味のある方は練習の様子を見に来てください。 

 

NPO 法人伊達市カーリング協会 

 

伊達選手権、会長杯など（リーグ戦） 伊達市カーリングホール １月中旬～２月上旬 

初心者講習会 伊達市カーリングホール １月下旬 

短いカーリングシーズンをみんなで楽しんでいます。 

興味のある方は大歓迎です。 

 

伊達市ゲートボール連盟 

現在会員は１０名で、やっと２チームが競技できる状態です。が、楽しく交流し

ています。５月中旬より１１月中旬まで外で、１１月中旬より４月までは体育館室

内で競技しています。運動が苦手な方の参加を期待します。 

 

 

伊達市テニス協会 

第３６回会長杯テニス大会 北電テニスコート ５/１６（日） 

第１７回道新杯テニス大会 北電テニスコート ７/１８（日） 

第８回市民大会 北電テニスコート １０/３（日） 

当協会では、約７０名の会員が講習会や大会等で交流の輪を広げています。 

テニスに興味のある方は連絡を。 

 

伊達歩くスキー協会 

おおたき国際スキーマラソン 大滝総合運動公園 ２/１３（日） 

冬季は１月から３月に、月２～３回（土、日）に活動しています。 

夏季は５月から１１月に、月２～３回（土、日）に登山を行っています。 

会員を募集しています（年会費 1,000円プラス保険代） 

 

 

 

伊達パークゴルフ協会 

 

伊達パークゴルフ協会会長杯 PG大会 関内パークゴルフ場 4/24（土）予定 

協会月例大会 関内パークゴルフ場 
5 月より、毎月 

第二土曜日 

伊達市長杯 PG大会 
まなびの里 

パークゴルフ場 
9/26（日） 

当協会は、毎月の月例大会の他、各団体主催の大会運営のお手伝いをしてい

ます。 

昨年、日本パークゴルフ協会のルールの改正もあり、伊達市民対象の初心者

研修会も実施しておりますので、ルール等を習得されたい方は、ぜひご参加

ください。 

又、会員募集も随時行っております。一緒にパークゴルフを楽しみましょう。 
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加 盟 団 体 大会・講習会名 会  場 日  程 

 

伊達市太極拳協会 

伊達太極拳協会発表会 伊達市総合体育館 ５/３０（日） 

太極拳はゆったりとした動きと深い呼吸で、免疫力を高めるといわれ、健康

維持に効果的です。 

年間を通じ無料体験が出来ます。 

 

 

おおたきﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ協会 

 

国際ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ大会 大滝総合運動公園 ７/４（日） 

大滝ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ協会 月例 大滝総合運動公園 
５月第４日曜日

から１０月まで 

大滝ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ協会 伊達同好会 カルチャーセンター 

５月から 

第一木曜日 

第三土曜日 

今年で２０年になりました。 

健康であり続ける為に歩きましょう。 

 

 

 

伊達市スポーツ少年団 

 

指導者・母集団合同研修会 未定 ７月下旬頃 

伊達市スポーツ少年団体育祭 伊達市総合体育館 10/10（日） 

伊達市スポーツ少年団体力テスト 伊達市総合体育館 11/6（土） 

令和 2 年度伊達市スポーツ少年団には、26 団が所属し、団員数 425 名（男

288 名・女 137 名）前年比－76 名、指導者 163 名（男 129 名・女 34 名）前年比

＋11 名が登録しています。近年は少子化が進み、各単位団では団員数が減少

しています。 

また、コロナにより、活動が自粛されたこともあり、減少の一因であると思わ

れます。 

子供達がスポーツに対する関心を持ってもらい、少年団に入団してほしいと

思います。 

 

 

伊達フロアカーリング協会 

伊達フロアカーリング協会会長杯交流会 伊達市総合体育館 8/24㈫、3/15㈫ 

胆振フロアカーリング協会交流大会 in 伊達 伊達市総合体育館 9/23（土） 

軽スポーツの楽しみを味わいながら、親睦交流・技術向上・健康増進に努めて

います。 

練習は、夏期 毎週火曜日、冬期 毎週火・金曜日（13：00～17：00）伊達市総

合体育館サブアリーナで行っております。見学は自由です。 

 

 

伊達ミニバレーボール協会 

 

第 7 回 会長杯 伊達市総合体育館 5/16（日） 

第 8回 ホテルローヤル杯 伊達市総合体育館 7/18（日） 

第 9回アルファスポーツ杯 伊達市総合体育館 11/21（日） 

コロナ感染症予防対策をし、各地でミニバレーを楽しんでいます。 

興味のある方からのご連絡をお待ちしています。 



令和３年３月３１日          ＮＰＯ法人伊達市体育協会                №7 

 

 

 

◇ 奨 励 賞 ◇ 
≪公益財団法人全日本スキー連盟・北海道ブロックに出場されました≫ 

 伊達スキー連盟 

   村 瀬 雄 三 様 

   ※ 第１６回北海道マスターズスキー技術選手権大会 ６５～６９歳組 優勝 

 

◇ 功 労 賞 ◇ 
≪多年にわたり、スポーツの普及振興に寄与し、その功績が顕著であると認められました≫ 

榎 本 百合子 様 （伊達パークゴルフ協会） 

   黒 野 又四郎 様 （伊達サッカー協会） 

   坂 本 敬 一 様 （伊達剣道連盟） 
 

 

 
 

･日胆柔道スポーツ少年団交流大会文部科学大臣杯争奪北整選抜少年柔道選考会 

        ・・・・・新型コロナウィルス感染症拡大のため中止・・・ ４月１１日（日） 

 ･第３４回春一番伊達ハーフマラソン 

        ・・・・・新型コロナウィルス感染症拡大のため中止・・・ ４月１８日（日） 

･第６３回道南地区剣道大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５月 ９日（日） 

 ･第５７回室蘭支部高等学校弓道競技選手権室蘭支部予選 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５月１９日（水）～ ５月２１日（金） 

 ･北海道道場連盟剣道錬成大会・・・・・・・・・・ ５月２２日（土）～ ５月２３日（日） 

 ･第７３回北海道高等学校体育連盟 室蘭支部高等学校バドミントン選手権大会 

        ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５月２４日（月）～ ５月２７日（木） 

 ･全国高等学校体育大会バスケットボール競技大会 室蘭支部予選会 

        ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５月２８日（金）～ ５月２９日（土） 

 ･西胆振中学校体育大会 第１０回バドミントン競技大会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６月 ５日（土）～ ６月 ６日（日） 

        ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６月２１日（土）～ ６月１３日（日） 

 ･胆振中学校体育大会 第１０回卓球競技大会・・・ ７月 ３日（土）～  ７月 ４日（日） 

 ･第３５回ＮＨＫ杯室蘭地区小学生バレーボール大会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８月２１日（土）～ ８月２２日（日） 

 ･第６９回胆振西部柔道大会 兼 第３回北海道柔道少年団交流大会・・・ ９月１９日（日） 

 ･第３３回全国ママさんバレーボールいそじ大会 北海道予選会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・１０月２３日（土）～１０月２４日（日） 

 ･第５５回胆振学校剣道大会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１月 ３日（水） 

 ･道南ブロック小学生バレーボール大会・・・・・・１１月１３日（土）～１１月１４日（日） 

 ･あかつきアリーナ室内陸上競技選手権大会・・・・・・・・・・・・・・１２月２５日（土） 

 ･第５回伊達インターリーグミニバスケットボール大会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ １月 ７日（金）～ １月 ９日（日） 

 ･第３１回秦俊典杯卓球大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １月３０日（日） 

令和２年度 伊達市体育協会表彰者 

令和３年度 伊達市総合体育館 主な大会予定 



令和３年３月３１日          ＮＰＯ法人伊達市体育協会                №8 

 

◇◆◇ 令和３年度 ＮＰＯ法人伊達市体育協会主な行事予定◇◆◇ 

 

☆★☆オープン期間のお知らせ☆★☆ 
～積雪でクローズが早くなることもあります～ 

 

【アルトリパークゴルフ場】 

オープン４月１１日（日） 

クローズ１２月８日（水） 

毎週木曜日は芝養生のためお休みします。 

【関内パークゴルフ場】 

オープン４月１７日（土） 

クローズ１１月２３日（火） 

毎週水曜日は芝養生のためお休みします。 

【館山野球場】 

オープン４月１７日（土） 

クローズ１１月１４日（日） 

体育協会主催行事名 開 催 日 程 会  場 

第５回傘讃パークゴルフ大会  ６月 １日（火） 関内パークゴルフ場 

第１２回プラチナエイジ・パークゴルフ大会  ７月 １日（木） 関内パークゴルフ場 

市内小中学生卓球講習会  ７月２５日（日） 伊達市総合体育館 

第 11回障がい者パークゴルフ交流会  8月 5日（木） アルトリパークゴルフ場 

第 44 回伊達市父ちゃん野球大会  ９月２７日（日） 伊達市館山野球場他２会場 

第２１回伊達市地域交流フルムーンパークゴルフ大会 １０月 ３日（日） 関内パークゴルフ場 

第８回アルトリパークゴルフ大会 １１月 ４日（木） アルトリパークゴルフ場 

第１１回伊達市障がい者スポーツ交流会 １１月 ７日（日） 伊達市総合体育館 

令和 3年度総合体育館まつり  １１月２８日（日） 伊達市総合体育館 

第３５回伊達市トリムバレーボール大会  ２月１３日（日） 伊達市総合体育館 

第７回伊達市交流ファミリーバドミントン大会  ３月 ６日(日) 伊達市総合体育館 

第１６回伊達市地域交流レディースバレーボール大会  ３月１３日（日） 伊達市総合体育館 

第６回市民交流スポンジテニス大会  ３月２７日（日） 伊達市総合体育館 

《 編 集 》NPO 法人伊達市体育協会事業委員会 

 

委 員 長・・・廣内 敏子  副委員長・・・桐山 加津志 

委   員・・・市橋 勝也、入村 貴行、大友 重雄 

        上條 賢治、市毛 礼子、佐々木 良夫 


