
Ⅴ　令和２年度事業計画

 (1) 生涯スポーツ課事業計画

 　①スポーツ大会・事業（市制施行50周年記念大会）

月 日 曜日 事　　　業　　　名 対  象 会  場 時間 予備日 主催 主管

4/9 木 第10回レディーステニス大会（団体戦） 女性 運動公園庭球場 9:15 4/16 教委 レディース
テニス運

4/26 日 第91回市民バドミントン大会 小学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 教委 体協

4/29 祝・水 第19回市ウォーキングデー2020 フリー 市内一円 8:30 　 教委
スポ課・
スポ推

4/29 祝・水 第44回市民春季弓道大会 高校生以上
メディアス体・
弓道場

9:30 　 教委 体協

5/3 日 第44回市民ソフトボール大会　・5/17、24 高校生以上
ふれあい広場、寺
本台グラウンド 9:00 5/31 教委 体協

5/3 祝・日 第9回市ミニテニス大会 中学生以上
メディアス体・
主競技場

9:15 教委 スポ推

5/9 土 松岡修造のテニスパーク 小学生以上
メディアス体・
主競技場

9:45 市・教委 市・教委

5/10 日 春季市民卓球大会 小学生以上
メディアス体・
主競技場

9:15 　 教委 体協

5/17 日 ビーチライフ in 新舞子 フリー マリンパーク 9:00 　 市・教委 市・教委

5/17 日
第44回市民陸上競技選手権大会
第50回市小中学校陸上競技大会

高校生以上
小・中学生

物産スタジアム 9:30 5/24 教委 体協

5/24 日 第17回市ペタンク大会 小学４年生以上 ふれあい広場 9:50 教委
スポ課・
スポ推

5/29 金
第36回レディースバドミントン大会
（個人戦）

女性
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委
レディース

バド運

5/31 日 第42回市ビーチボールバレー大会 中学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 ビーチ運

5/31 日 市民軟式野球大会　～7/12 高校生以上
野球場、ベティさん
の家旭公園・多目的 未定 教委 体協

6/14 日 第42回市民テニスミックスダブルス大会 中学生以上
ベティさんの家
旭公園・庭球場

8:15 6/21 教委 体協

6/28 日 第44回市地域ソフトボール中央大会
小学校区の
代表チーム

ふれあい広場 8:30 7/5 教委
とうちゃん
ソフト運

7/4 土 第68回市民バスケットボール大会　・7/5 高校生以上
メディアス体・
主競技場

未定 　 教委 体協

7/5 日
令和2年度市民ソフトテニス大会
（団体戦）

中学生以上 運動公園庭球場 9:15 7/12 教委 体協

7/12 日 夏季市民サッカー大会　・7/19 高校生以上
物産スタジアム、
石根グラウンド 8:30 7/26 教委 体協

7/19 日
令和2年度夏季市民クレー射撃大会
兼県民大会予選会

有資格者 県総合射撃場 9:00 　 教委 体協

7/26 日 令和2年度市民剣道大会 小学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 体協

７・８月
第15回県市町村対抗駅伝競走大会
知多市代表選手選考会

年代別 物産スタジアム 15:00 教委
体協・
スポ課

8/2 日
令和2年度市民ソフトテニス大会
（個人戦）（含中学生大会）

中学生以上 運動公園庭球場 9:15 8/9 教委 体協

8/2 日 夏季市民６人制バレーボール大会 中学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 体協

8/2 日 第38回市民水泳大会 小学4年生以上 市営岡田プール 9:15 　 教委 体協

8/30 日 第46回市民柔道大会
(男)高校生以上
(女)中学生以上

メディアス体・
柔道場

9:45 　 教委 体協

9/19 土
市ジュニア軟式野球大会
（５中学校軟式野球リーグ戦）　～11/21

市内５中学校
野球場、ベティさん
の家旭公園・多目的 未定 　 教委 体協

9/20 日 第24回市レク・インディアカ大会 中学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 教委
レク・イン
ディアカ運

9/20 日
秋季市民バレーボール大会
（男子6人制、女子9人制）

中学生以上
ベティさんの家
旭公園・体

9:30 　 教委 体協

9/22 祝・火 第59回市民弓道大会 高校生以上
メディアス体・
弓道場

9:30 　 教委 体協

9/27 日 第43回市ジュニア軟式野球大会　～11/7 小学生
緑広場、寺本台
グラウンド

8:45
11/8、14、
15、22、

29
教委 体協



9月 未定 第39回市民相撲大会 小学生以上 八幡中相撲場 未定 　 教委 体協

9月 未定 市民ゴルフ大会 フリー 未定 未定 　 教委 体協

10/18 日 第2回市民フルコンタクト空手道大会 小学生以上
メディアス体・
主競技場

9:45 教委 体協

10/24 土
第18回レクスポひろば
・第13回あそびチャンピオン大会　・10/25

フリー・小学
生

物産スタジアム 10:00 雨天中止 教委
スポ課・
スポ推

11/1 日 第33回市ジュニアバドミントン大会 　 小学生
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 体協

11/15 日 第1回ちた梅子マラソン フリー
佐布里緑と花のふれあい
公園及び佐布里池周辺 8:30 　 教委等

体協・スポ
課・スポ推等

11/15 日 秋季市民卓球大会 小学生以上
メディアス体・
主競技場

9:15 　 教委 体協

11/21 土 第29回市グラウンド・ゴルフ大会 小学４年生以上 緑広場 8:30 11/28 教委
グラウンド
ゴルフ協会

11/22 日 第14回市キンボールスポーツ大会 小学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委
スポ課・
スポ推

11/29 日 第46回市ジュニアサッカー大会　・12/6 小学生 物産スタジアム 8:30 12/13 教委 体協

11/29 日 第33回市ジュニアバレ－ボ－ル大会 小学生
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 体協

12/6 日 第47回市ジュニア剣道大会 小・中学生
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 体協

12/13 日
第40回市民空手道競技大会
第39回市少年空手道競技大会

高校生以上
小・中学生

メディアス体・
主競技場

9:45 　 教委 体協

12/20 日
冬季市民バレーボール大会
（男子６人制・女子９人制）

中学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 体協

1/24 日 令和2年度市ジュニア柔道大会 小・中学生
メディアス体・
主競技場

9:45 　 教委 体協

1/30 土 第69回市民バスケットボール大会　・1/31 高校生以上
メディアス体・
主競技場

未定 　 教委 体協

2/14 日 令和2年度春季市民サッカー大会　・2/21 高校生以上
ベティさんの家旭公園多
目的、石根グラウンド 8:30 2/28 教委 体協

2月 未定 令和2年度市民スキー大会  小学生以上
モンデウス
スキー場

未定 　 教委 体協

3/6 土 第17回市ジュニア卓球大会 小・中学生
メディアス体・
主競技場

9:15 　 教委 体協

3/7 日
第92回市民バドミントン大会
（団体戦）

中学生以上
メディアス体・
主競技場

9:30 　 教委 体協

3/7 日 春季市民6人制バレーボール大会 中学生以上
ベティさんの家
旭公園・体

9:30 　 教委 体協

3/13 土 ジュニアスポーツリーダー研修会 小学５年生
メディアス体・主
競技場、大会議室 9:20 　 教委

スポ課・
スポ推

○市民大会及びジュニア大会は、体育協会に開催を委託。

　グラウンド・ゴルフ、ビーチボールバレー、レク・インディアカ及び地域ソフトボールの各大会は、自主運営組織に開催を委託。

　レディース大会は自主運営。

　　　　　　　　　　　　「あそびチャンピオン大会」



 　②スポーツ教室

月 日 曜日 事　　　業　　　名 対  象 会  場 時間 開催日 主催 主管

第1期一般体力つくり教室（全12回） 毎週

～7/14 火曜日

第2期一般体力つくり教室（全12回） 毎週原則

～11/11 水曜日

知多市ジュニアスポーツ育成講座（※）

　（バドミントン）

第3期一般体力つくり教室（全12回） 毎週

～3/10 水曜日

　（※）は、市制施行50周年記念事業

 　③知多北地区社会体育連絡協議会主催大会

月 日 曜日 事　　　業　　　名 対  象 会  場 時間 予備日 主催 主管

6/28 日 第33回レク・インディアカ大会 中学生以上 大府市 9:30 　

9/13 日 第9回ミニテニス大会 中学生以上 知多市 9:30

1/17 日 第33回ビーチボールバレー大会 中学生以上 東海市 9:30 　

3/7 日 第23回ペタンク大会 小学5年生以上 東浦町 8:45 3/14

 　④プール一般開放

　※平成２７年度から、新舞子プールを廃止、また海浜プール内の２５ｍ、５０ｍプールを閉鎖

　　　　　　　　　　　　　「一般体力つくり教室」

7/18(土)～8/31(月) 市営プール（岡田、新田）
 9:00～12:00
13:00～16:00

期　間 施設 時間

7/4(土)、5(日)、11(土)、12(日)、
18(土)～8/31(月)

市営海浜プール 10:00～18:00

10:00 教委 スポ課

8/19 水 16歳以上
メディアス体・
主競技場、卓球
剣道場

10:00 教委

4/21 火 16歳以上
メディアス体・
主競技場、卓球
剣道場

スポ課

10/10 土 小・中学生
メディアス体・
主競技場

9:30 ― 教委 体協

教委 スポ課

知多北地区
社会体育

連絡協議会

12/16 水 16歳以上
メディアス体・
主競技場、卓球
剣道場

10:00



 　⑤その他大会

月 日 曜日 事　　　業　　　名

4/5 日
ベティさんの家旭公園
クロスワード・オリエンテーリング大会

6/6 土 第15回JX-ENEOSバスケットボールクリニック

6/13 土 アイアンキッズ

6/14 日 アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン

7/11 土 第20回子ども会ドッヂビ―中央大会

7/18 土 知多地方中学校体育大会　～7/22
（軟式野球、ソフトテニス、バスケットボール、体操）

9/20 日 第43回知多北３市とうちゃんソフトボール大会

9/27 日
第14回知多市秋季ビーチボールバレー
大会

10/11 日 全知多卓球大会

11/4 水 第29回レディーステニス大会（クラス別）

11/7 土 エブリバディ・デカスロン in 愛知　・11/8

11/27 金
第37回レディースバドミントン大会
（団体戦）

12/5 土 知多5市5町グラウンドゴルフ交流大会

12/5 土 第15回市町村対抗駅伝競走大会

2/20 土 2020-21 V.LEAGUE DIBISION2 MEN　・2/21

2/28 日 令和2年知多市体育協会表彰式

3/14 日 第14回ふゅうちゃんレク・インディアカ大会

　　　　　　　　　　　　「市町村対抗駅伝競走大会」

知多市オリエンテーリング委員会ベティさんの家旭公園内

主　　催会　　場

メディアス体・主競技場 市ビーチボールバレー運営委員会

アイアンマン実行委員会

メディアス体・主競技場 市子ども会連絡協議会

メディアス体・主競技場ほか 県中小学校体育連盟知多支所

ふれあい広場 知多北３市父ちゃんソフト

市ライオンズクラブメディアス体・主競技場

新舞子マリンパークほか

メディアス体・主競技場 市レク・インディアカ運営委員会

愛・地球博記念公園 愛知駅伝実行委員会

メディアス体・主競技場 日本バレーボールリーグ機構

アイアンマン実行委員会新舞子マリンパーク

メディアス体・大会議室 市体育協会

メディアス体・主競技場、卓球剣道場 全知多卓球協会

ベティさんの家旭公園・庭球場 市レディーステニス運営委員会

物産フードサイエンス1969知多スタジアム 愛知陸上競技協会

メディアス体・主競技場 市レディースバドミントン運営委員会

緑広場 5市5町グラウンドゴルフ交流大会実行委員会


