
「H30年度　県民スポーツ月間」イベント実績報告書 平成30年12月20日現在

№
開催
市町

イベント名称
開催日

【１１月】
時間 開催場所　 実施内容 参加者数 お問い合わせ先

（担当者所属・氏名）

1 長崎県
県民スポーツ祭

第69回長崎県県民体育大会
11月10日（土）
11月11日（日）

9：00～ 各会場
各市町、ソフトボール、バレーボール、アーチェリー、バドミントン、バスケッ
トボール、軟式野球、弓道、グラウンドゴルフ、新体操、ラグビー等の競技で対

抗戦を行う。
長崎県スポーツ振興課

2 長崎県
県民スポーツ祭

県民スポーツ・レクリエーション
祭

11月4日（日）
10：00～
15：00

長崎陸上競技場
レクリエーション・スポーツや生涯スポーツの愛好者の拡大と組織の拡充を促進
し、明るく、健康で活力あるコミュニティづくりを目指して開催いたします。

長崎県スポーツ振興課

1 長崎市
2018長崎ベイサイド
マラソン&ウォーク

11月17日（土）
11月18日（日）

8：00～ 長崎水辺の森公園
ウォークは17日・18日の2日間開催、マラソンは18日のみ実施。ウォーク・マ
ラソン共にすう種目に分けて実施。

5,400

長崎ベイサイドマラソン実行委
員会
長崎さるく・女神大橋ウォーキ
ング大会

2 佐世保市 ジュニア太極拳体験会教室 11月18日（日）
13:00～
　17：00

長崎県立武道館
小・中学生を対象に無料で太極拳を学べる体験教室を開催したもの。ジュニア向
け太極拳の佐世保市での認知度は低く、参加者は少数にとどまった。

8
佐世保市体育協会
長崎県立武道館

3 島原市
第45回有明地区自治会対抗バ
レーボール大会

11月18日（日） 7:45 各小・中学校体育館　ほか
有明地区総スポーツの一環としてバレーボールを開催することにより、自治会内
における年代層の連携を深めるとともに各自治会相互の親睦融和を深め、市民の
体力づくり都市の発展に寄与することを目的として実施。

800 有明公民館

4 諫早市
諫早市市民生涯スポーツ大会
2018

11月11日（日） 9：00～ 諫早市小野体育館　ほか
諫早市レクリエーション協会が主催で開催。インディアカ、ペタンク、スポーツ
吹矢など11種目のレクリエーションを小野体育館を中心にしない5会場で行っ
た。

313 諫早市スポーツ振興課

5 諫早市
飯盛喜楽なスポーツミニソフトバ
レーボール大会

11月25日（日） 9：00～ 諫早市飯盛体育館
諫早市スポーツ推進委員協議会が主催し、誰もが気軽に参加できるミニソフトバ
レーボール大会を開催した。

225 諫早市スポーツ振興課

6 大村市 市民体力測定 11月9日（金） 19：00～ シーハットおおむら 体力測定及びニュースポーツ体験 20
大村市スポーツ振興室

7 平戸市 小学生スポーツ大会 11月4日（日） 9：00～ 生月小学校体育館
小学生スポーツ大会を通して、心身の鍛錬を図り、あわせて地域間の子どもの交
流を目的に実施。

118 平戸市生月町中央公民館

8 平戸市
第35回田平町秋季
ゲートボール大会

11月13日（火） 9：00～ 田平町多目的広場 通年活動クラブのチーム対抗戦を実施し、親睦を深めた。 13 田平町中央公民館

9 平戸市
平成30年度職場職域対抗卓球大
会

11月21日（水） 18：20～ 大島中学校体育館
大島地区内の各職場対抗の卓球大会の開催により、職場間や職場内のふれあいを
深め、一人一人スポーツ推進を図った。

130
大島村体育振興会事務局
平戸市大島村公民館内

10 平戸市 第49回町内卓球大会 11月25日（日） 8：30～ 生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター
多っきゅ競技を通して、住民の健康増進や技術の向上と、地区対抗戦により地域
間の交流、融和を目的に実施。

86 平戸市生月町中央公民館

11 松浦市 第13回松浦ロードレース大会 11月25日（日） 8：30～ 松浦市役所周辺スタート
スポーツ振興、市民の体力づくり及び交流人口の拡大を図ることを目的して実
施。20部門1km～10kmの健脚を競う。

747
松浦市教育委員会
生涯学習課

12 対馬市 第56回厳原町駅伝大会 11月3日（土） 9：30～ 対馬市厳原町
厳原町体育協会が実施。地元地区住民、中学生、自衛隊、各町駅伝部等が参加し
た。

110
対馬市教育委員会生涯学習課

13 対馬市 第39回みつしま駅伝大会 11月11日（日） 9：00～ 対馬市美津島町
美津島町体育協会が実施。地元地区住民、中学生、病院、警察官、各町駅伝部等
が参加した。

150
対馬市教育委員会生涯学習課

14 対馬市
第33回峰町ファミリー
マラソン大会

11月25日（日） 9：00～ 対馬市峰町 峰町体育協会が実施。地元地区住民、小学生、中学生等が参加した。 150
対馬市教育委員会生涯学習課

15 壱岐市
第38回芦辺町公民館
ソフトボール大会

11月4日（日） 9：00～ 壱岐市ふれあい広場グラウンド 各地区対抗のソフトボール大会を実施 250
壱岐市教育委員会
社会教育観
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17 壱岐市
第38回芦辺町公民館
ソフトバレーボール大会

11月18日（日） 9：00～ 旧那賀中学校体育館 各地区公民館代表（男子・女子）チームで実施 250
壱岐市教育委員会
社会教育観

18 壱岐市
第37回在部地区公民館
親睦ソフトバレーボール大会

11月25日（日） 9：00～ 勝本Ｂ＆Ｇ体育館 在部地区に在住する社会人で実施 250
壱岐市教育委員会
社会教育観

19 五島市 東京ヤクルトスワローズ野球教室
11月10日（土） 13:00～

五島市中央公園野球場
東京ヤクルトスワローズの現役選手を講師としてお招きし、市内の野球・ソフト
ボールチームに所属する小学生を対象とし、実施。

80
五島市スポーツ振興課
市民スポーツ班

20 五島市
第４３回日本ハンドボールリーグ
五島大会

11月23日（金） 13：00～ 五島市中央公園市民体育館
プロのハンドボールリーグを五島で開催。プロの試合を間近で見ることにより、
今後のスポーツの発展を図る。

230
五島市スポーツ振興課
スポーツ交流班

21 五島市
第8回B&G財団会長賞 五島市岐
宿B&G少年剣道大会

11月23日（金） 13:00～
五島市岐宿B&G海洋
センター体育館

剣道の普及振興を目的とし、各地区の少年剣士と剣道を通して親睦を深め、青少
年の健全な心身の育成、剣道精神の高揚を期する。

51 五島市岐宿支所

22 五島市 三井楽町ロードレース大会 11月25日（日） 9:00～ 正山漁村センター
五島市三井楽町内の児童・生徒を対象にロードレース大会を実施。本大会を通し
て児童・生徒の交流と親睦を図ると共に、競技力向上を目指す。

100 五島市三井楽支所

23 西海市 スポーツフェスタ2018
11月3日（土・
祝）

10：00～ 大瀬戸総合運動公園体育館
体育協会の単協やスポーツ推進委員会が、競技人口の拡大を図るため手段とし
て、一般市民に競技体験を行ってもらう。

150 西海市体育協会

24 雲仙市 雲仙アヅマクロス大会 11月4日（日） 9：00～ 南串中学校体育館
雲仙アヅマクロス協会が主で実施。一般の部、小学生の部、シニアの部で実施。
競技の普及振興と市民の交流を目的に実施。

67 雲仙アヅマクロス協会

25 雲仙市 新体力年齢測定会
11月9日（金）
11月13日（火）

10：00～
14：00～
20：00～

県立国見高等学校
雲仙市小浜体育館
雲仙市吾妻体育館

20歳以上を対象とした体力測定会 126 雲仙市スポーツ振興課

長与町

26 時津町
第40回時津町町民ロードレース
大会

11月18日（日） 8：30～ とぎつ海と緑の運動公園 町内の小学生から高齢者まで、各種ロードレースと駅伝、ウォーキングを実施。 2,064 時津町社会教育課

東彼杵町

27 波佐見町
第16回「だんじゃなかばい」は
さみ林道マラソン

11月18日（日） 10：00～ 中尾郷グラウンド～広域林道虚空蔵線

長崎県東彼杵郡内の3町を縦走する「広域其幹林道 虚空蔵線」を舞台に、全国か
ら過酷なレースに挑戦するアスリートたちが集うスポーツイベントを開催するこ
とで、その話題性を高めるとともに、地域のＰＲと活性化に寄与することを趣旨
とする。

157 はさみ林道マラソン大会事務局

28 川棚町 スポーツ体験会【ズンバ】
11月10日（土）
11月13日（火）

15：00～
19：30～

中央公民館　講堂
勤労者体育センター

スポーツ体験会として、ズンバの体験会を実施した。
11
23

川棚町教育委員会

29 川棚町
スポーツ指導者研修会
「ペップトーク｣『やる気を引き
出す魔法の言葉』

11月21日（水） 19：00～ 中央公民館　講習室
東彼杵郡内のスポーツ指導者を対象に「ペップトーク」に関する研修会を実施し
た。

20 川棚町教育委員会

30 小値賀町 第21回町長杯バレーボール大会 11月20日～21日 19:00～ 小値賀町総合体育館 バレーボールをとおして、町民相互の親睦を深め健康・体力の向上を図る。 100 小値賀町教育委員会

31 小値賀町 第39回町長杯バドミントン大会 11月28日～29日 19:00～ 小値賀町総合体育館 バレーボールをとおして、町民相互の親睦を深め健康・体力の向上を図る。 50 小値賀町教育委員会
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32 佐々町
第42回全日本少年サッカー長崎
県大会　北松代表決定戦

11月3日（土） 8：30～ 千本公園グラウンド
サッカー大会を通じて、青少年の健全育成と体力・技術の向上、チームの親睦を
図る。

40
北松サッカー協会
4種委員会

33 佐々町 高齢者の体力測定 11月5日（月） 9：00～ 佐々町民体育館 体力測定を行い、現在の身体機能を把握し、健康増進を図る。 20 佐々町役場　総務課

34 佐々町
佐々町公民館講座「ニュースポー
ツ・フライングディスク体験教
室」

11月16日（金） 13：30～ 佐々町民体育館 フライングディスクの普及・公民館学習グループの親睦を図る。 17 佐々町公民館

35 佐々町
北松浦郡中学生秋季バレーボール
大会（男子）

11月24日（土） 9：00～ 佐々町民体育館 中学生指導者と各中学校の親睦、競技力の向上を図る。 135 北松浦郡バレーボール協会

36 佐々町
北松浦郡中学生秋季バレーボール
大会（女子）

11月25日（日） 9：00～ 佐々町民体育館 中学生指導者と各中学校の親睦、競技力の向上を図る。 150 北松浦郡バレーボール協会

37 新上五島町
第16回龍馬ゆかりのマラソン大
会

11月23日（金） 9：00～ 新上五島町江ノ浜郷 マラソン大会の実施 206 新上五島体育協会事務局

総合型地域スポーツクラブその他開催イベント等
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1 佐世保市 グラウンドゴルフ大会 11月13日（火） 10：00～ 鹿町運動場
さわやか鹿町のグラウンドゴルフ教室に通っている会員間の交流・競技力の向上
のため開催されたもの。（年4回開催）

72 さわやか鹿町

2 雲仙市
雲仙市がまだすスポーツクラブ
「スポーツフェスティバル」

11月23日（金） 8：00～ 雲仙市吾妻体育館　他
ソフトバレーボール、卓球、グラウンド・ゴルフ、バドミントン、雲仙アヅマク
ロス、ソフトテニスの計6種目の軽スポーツを吾妻体育館を含む3会場で実施。

325 雲仙市がまだすスポーツクラブ

3 南島原市

平成30年度 スポーツ専門指導員
育成講習会テーマ『運動が体に与
える影響～ひまわりキャラバンが
もたらす効果～』

11月1日（木）
20：00～
22：00

ありえコレジヨホール
スポーツ指導者向けに、理学療法士による運動をする事による学力向上の関連性
や、向上に繋がる運動とは具体的にどんなことなのかについて講演及びストレッ
チ等の実技指導。

50 ＴＥＡＭひまわり事務局

4 佐々町 佐々っ子スポーツ塾2018 11月10日（土） 9：30～ 佐々町民体育館
スポーツの楽しさを体験させ、生涯スポーツの礎を築く。また、遊び（スポー
ツ）を通して、運動をするための体幹を鍛える。

42 さざ倶楽部

5 新上五島町
奈良尾

第13回奈良尾ミニバレーボール
大会
（主催：奈良尾スポーツクラブ
「ナッシーズ」）

10月29日（月）
～

11月29日（木）
19：30～ 奈良尾総合体育館 ミニバレーボールの夜間リーグ戦　チーム参加 78

奈良尾スポーツクラブ
「ナッシーズ」事務局


