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議案第３号

令和３年度 事業計画書
【会 議】

期 日 会 議 及 び 内 容 場 所

５月１３日 総会 つくば市役所会議室
（木） 令和２年度事業報告及び決算報告

令和３年度事業計画（案）及び予算（案）
その他

６月２２日 理事会 つくば市役所会議室
令和２年度各部補助金（配分）について
本部事業について

５月２０日 スポーツ少年団総会 つくば市役所会議室
（水） 令和１年度事業報告及び決算報告

令和２年度事業計画（案）及び予算（案）
その他

１１月４日 つくばマラソン手荷物預かり係員説明会 つくば市役所会議室
（木）

〃 走路員説明会 つくば市役所会議室

令和４年 理事会 令和４年度総会について つくば市役所会議室
３月未定 その他

３月未定 スポーツ振興会 つくば市役所会議室
令和３年度報告及び令和４年度計画について・他

３月未定 専門部会 つくば市役所会議室
令和３年度報告及び令和４年度計画について・他

３月未定 スポーツ少年団役員会 つくば市役所会議室
令和４年度総会について ・その他

【事 業】
本 部

９月２５・２６日 スポーツフェスティバル（つくば市と共催事業）
１０月３日（日） つくば市スポーツ鬼ごっこ大会（つくば市と共催事業）
１１月１４日（日）つくばマラソン協力 走路管理係 ・ 手荷物預かり係
令和４年未定 Ｖリーグ男子バレーボール大会 （共催事業）



議案第３号

支部名 開催予定期日 行事名 会場 備考

大穂支部 ６月５日 グラウンドゴルフ大会 吉沼 予備　６日

１１月６日 文化祭あそびの広場 大穂会場

１２月１１日 大穂歩け歩け大会 ゆかりの森（そば打ち） 予備　１２日

豊里支部 ５月２９日 グラウンドゴルフ大会 川口公園 予備　３０日

６月６日 トレッキング 未定

６月２０日 ソフトバレーボール大会 豊里体育館

９月１１日 グラウンドゴルフ大会 豊里多目的広場 予備　９／１３

１０月１７日 ソフトバレーボール大会 豊里体育館

１０月２４日～ ソフトボール大会 豊里多目的広場 予備　３１日

１１月１３日 グラウンドゴルフ大会 川口公園 予備　１４日

谷田部支部 ２月６日 グラウンドゴルフ大会 谷田部多目的広場 予備　１３日

谷田部地区 ６月２０日 グラウンドゴルフ大会 谷田部多目的広場 予備　２７日

１０月１７日 ウォークラリー大会 　　　　〃 予備　２４日

１１月１４日 グラウンドゴルフ大会 　　　　〃 予備　２１日

　　真瀬地区 ６月１３日 ソフトミニバレー大会 真瀬小　体育館

７月４日 グラウンドゴルフ大会 小貝川スポーツ公園広場 予備　１１日

１０月１０日 運動会 真瀬小　グラウンド 予備　１１日

１１月１４日 グラウンドゴルフ大会 小貝川スポーツ公園広場 予備　２１日

１２月１２日 ソフトミニバレー大会 真瀬小　体育館

１月２３日 島名・真瀬交流会(ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰ) 真瀬小　体育館

　　島名地区 ６月 グラウンドゴルフ大会 島名小　グラウンド

１０月 歩く会

１１月 地区ゴルフ大会 アジア下館ゴルフ倶楽部

１月 真瀬・島名交流会(ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰ) 真瀬小　体育館

　　葛城地区 １０月 グラウンドゴルフ大会 かつらぎ公園

３月 グラウンドゴルフ大会 　　　　〃

小野川地区 ５月９日 ペタンク大会 小野川公民館広場 予備　１６日

６月６日 グラウンドゴルフ大会 小野川児童公園 予備　１３日 

１０月１０日 健康づくり大運動会 小野川小　グラウンド

１０月２４日～ ファミリーソフトボール大会 小野川小　他

令和３年度　スポーツ振興会事業計画



支部名 開催予定期日 行事名 会場 備考

令和３年度　スポーツ振興会事業計画

桜支部 １０月１７日 ハイキング 未定 地区限定

１０月３１日 グラウンドゴルフ大会 さくら運動公園広場

栄地区 ５月下旬 ハイキング 未定

１０月上旬 ハイキング 未定

栗原地区 １月１日 歩く会 栗原小～一の矢神社 往復

３月５日 グランドゴルフ大会 栗原小　グラウンド

桜南地区 １０月 歩く会・レクリエーション大会 桜南小～洞峰公園

１２月 スポ少交流会 桜南小　グラウンド

竹園地区

梅園地区 １０月１７日 梅園大運動会 梅園公園グラウンド

九重地区 １０月９日 スポーツフェスティバル 桜運動公園・九重小

１０月１６日 スポーツフェスティバル 九重小学校

筑波支部 ６月１２日 ハイキング 未定 地区内

７月１１日 筑波スポーツフェスティバル 筑波総合体育館 地区内

９月２６日 グラウンドゴルフ大会 大池グラウンド

１１月７日～ 初心者テニス教室 大池公園テニスコート

１１月１３日 リンリンロードﾊｲｷﾝｸﾞとみかん狩り 筑波山梅林～桜川市坂寄

２月１３日 ファミリーサイクリング 桜川市真壁町

２月２０日 グラウンドゴルフ大会 大池球場

３月１２日 宝篋山ハイキング 宝篋山

茎崎支部 ５月２３日 歴史ウォーキング初夏 牛久城址周辺 予備　３０日

９月２６日 親善ペタンク大会 高見原ソフトボール場 予備　１０月３日

１０月２１日 親善グラウンドゴルフ大会 茎崎多目的広場 予備　２２日

１１月７日 歴史ウォーキング初冬 牛久蛇喰古墳周辺 予備　１４日

※休止



議案第１号

専門部名 開催期日 行事名 会場 参加数

野球連盟 ４月５日～ 春季大会 さくら・茎崎他 中止

５月３日～ 連盟杯中学生大会 　　　〃 中止

６月２１日～ 連盟杯社会人大会 　　　〃 中止

９月６日～ 市民大会（秋季） 　　　〃 ４９チーム９８０人

３月７日 審判講習会 さくら運動公園 審判部員

３月２１日 審判講習会 さくら運動公園･体育館 春季大会参加チーム

ソフトボール連盟 ４月１９日～ 連盟杯大会 豊里・茎崎多目的他 中止

５月２４日 ひまわり大会（女子） 茎崎多目的広場 中止

９月１３日～ 市民大会 茎崎・手代木公園他 １３５人

１１月１日 女子大会 茎崎多目的広場 ７３人

１１月１５日～ 選手権大会 茎崎多目的広場 ９５人

バレーボール連盟 ４月１９日 審判・AED講習会 吉沼体育館 中止

９月６日 ソフトバレーボール大会 桜総合体育館 ４２人

９月２０日 近隣マスターズ大会 谷田部総合体育館 ４チーム

３月１４日 近隣マスターズ大会 桜総合体育館 ５チーム

　　ビーチボール １２月１３日 ビーチボールバレー大会 桜総合体育館 中止

社会人部 ５月１０日 ６人制春季大会 谷田部総合体育館 中止

５月３１日 ６人制混合大会 桜総合体育館 中止

６月２８日 つくばオープン男子大会 桜総合体育館 中止

９月１３日 市民大会 桜総合体育館 ６チーム６５人

１０月１８日 ６人制秋季大会 桜総合体育館 ７チーム６６人

１月１７日 近隣大会 谷田部総合体育館 中止

　　　　　  女子部 ６月７日 つくばカップ 桜総合体育館 中止

７月１２日 市民大会 桜総合体育館 中止

９月２７日 つくばカップ 桜総合体育館 中止

１１月２９日 オープン大会 桜総合体育館 中止

２月７・２１日 近隣大会 桜・谷田部 中止

バドミントン連盟 ５月１７日 第５４回団体戦 桜・谷田部･筑波他 中止

６月１４日 シニア大会 桜 中止

７月５日 市民大会 カピオ 中止

７月１９日 YONEX講習会 桜 中止

９月２６日 初心者交流大会 桜総合体育館 ３５人

１０月１１日 つくばオープン 筑波・谷田部 １７０人

１１月１５日 第５５回団体戦 桜･谷田部･筑波他 ７０チーム

１２月１３日 師走大会 桜総合体育館 中止

１月２４日 新春大会 カピオ 中止

３月１４日 ミックス大会 谷田部総合体育館 64人

ソフトテニス部

令和２年度　専門部会事業報告

※休部



専門部名 開催期日 行事名 会場 参加数

令和２年度　専門部会事業報告

テニス部 ４月４・５日 シングルス大会 北部･万博他 中止

５月９･１０日 春季大会 北部・万博他 中止

１０月３・４日 市民大会 北部・万博他 127組254名

１１月７・８日 ミックスダブルス大会 北部・万博他 59組118名

剣道部 ６月１４日 市民大会 豊里体育館 中止

１０月１０日 スポ少市長杯大会 桜総合体育館 運営協力

１２月６日 少年錬成大会 カピオ 中止

スキー連盟 ２月 市民スキー教室 尾瀬岩鞍スキー場 中止

冬季 講習会 各地 登録者

バスケットボール部 ６月７日～ 市民大会 筑波・谷田部 中止

９月６日～ 市民リーグ 　　　〃 中止

２月７日 審判講習会 谷田部 中止

２月１４日～ 市民選手権 筑波・谷田部 中止

卓球部 ５月１０日 春季大会 桜総合体育館 中止

７月５日 市民大会 　〃 中止

１０月１１日 秋季大会 　〃 中止

１２月２０日 ラージボール大会 　〃 中止

１月２４日 冬季大会 　〃 中止

陸上競技部 １１月３日 つくば選手権 筑波大学陸上競技場 中止

２月６日 健康マラソン 研究学園駅前周辺道路 中止

空手道部 １０月１７日 つくば市大会 谷田部総合体育館 中止

パワーリフティング部 ９月１３日 ベンチプレス イン つくば２０２０ 谷田部 中止

１１月１５日 近隣パワーリフティング選手権 谷田部 40人

ゲートボール連合会 ７月１１日 第１回大会 科学万博記念公園 ３６人

１０月１日 第２回大会 　　　　〃 ３２人

１１月１４日 第３回大会 　　　　〃 ３６人

３月１８日 第４回大会 　　　　〃 ３６人

ゴルフ協会 ４月１４日 地区対抗大会 筑波東急GC 中止

７月１４日 市民大会 豊里GC 中止

１１月１０日 アマチュアオープン大会 霞ヶ浦国際GC １５７名

ハンドボール協会 ６月 学園オープン戦 筑波大学多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 中止

１月 市総合ハンドボール大会 　　　　〃 中止

ダンススポーツ連盟 １１月２９日 ダンススポーツフェスティバル 谷田部総合体育館 中止

サッカー部　　一般 ４月４日～ サッカーリーグ 高崎他 中止

７月１９日～ つくばフレンドリーマッチ セキショウ 中止

１０月３１日～ つくばカップトーナメント 高崎他 １６チーム３２０人

　　　　　　　　シニア ７月４日～ サッカートーナメント セキショウ他 延べ800人

４月５日～ サッカーリーグ セキショウ他 延べ550人

３月１４日 プレシーズンマッチ 高崎サッカー場 63人



専門部名 開催期日 行事名 会場 参加数

令和２年度　専門部会事業報告

グラウンド・ゴルフ連盟 ４月１５日 新緑大会 小貝川スポーツ公園 中止

７月８日 市民大会 　　　　〃 中止

１１月１１日 冬季大会 　　　　〃 ６４人

２月２４日 新春大会 　　　　〃 中止

アーチェリー部 各種大会出場

なぎなた部 ５月２６・２９・３０日 初心者講習会 桜 中止

９月２６・２７日 初心者講習会 桜 延べ26人

３月２０日 なぎなた大会 桜 １７人

スポーツ鬼ごっこ連盟 ５月１１・２５日 スポーツ鬼ごっこ教室 桜 中止
８月３１日・９月１４日 スポーツ鬼ごっこ教室 桜 中止

１０月４日 スポーツ鬼ごっこつくば大会 カピオ 中止

１２月１９日 クリスマスカップ 桜 中止

２月２８日 ONIリーグ 桜 中止



議案第３号

専門部名 開催予定期日 行事名 会場 参加資格・内容など

野球連盟 ４月４日～ 春季大会 さくら・茎崎他 登録チーム

５月２日～ 連盟杯中学生大会 　　　〃 市内中学校

６月２０日～ 連盟杯社会人大会 　　　〃 市代表ﾁｰﾑ・近隣招待

９月５日～ 市民大会（秋季） 　　　〃 登録チーム　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

３月６日 審判講習会 さくら運動公園 審判部員

３月２０日 審判講習会 さくら運動公園･体育館 春季大会参加チーム

ソフトボール連盟 ４月１８日～ 連盟杯大会 豊里・茎崎多目的他 登録チーム

５月２３日～ ひまわり大会（女子） 茎崎多目的広場 登録チーム・近隣チーム

６月２６日～ 選手権大会 茎崎多目的広場 登録チーム・近隣チーム

１０月１０日～ 市民大会 茎崎・手代木公園他 登録チーム

１１月７日 女子大会 茎崎多目的広場 登録チーム・近隣チーム

バレーボール連盟 ４月２５日 審判・AED講習会 吉沼体育館 登録チーム

５月２３日 ソフトバレーボール大会 吉沼体育館 登録チーム・市内愛好者

１０月２４日 近隣マスターズ大会 桜総合体育館 登録チーム・近隣チーム

３月１３日 近隣マスターズ大会 桜総合体育館 登録チーム・近隣チーム

　　ビーチボール １０月３日 ビーチボールバレー大会 桜総合体育館 登録チーム・近隣チーム

社会人部 ５月２３日 ６人制春季大会 谷田部総合体育館 登録チーム・近隣チーム

６月６日 ６人制混合大会 谷田部総合体育館 　　　〃

６月２７日 つくばオープン大会 桜総合体育館 　　　〃

９月１２日 市民大会 桜総合体育館 　　　〃

１０月１０日 ６人制秋季大会 桜総合体育館 　　　〃

１１月２８日 近隣大会 谷田部総合体育館 　　　〃

　　　　　  女子部 ６月６日 つくばカップ 桜総合体育館 登録チーム

７月１１日 市民大会 桜総合体育館 　　　〃

９月２６日 つくばカップ 桜総合体育館 　　　〃

１１月２１日 オープン大会 桜総合体育館 　　　〃

２月６・２０日 近隣大会 桜・谷田部・筑波 登録ﾁｰﾑ　・近隣招待

バドミントン連盟 ５月１６日 第５6回団体戦 桜・谷田部･筑波他 登録クラブ(登録者)

６月２０日 シニア大会 桜総合体育館 登録者

７月４日 市民大会 つくばカピオ 市民

７月１８日 YONEX講習会 桜総合体育館 　　　〃

９月２５日 初心者交流大会 桜総合体育館 登録者（初心・初級者）

１０月１０日 つくばオープン 桜・谷田部 市内愛好者

１０月３１日 第５７回団体戦 桜･谷田部･筑波他 登録クラブ(登録者)

１２月１２日 師走大会 桜総合体育館 登録者

１月１６日 新春大会 つくばカピオ 　　　〃

２月１３日 ミックス大会 桜総合体育館 　　　〃

ソフトテニス部

令和３年度　専門部会事業計画

※休部



専門部名 開催予定期日 行事名 会場 参加資格・内容など

令和３年度　専門部会事業計画

テニス部 ４月３・４日 シングルス大会 北部･万博他 予備　１０・１１日

５月８・９日 春季大会 北部・万博他 予備　１５・１６日

１０月２・３日 市民大会 北部・万博他 予備　９・１０日

１１月６・７日 ミックスダブルス大会 北部・万博他 予備　１３・１４日

剣道部 ６月１３日 市民大会 豊里体育館 市民社会人

１０月１１日 スポ少市長杯大会 桜総合体育館 運営協力

１２月１９日 少年錬成大会 カピオ 運営協力

２月５日 近隣交流大会 桜総合体育館

スキー連盟 ２月 市民スキー教室 尾瀬岩鞍スキー場 市民

冬季 講習会 各地 登録者

バスケットボール部 ６月６日～ 市民大会 筑波・谷田部 登録チーム

９月５日～ 市民リーグ 　　　〃 　　　〃

１月９日 審判講習会 谷田部 　　　〃

２月１３日～ 市民選手権 筑波・谷田部 　　　〃

卓球部 ５月９日 春季大会 桜総合体育館 団体戦　市内･外

７月４日 市民大会 　〃 個人戦

１０月１７日 秋季大会 　〃 個人戦　市内･外

１２月１９日 ラージボール大会 　〃 　　　　〃

１月２３日 冬季大会 　〃 　　　　〃

陸上競技部 １１月１４日 つくばマラソン 市内 市主催　運営協力

２月５日 健康マラソン 研究学園駅前周辺道路 市主催　運営協力

空手道部 １０月１６日 つくば市大会 谷田部 少年団･社会人

パワーリフティング部 ５月２３日 近隣パワーリフティング選手権 谷田部総合体育館 登録者・愛好者

１１月２１日 ベンチプレス イン つくば２０２１ 谷田部総合体育館 　　　　〃

ゲートボール連合会 ５月８日 第１回大会 科学万博記念公園 登録者

７月１０日 第２回大会 　　　　〃 　　〃

９月１１日 第３回大会 　　　　〃 　　〃

１１月１３日 第４回大会 　　　　〃 　　〃

ゴルフ協会 ４月１４日 地区対抗大会 筑波国際CC 登録者

７月２０日 市民大会 つくばねCC 　　〃

１１月９日 アマチュアオープン大会 筑波東急GC 　　〃

ハンドボール協会 ６月 学園オープン戦 筑波大学多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 登録チーム・近隣チーム

１月 市総合ハンドボール大会 　　　　〃 子供から大人まで

ダンススポーツ連盟 １１月１４日 ダンススポーツフェスティバル 谷田部総合体育館 登録者

サッカー部　　一般 ４月３日～ サッカーリーグ 高崎他 登録チーム

７月１０日～ つくばフレンドリーマッチ セキショウ 　　　〃

１１月６日～ つくばカップトーナメント 高崎他 　　　〃

　　　　　　　　シニア ４月２５日～ サッカーリーグ 高崎サッカー場他 　　　〃

７月３日～ サッカートーナメント セキショウ他 　　　〃

１月２３日 プレシーズンマッチ 高崎サッカー場 　　　〃
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グラウンド・ゴルフ連盟

アーチェリー部 各種大会出場

なぎなた部 ５月２５日～ 初心者講習会 桜 子供から大人まで

９月２５日～ 初心者講習会 桜 子供から大人まで

３月２０日 なぎなた大会 桜 登録者

スポーツ鬼ごっこ連盟 毎月第３土曜日 鬼ごっこの日 筑波総合体育館 ４月～１１月(10月除く)

１０月３日 スポーツ鬼ごっこつくば大会 カピオ 子供から大人まで

１２月２５日 クリスマスカップ 桜総合体育館 子供から大人まで

２月２７日 ONIリーグ 桜総合体育館 愛好者
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議案第５号

令和３年度 スポーツ少年団事業計画

◆会議・講習会等
スポーツ少年団総会 ５月２６日 つくば市役所会議室２０１
スタートコーチ養成講習会 ９月 ５日 〃

◆つくば市スポーツ少年団交流会 １０月３日 スポーツ鬼ごっこ大会

◆県スポーツ少年団スポーツ大会
市代表 １チーム
サッカー
ミニバスケット（男・女）
野球

自由参加 空手 剣道
柔道 バドミントン

駅伝競争 バレーボール

◆全国スポーツ少年団剣道交流大会 １２月 市内選抜チーム

◆種目別大会
野球 本部長杯 (4/25～) 市内登録チーム

市長杯 (8/7～) 市内・近隣チーム

サッカー 市長杯大会 (9/20～) 市内登録チーム
低学年大会 (10/24・31 ) 市内登録チーム
フットサル大会 (12/12) 市内登録チーム
近隣大会 (3/5～) 市内・近隣チーム

ミニバスケット 市長杯大会 (5/1.2) 市内・近隣チーム
サマーゲーム (7/24.25.31 8/1) 市内・招待チーム
ウインターゲーム (12/4.5） 市内チーム
新人大会 (12/11.12.12/18.19) 市内・近隣チーム

剣道 市長杯大会 (10/ 11) 市内登録団体
少年剣道錬成大会 (12/19) 個人・団体 市内外
交流会 (11/23)

空手道 市大会 (未定) 市内登録チーム

柔道 つくば少年柔道大会 (9/ ) 個人戦

バドミントン 市長杯大会 (11/23) 市内登録者の個人戦

バレーボール 近隣バレーボール大会(3/26) 市内登録チーム・近隣チーム

ソフトテニス 市大会 (4/25) 市内登録チーム・近隣チーム

ハンドボール
陸上競技
少林寺拳法
ゴルフ 市内外大会等に参加
新体操
スポーツ鬼ごっこ
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◆講習会・研修会事業
（１）ジュニアリーダースクール

第１回 ６月 予定
行方市「白浜少年自然の家」

第２回 １１月 予定
水戸市 「水戸市少年自然の家」

参加資格 団活動２年以上の小学５年生～中学生

（２）シニアリーダースクール
８月 予定

静岡県 「国立中央青少年交流の家」

参加資格 ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ・認定資格を有する高校生以上２０歳未満の者
運動適正テスト３級程度の能力を有する者

◆県スポーツ少年団女性指導者フォーラム
２０２２年・１月

◆つくばマラソン（協力） １１月１４日 中止


