
令和4年7月1日現在

●交流競技（正式競技）

担当 電話番号

1 ○ 卓　球 9月25日(日)
草薙総合運動場
このはなアリーナ体育館

静岡県卓球協会 冨樫 090-6076-7098

10月14日(金)

11月8日(火)

3 ○ ソフトテニス 11月5日(土)
静岡市有度山総合公園運動施設
テニスコート

静岡県ソフトテニス連盟 事務局 054-374-0704

11月5日(土)

11月6日(日)

5 ○ ゲートボール 10月11日(火) 天城ドーム 静岡県ゲートボール協会 野木 0550-70-0870

6 ○ ペタンク 3月11日(土) 三島市南二日町多目的広場 静岡県ペタンク連盟 髙野 0558-72-4617

7 ○ ゴルフ 3月予定 藤枝ゴルフクラブ 静岡県ゴルフ連盟 事務局 054-641-0055
藤枝ゴルフクラブ

8 ○ マラソン 12月17日(土)
小笠山総合運動公園
エコパスタジアム

公益財団法人しずおか健康長寿財団 事務局 054-253-4221

9 ○ 弓　道 11月6日(日)
静岡県武道館
弓道場

静岡県弓道連盟 大山 054-265-0601

10 ○ 剣　道 12月4日(日)
静岡県剣道連盟
養浩館

一般社団法人静岡県剣道連盟 事務局 054-263-5428

11 ○ グラウンド・ゴルフ 9月6日(火)
島田市
グラウンド・ゴルフ場

静岡県グラウンド・ゴルフ協会 松浦 0547-36-4196

12 なぎなた 2月5日(日)
静岡県武道館
第一道場

静岡県なぎなた連盟 片桐 0545-21-5309

13 ○ 太極拳 10月23日(日) 焼津市総合体育館 静岡県武術太極拳連盟 事務局 054-620-3334

14 ○ ウォークラリー 2月5日(日) 沼津市千本浜周辺 静岡県レクリエーション指導者連盟 瀧 0545-81-3723

15 ○ ソフトバレーボール 9月17日(土) 静岡市長田体育館 静岡県ソフトバレーボール連盟 高橋 090-1724-9280

16 ○ サッカー 10月2日(日)
小笠山総合運動公園
エコパスタジアム

一般財団法人静岡県サッカー協会 石上 090-7604-6689

17 ○ ダンススポーツ 3月19日(日) 静岡市南部体育館 静岡県ダンススポーツ連盟 後藤 054-283-1637

18 ボウリング 10月30日(日) 狐ケ崎ヤングランドボウル 静岡県ボウリング場協会 斉藤 054-345-4161
狐ヶ崎ヤングランドボウル

19 ターゲット・バードゴルフ 11月6日(日)
東新田スポーツ広場
ターゲット・バードゴルフ場

静岡県ターゲット・バードゴルフ協会 樋口 054-259-8912

20 ○ バウンドテニス 2月26日(日)
草薙総合運動場
このはなアリーナ体育館

静岡県バウンドテニス協会 事務局 054-622-3163

21 オリエンテーリング 1月22日(日) 静岡大学静岡キャンパス付近 静岡県オリエンテーリング協会 田畑 090-2267-6129

22 パークゴルフ 12月2日(金) 富士山樹空の森 パークゴルフ場 静岡県パークゴルフ協会連合会 佐藤 0550-82-6535

23 ○ インディアカ 10月30日(日)
牧之原市相良
B＆G海洋センター

静岡県インディアカ協会 池ヶ谷 090-2688-6103

24 ○ 水　泳 1月22日(日) 静岡県立水泳場 一般社団法人静岡県水泳連盟 事務局 054-283-6758

25 ○ ラグビーフットボール 11月23日(水)
小笠山総合運動公園
エコパスタジアム

静岡県ラグビーフットボール協会 事務局 054-298-6501

26 ○ カローリング 9月17日(土) 静岡市中央体育館 静岡県カローリング協会 渡邊 090-2575-3605

27 ○ スポーツウエルネス吹矢 11月23日（水） 金谷体育センター 静岡県スポーツウエルネス吹矢協会 杉山 054-365-5189

28 ○ 軟式野球 11月19日(土) 島田市営球場ほか 静岡県還暦軟式野球連盟 大和田 0545-63-6894

29 ○ サイクリング【新規】 10月頃 御前崎市・牧之原市周辺（予定） 静岡県サイクリング協会 事務局 053-461-2406

30 ○ 囲　碁 12月3日(土) 島田囲碁センター（島田市中央町14-22） 日本棋院静岡県支部連合会 安達原 0547-46-2065

31 ○ 将　棋 9月11日(日)
島田市民総合施設
プラザおおるり３階第５・６会議室

日本将棋連盟静岡県支部連合会 永田 0548-54-0271

32 ○ 健康マージャン 2月23日(木)
静岡県総合社会福祉会館
シズウエル703会議室

静岡県健康麻将協会 事務局 054-629-3957

33 かるた 10月2日(日) 藤枝市武道場 静岡県かるた協会 松山 090-4864-5100

34 ○ 俳　句 2月頃
吟行俳句大会と合同開催
富士宮市民文化会館（予定）

静岡県俳句協会 間島 054-641-8706

35 川柳 誌上 9月に誌上競吟大会報を発行予定 静岡県川柳協会 今田 080-1629-7673

●ふれあい交流競技（公開競技）

担当 電話番号

36 ディスコン【新規】 1月20日(金) 藤枝市民体育館 静岡県ディスコン協会 事務局 090-4853-3066

37 スポレック【新規】 11月27日(日) 藤枝市民体育館 静岡県スポレック連盟 鈴木 090-7034-2875

38 フーバ【新規】 1月28日(土) 掛川市南体育館「し～すぽ」 静岡県フーバ協会 大川 090-2342-0856

※新型コロナウイルス感染症の感染状況、天候等の都合で、開催日・会場が変更となる場合がございます。お問合せの上、御参加ください。

お問合せ先
№

ねんりん
ピック愛
媛競技

競技種目 開催日 会場 主管団体

070-5649-7143 

4 ○ ソフトボール
静岡市田町緑地
スポーツ広場

NPO法人静岡県ソフトボール協会 由利 054-643-5886

2 ○ テニス
10/14静岡市有度山総合公園施設テニスコート
11/8静岡県草薙総合運動場テニスコート

静岡県テニス協会 隂山

第33回静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会　競技開催日程・お問合せ先等一覧

№
ねんりん
ピック愛
媛競技

競技種目 開催日 会場 主管団体
お問合せ先


