
第55回富士市スポーツ祭

大会名 とき ところ 対象 締め切り 申込み・問い合せ先

小・中・高・一般

野球連盟登録チーム

ミニバス（U-12）

中・高・一般

8月29日(日) 小学生 8月8日(日）

中学男子

中学女子

10月24日(日） 一般 10月3日(日）

9月11日(土) 小学生以下 8月29日(日) 宮﨑方 ytyfd726@yahoo.co.jp　090-7867－4634　

9月12日(日) 中・高・一般 8月28日(土) 角田方 pushbadman1970@yahoo.co.jp  fax63-3593

市内各会場 小・中・高

（問合せ） 家庭婦人

小・中・高・一般 高橋方 ℡080-3482-7641　

空道協会加盟団体 kudofujisan@gmail.com

片桐方 ℡090-7038-8053  

fax 21－5683

大淵169-20

仲原方 ℡090-4441-8220　

ラウンドワン富士店

深澤方 ℡090-7681-8509　

市内在住･在学･在勤者

高校生・一般

中学生以上

（6時間以上歩ける方）

g-f-okuda@ai.tnc.ne.jp

坂間方 ℡ 090-3933-0342 　fax51-4723

中里930-11

遠藤方 ℡090-3305-0533　

鈴木方 fujiriku2020@yahoo.co.jp

https://k-koike.sakura.ne.jp/

9月24日(金） 中島235-4

問合せ 古郡方 ℡090-7432-9141

柚木24-6　FTGYM

福島方 ℡ 64-0281　

佐藤方 ℡090-4187-9714  

fujisisatou7@yahoo.co.jp

サッカー 11月3日(水)～ 市内中学校 中学サッカー部1年生 10月22日(金) 岳陽中　星野方 ℡71-7955　

（フットサル） 10月　問合せ 富士川緑地 小1～4年・育成会会員 問合せ 渡井方 ℡090-1285-9172　

11月7日(日） 一般 10月23日(土) 松岡862-4　WTC内富士市ﾃﾆｽ協会事務局

12月19日(日) 高校 問合せ 渡辺方 ℡ 88-9042　

12月3日（金）

12月4日（土）

 9月20日(月) 富士体育館 小学生・一般 9月10日(金) 石坂100-4　長尾方 ℡090-8549-8274　

12月11日(土) 富士川体育館 中学生 11月25日(木) fujitaku-jimu@ca.thn.ne.jp　　　http://ftta.velvet.jp/

富士市内在住・在勤 小出方 ℡090-4112-5382

在学FB協会員、小学生以上 aki-1506@sea.plala.or.jp

富士市内在住・在勤 シラトリスポーツカウンターまたは

在学、小学生以上 富士市スキー協会 清水方　090-2268-9767

富士市内在住・在勤

在学、小学生以上

ソフトテニス

バドミントン 富士体育館　

杉山方 ℡090-3581-8611 

ボウリング 9月19日(日) ラウンドワン富士店 小・中・高・一般

11月12日(金)

パワー
リフティング

10月31日(日) 富士川体育館 10月20日(水)小・中・高・一般

新体操

10月20日(水)

協会員 9月30日(木)

植松方 nantei.kai@gmail.com　

富士川体育館 協会員 藤畑方 ℡090-1418-0107　

空手道 12月19日(日) 富士川体育館

ファミリー
バドミントン

12月12日(日) 富士川体育館

野　球 7月11日(日)～
富士総合運動公園

野球場
一般募集なし 井上方 ℡090-7031-3231　

バスケット
ボール

8月22日(日)～
富士川体育館　他
市内小中学校等

問合せ 遠藤方 ℡090-2616-4062 

クレー射撃 8月29日(日） 富士国際岩本山射撃場 射撃有資格者 当日会場にて 内野方 ℡ 35-3291　　　

バレーボール 9月11日(土)～

幼・小・中・高・一般

弓　道 9月26日(日)
富士総合運動公園

弓道場

なぎなた 9月18日(土) 富士体育館剣道場 小・中・高・一般

問合せ 弓取方 ℡85-3710　

卓　球

ダ　ー　ツ 9月25日(土)
富士川ふれあいホー

ル
一般 9月14日(火） 古木方 ℡090-5602-4954  

富士柔剣道場

安藤方 ℡090-1097-4402　

合気道

8月20日(金)

体　操 10月3日(日)
ジムナスティック・
フジ・オクダ体育館

幼・小・中・高・一般 9月20日(月)

山　岳

ゲートボール 10月30日(土) 雁ゲートボール場 協会員 勝亦方 ℡090-1417-8732　 10月2日(土）

11月23日(火) 富士川体育館 小・中・一般 10月31日(日) 小笠原方 ℡090-2189-5122　

ソフトボール 10月3日(日)～
富士川緑地

ソフトボール場
10月3日(日) 大兼方 ℡080-3689-0160　

玉田方 ℡090-1625-3786　

陸上競技 10月16日(土)
富士総合運動公園

陸上競技場
小・中・高・一般 9月27日(月)

水　泳

子供会員  10月17日(日)10月24日(日)

 10月24日(日） 静岡県富士水泳場 小・中・高・一般

漆畑方 ℡090-2921-7241　

空　道 9月12日(日) 富士体育館柔道場 7月31日(土)

剣　道

市内在住・在勤
会員・一般

9月24日(金)

小・中・一般

中村方 ℡090-4157-6246　

インディアカ 9月19日(日) 富士体育館 協会登録チーム 9月4日(土)

10月3日(日)

当日会場にて

パークゴルフ 10月14日(木）

9月15日(水）

愛鷹山系　大岳 9月25日(土)

グラウンド
ゴルフ

 11月3日(水)

10月10日(日) 富士川体育館
中・高・一般
剣道連盟会員

10月31日(日)

協会員

少林寺拳法 10月31日(日) 富士体育館

12/5号

テ　ニ　ス
富士総合運動公園

庭球場　他

富士川緑地
ソフトボール場

柔　道

フライング
ディスク

2月12日(土) 吉永第二小学校 2月5日（土） 12/5号

スキー 1月30日(日)
ブランシュたかやま

スキー場
1月9日（日）

厚原スポーツ公園

富士総合運動公園
庭球場

9月25日(土) 9月4日(土）

板倉方 ℡ 61-4493　

 8月31日(火) 小林方 ℡090-8738-3603

10月17日(土)
鈴川海浜スポーツ公
園パークゴルフ場
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