
種　　目 期 日 内容／種別 会　場

1 沼津市 タグラグビー 中止 小学生、中学生、高校、一般 愛鷹広域公園スポーツ広場

2 合気道 11月28日 中学生以上の男女 沼津市民体育館

3 ダンススポーツ 11月14日 一般男女(個人・団体戦) 沼津市民体育館

4 弓道(高校男子) 延期 高校男子 沼津市立沼津高等学校

5 ボウリング 中止 一般・小中高生 ジョイランドボウル原

6 フェンシング 中止 小学校～一般 沼津勤労者体育センター

7 ボート 中止 ボート教室・体験レース 沼津市吉田町地先　狩野川御成橋～永代橋

8 ボート 中止 オーシャンダブル・カヤック、シングルスカル 沼津市岡一色地内門池公園特設会場

9 柔道 10月17日 小学生、中学生、高校、一般 沼津市勤労者体育センター

10 サッカー(シニア) 12月19日 シニアサッカー(40歳～60歳) 愛鷹広域公園スポーツ広場

11 テニス 10月10日 団体戦(男女混合) 愛鷹運動公園テニスコート

12 ソフトテニス 11月28日 ９ペアによる団体戦 愛鷹広域公園テニスコート

13 空手道 中止 幼年～シニア(学年・男女) 沼津市民体育館

14 ソフトボール(女子) 11月7日 東部地区女性 大岡市民運動場

15 熱海市 卓球 10月30日 中学生、高校生、一般 南熱海マリンホール

16 三島市 女子フットサル 10月17日 一般(中学生以上) 三島市南二日町人工芝グラウンドフットサルコート

17 バドミントン 中止 団体戦 三島市民体育館

18 武術太極拳 中止 三島市明体育館

19 ソフトボール(一般男子) 10/24,31 三島市

20 富士宮市 バレーボール 11月7日 一般男女、親睦 富士宮市民体育館

21 （望月） グラウンド・ゴルフ 1月12日 一般男女 富士宮市外神スポーツ広場公園

22 ライフル射撃(大口径) 11月14日 成年男女 西富士ライフル射撃場

23 伊東市 陸上競技 中止 小学生～一般 伊東高校グラウンド

24 テニス 中止 テニス教室、交流試合 小室山テニスコート

25 富士市 なぎなた 中止 演技、試合、リズムなぎなた 富士市立富士体育館

26 ボウリング 11月21日 ２人チーム戦 ラウンドワン富士店

27 武道 中止 演武会、体験交流 富士市立富士体育館

28 少林寺拳法 中止 一般 富士市立富士体育館

29 御殿場市 馬術 10月以降 障害飛越・馬場馬術・パラドレサージュ 御殿場市馬術・スポーツセンター

30 銃剣道 11月20日 小・中学生、高校生、一般男女 御殿場市体育館

31 ソフトミニバレーボール 中止 混合、女子 御殿場市体育館

32 バレーボール 中止 壮年 御殿場市体育館

33 ボクシング 10月24日 成年・少年 および 幼年 御殿場市体育館

34 ソフトボール(少年男子) 中止 少年 御殿場市営南運動場B・C球場

35 バスケットボール 中止 成年男女、壮年の部 御殿場市

36 下田市 ビーチバレー 中止 一般男女 下田市吉佐美大浜海岸

37 グラウンド・ゴルフ 10月24日 一般男女 下田市敷根公園グラウンド

38 陸上競技 中止 トラック・フィールド 下田市敷根公園グラウンド

39 バレーボール 11月28日 一般 下田市立下田小学校、下田市民スポーツセンター

40 水泳 中止 幼児～高齢者 下田市敷根公園屋内温水プール

41 ビーチサッカー 5月15日 一般 下田市吉佐美大浜海岸

42 テニス 11月13日 中学生以上のテニス愛好者 下田市敷根公園テニスコート

43 ゴルフ 10月24日 ゴルフ愛好家 稲取ゴルフクラブ

44 弓道 11月28日 高校生・一般 下田市敷根公園弓道場

45 バスケットボール 10月24日 中学生以上 下田市立稲生沢中学校、下田東中学校

46 裾野市 ボウリング 中止 未就学児～一般 富士パークレーンズ

47 バドミントン 中止 一般 裾野市民体育館

48 ７人制ラグビー 中止 小学生(ﾐﾆﾗｸﾞﾋﾞｰ、ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ) 裾野市運動公園陸上競技場

49 クレー射撃 10月31日 トラップ射撃・スキート射撃 裾野市須山クレー射撃場

50 軟式野球 11/23,28 中学一年生 裾野市営球場ほか４会場

51 剣道 中止 小山町

令和３年度　第15回しずおかスポーツフェスティバル〈東部地域開催一覧〉
開催（主管）市町



種　　目 期 日 内容／種別 会　場

令和３年度　第15回しずおかスポーツフェスティバル〈東部地域開催一覧〉
開催（主管）市町

52 伊豆市 ソフトバレーボール 中止 男女混合 伊豆市狩野ドーム

53 ペタンク 10月30日 一般 伊豆市修善寺グラウンド

54 伊豆の国市 バレーボール 中止 小学生～一般 伊豆の国市長岡体育館

55 ゲートボール 10月23日 一般 韮山運動公園多目的広場

56 弓道(中学生・一般男女) 中止 一般、中学生 狩野川リバーサイドパーク弓道場

57 東伊豆町 フットサル 11月28日 小学校５年生以上 東伊豆町立体育センター

58 新体操 12月 小学生～社会人 静岡県立稲取高等学校

59 河津町 剣道 中止 小学生、中学生 河津町立河津中学校体育館

60 グラウンド・ゴルフ 11月9日 スポーツ愛好者 鉢の山グラウンド

61 南伊豆町 ニュースポーツ体験教室 中止 幼児～お年寄りまで 南伊豆役場駐車場

62 バレーボール 中止 一般 南伊豆町立南伊豆中学校

63 グラウンド・ゴルフ 10月21日 一般 南伊豆町青野川ふるさと公園グラウンド

64 空手道 中止 幼児、小学生、中学生 南伊豆武道館

65 松崎町 ボウリング 11月14日 小・中学生、一般男女 松崎ボウル

66 西伊豆町 ビーチバレーボール 中止 一般男女

67 ビーチ綱引き 中止 小・中学生、一般男女

68 函南町 バレーボール 中止 一般 函南町体育館

69 武道祭 中止 演武会、体験 函南町文化センター大ホール

70 清水町 パークゴルフ 中止 一般男女 清水町狩野川ふれあい広場パークゴルフ場

71 弓道(高校女子) 延期 高校女子 静岡県立沼津商業高等学校

72 長泉町 ホッケー(6人制) 10月17日 小学生、中学生、高校、一般 長泉町竹原グラウンド

73 ソフトボール(壮年) 中止 壮年男子 長泉町桃沢グラウンド他

74 ソフトボール(中学新人大会) 10/17,23,24,30 中学生 長泉北中学校グラウンド他

75 小山町 パークゴルフ 6月24日 18才以上の静岡県民 小山町パークゴルフ場

76 ソフトバレーボール 10月3日 一般男女 小山町総合体育館



種　　目 期 日 内容／種別 会　場

1 静岡市 タグラグビー 11月21日 小学生～一般 西ヶ谷総合運動場 陸上競技場

2 ボウリング 11月3日 小学生～一般 狐ヶ崎ヤングランドボウル

3 ウエイトリフティング 中止 ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸができる方 清水ナショナルトレーニングセンター

4 ソフトテニス 11/7,28 中学１年生(男女)及びｼﾞｭﾆｱ男女 草薙総合運動場庭球場/有度山総合運動公園

5 ハンドボール 中止 一般男女・中学男女・小学生 静岡市中央体育館

6 卓球 中止 中学男女／一般・高校・小学生 静岡市中央体育館

7 テニス 中止 ４人(男女各２)１組ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ 草薙総合運動場庭球場

8 水泳 中止 小学生～一般 静岡県立水泳場

9 柔道 中止 中学生、高校生、一般 静岡市北部体育館

10 少林寺拳法 中止 小学生～一般 静岡市北部体育館

11 ターゲット・バードゴルフ 10月3日 一般・高齢者 西ヶ谷ＴＧＢ場

12 スポーツチャンバラ 中止 県内在住、在勤、在学 静岡市北部体育館

13 ダンススポーツ 11月28日 ダンス愛好者・ダンスに興味のある方 静岡市清水総合運動場体育館

14 バドミントン 中止 一般、シニア 静岡市北部体育館

15 武術太極拳 中止 幼児～(年齢制限なし) 静岡市長田体育館

16 ソフトボール(中学) 10/17,23 中学生 田町緑地スポーツ広場

17 島田市 グラウンド・ゴルフ 11月3日 県内在住、在勤、在学 島田市グラウンド・ゴルフ場

18 剣道 中止 男女団体、男女個人 島田市総合スポーツセンター

19 ゲートボール 10月17日 ジュニア、シニア、ゴールド 島田市大井川河川敷川越広場

20 焼津市 綱引 11月7日 一般男子・男女混合・小学生 焼津体育館

21 空手道 中止 幼年～シニア 焼津市総合体育館

22 ソフトボール 中止 一般成年(男女) 大井川河川敷グラウンド

23 藤枝市 ライフル射撃(小口径) 10月17日 日本ライフル射撃協会か、県内に居住・勤務・在学者 藤枝ライフル射撃場(スポーツ・パル高根の郷)

24 弓道(一般) 延期 一般 静岡県武道館 弓道場

25 弓道(高校男女) 10/2，17 高校生 静岡県武道館 弓道場

26 弓道(中学生) 延期 中学生 静岡県武道館 弓道場

27 スポレック 7月25日 スポレック愛好者 藤枝市民体育館＆勤労者体育館

28 オリエンテーリング 11月6日 健康な方 藤枝市岡部町宮島 いきいき交流センター

29 牧之原市 剣道 中止 小学生・中学生(男女)・高校生(男女) 静岡県立相良高等学校 体育館

30 アーチェリー 10月 全日本アーチェリー協会登録者 榛原総合運動公園ぐりんぱる

31 バドミントン 12月11日 愛好者（県中部地区在住者） 相良B＆G海洋センター

32 吉田町 バレーボール 延期 寿の部(60歳以上)、一般男女 住吉小学校体育館、自彊小学校体育館

33 バドミントン 中止 男女別団体戦 吉田町総合体育館

34 軟式野球(ﾃｨｰﾎﾞｰﾙ) 中止 小学4年(女子5年)以下とその母親 大井川河川敷高島グラウンド

35 なぎなた 中止 小学生・中学生・高校・大学・一般 自彊小学校体育館

36 川根本町 カヌー 中止 県内在住、在勤、在学 奥大井接岨湖カヌー競技場

37 山岳 11/6～7 県内居住、勤務、在学 前黒法師岳・沢口山
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種　　目 期 日 内容／種別 会　場

1 浜松市 柔道 10/2,3 小・中学生、高校生、一般 浜松市武道館

2 武術太極拳 11月3日 太極拳・太極剣・太極扇など 浜松アリーナ

3 ダンススポーツ 中止 西部地区在住ダンス愛好家 浜北総合体育館サブアリーナ

4 テニス 11月28日 団体戦 浜松市花川運動公園庭球場

5 少林寺拳法 10月31日 小・中学生、高校生、一般 浜松市武道館

6 弓道（中学生・一般） 12月12日 中学生、一般 浜松市弓道場

7 弓道（高校生） 10/9,10 高校生(男女) 浜松市弓道場

8 アイススケート 12月17日 幼児・小学生・中学生・一般 浜松スポーツセンター

9 アイスホッケー 10月23日 小学生以上(連盟等登録者) 浜松スポーツセンター

10 バドミントン(小・中学生) 11月14日 小学生、中学生 浜松アリーナサブコート

11 ソフトテニス 中止 小学生・中学生・一般 浜松市花川テニスコート

12 ボート 5月9日 男子、女子、混合、スカルの部 佐鳴湖漕艇場

13 なぎなた 10月24日 演技、試合 浜松市勤労青少年ホーム アイミティ浜松

14 ゲートボール 延期 一般 浜松市花川運動公園ゲートボール場

15 タグラグビー 11月23日 小学生 遠州灘海浜公園球技場

16 ソフトボール(中学) 10/17,23,24 中学生

17 ソフトボール(一般) 中止 西部地域のチーム 天竜川(北)運動公園グラウンド

18 磐田市 バドミントン(一般) 中止 一般 磐田市アミューズ豊田

19 掛川市 トランポリン 10/9,10 幼児～一般 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな

20 ソフトテニス 中止 中学生、一般 大東北運動場・掛川市立城東中学校

21 軟式野球(Tボール) 10月30日 小学４年生以下とその母親 大須賀運動場

22 袋井市 インディアカ 中止 一般男女 袋井市総合体育館さわやかアリーナ

23 スローエアロビック 10月24日 演技披露、体験レッスン 袋井市山名コミュニティセンター

24 空手道 10月31日 幼児～一般 袋井市総合体育館さわやかアリーナ

25 湖西市 スポーツチャンバラ 12月12日 小学生、中学生、大学、一般 湖西市新居体育館

26 御前崎市 バレーボール 12月12日 小学生 御前崎市第一小学校体育館 他

27 陸上競技(マラソン) 中止 小学生～一般 マリンパーク御前崎

28 グラウンド・ゴルフ 11月4日 静岡県民 御前崎市総合運動場＆野球場

29 菊川市 バレーボール 中止 中学生以上男女 菊川市民総合体育館

30 森町 サッカー 11月13日 小学校3年生以下 森町営グラウンド

31 ソフトバレーボール 中止 子供、大人 森町総合体育館 森アリーナ

32 ファミリーバドミントン 6月6日 ファミリーバドミントン愛好者 森町総合体育館 森アリーナ

令和3年9月15日 現在

地域 予定開催(確定)数 開催数

東部 76 開催 39 開催

中部 37 開催 19 開催

西部 32 開催 23 開催

計 145 開催 81 開催

9 開催

64 開催

中止大会数：
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コロナによる中止

37 開催

18 開催


