
部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

千葉県野球協会審判講習会 3/13 ゼットエーボールパーク 4

関東審判講習会 3/18～20 冨里中央公園野球場 1

柏市民春季野球大会 3/27～8/7 富勢運動場他 2,000

第３６回市内中学校親善野球大会 4/9～23 富勢運動場他 500

東日本軟式野球県大会２部 4/9.10 船橋市野球場 25

全日本少年軟式野球第３ブロック予選 5/16 松戸市公園野球場 120

国体軟式野球県予選 ５月 県野球場他 25

第７１回天皇杯千葉県大会 ６月 25

県民大会第３ブロック予選会 6/19 我孫子市体育館球場 100

第１７回古希軟式野球大会 ７０歳以上 6/28～ 柏の葉公園野球場 500

関東選抜軟式野球大会２部ブロック予選 7/3 我孫子市体育館球場 25

秋季柏市民野球大会 8/21～12/4 富勢運動場他 2,000

関東選抜軟式野球大会１部県大会 9/17.18 25

東日本軟式野球ブロック予選 10/9 野田市総合公園野球場 25

審判講習会 審判技術の向上 ５月 柏南高校 50

五市親善野球大会 10/16 柏の葉公園野球場 150

第２１回三市親睦大会 11/6 白井市 25

第２１回市内高校野球大会 １１月 柏の葉公園野球場 150

千葉県軟式野球大会 11/15 25

第２１回市内高校野球大会 １１月 柏の葉公園野球場 150

秋季市民野球大会 12/6～ 柏の葉公園野球場 150

第４回カシワベースボールフェスティバル 12/18 東京実業健保野球場 2,000

春季柏市民大会 団体戦，個人戦 5/22～6/19 富勢運動場庭球場 200

秋季柏市民大会 団体戦，個人戦 9/4～25 逆井運動場 200

柏市長杯 個人戦 3/19 柏の葉庭球場 200

第8回中学校陸上競技記録会 中学生男女記録会 4/9 柏の葉公園総合競技場 2,000

第12回柏市陸上競技記録会 中学生男女記録会 5/21,22 柏の葉公園総合競技場 3,000

柏市ナイター陸上２０１6 小・中・高・一般男女 8/6 柏の葉公園総合競技場 1,300

第33回柏駅伝大会 小・中・高・一般男女 1/28 柏の葉公園総合競技場 300チーム

春季市民大会 個人，ダブルス 4/3 柏市中央体育館 300

ラージボールオープン大会 個人，ミックスダブルス 5/14 柏市中央体育館 300

柏市オープン大会 団体戦 6/26 柏市中央体育館 450

卓球講習会 技術指導 8/27 柏市中央体育館 150

秋季市民大会 団体戦・個人・ダブルス戦 9/11・13 柏市中央体育館 400

ラージボールオープン大会 団体戦・ダブルス戦 11/19 柏市中央体育館 300

柏市オープン卓球大会 個人戦 2/19 柏市中央体育館 700

柏市レディースオープン大会 団体戦 3/9 柏市中央体育館 600

卓球祭 ミックスダブルス団体戦 3/12 柏市中央体育館 120

定期稽古会 小学生以上自由参加 4/1～3/31 柏市中央・沼南体育館剣道場他 平均４0人

千葉県剣道演武会 五段受有者以上希望者 4/19 千葉県武道館 15

一級審査会 中学一年生以上男女 4/29,12/4 柏三小体育館 130

剣道連盟伝達講習会 普及発展 5/15 柏市中央体育館剣道場 50
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

春季市民剣道大会 小学生～一般男女（個人戦） 6/5 柏市中央体育館 710

近隣五市親善剣道大会 松戸、野田、我孫子、流山持ち回り開催 7/18 キッコーマンアリーナ 12
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

合同審査会（初段、二段、三段） 中学生以上男女 8/21・３月 柏市中央体育館他 300

剣道連盟審判講習会 審判、形、指導法講習会 9/22 柏市中央体育館剣道場 60

柏市武道祭り 柏市武道連合会演武等 10/10 柏市中央体育館 20

秋季市民剣道大会 小学生～一般男女（団体戦） 11/3 柏市中央体育館 750

地区連盟剣道大会 小中高一般団体戦 11/2１ 成田市民体育館 22

チャレンジ交流大会 家庭婦人大会 4/5 柏市中央体育館 239

審判講習会 審判員の技術向上 5/13,2/4 柏市中央体育館 243

春の市民大会 一般男女６人制、一般女子９人制 5/31 柏市中央体育館 140

春季市民バレーボール大会 家庭婦人、一般、シニア 6/10,17 柏市中央体育館 353

夏季市民バレーボール大会 近隣大会代表選考大会 7/19 柏市中央体育館 303

夏の市民大会 一般男女６人制、一般女子９人制 8/7 柏市中央体育館 140

柏市近隣大会 近隣親善大会 9/9 柏市中央体育館 303

秋の市民大会 一般男女６人制、一般女子９人制 9/18 柏市中央体育館 140

柏市シニア近隣大会 近隣シニアチームとの交流 9/20 柏市中央体育館　他 260

柏市民スポーツ大会 家庭婦人、シニア 11/15,19 柏市中央体育館 353

冬の市民大会 一般男女６人制、一般女子９人制 11/20 柏市中央体育館 140

市民９人制バレーボール大会 一般女子９人制 1/9 120

冬季ママさんバレーボール大会 家庭婦人 2/2８ 柏市中央体育館 303

五市親善バレーボール大会 一般男女６人制、家庭婦人 ３月 流山体育館 40

初滑り 終日フリー滑走 12/14・15 新潟かぐらスキー場 30

第一次合宿 班別講習 1/11～13 群馬ホワイトワールド尾瀬岩鞍 45

ポール合宿 ポール練習 2/15,16 長野よませスキー場 30

柏市民大会 市民大会開催 2/16 長野よませスキー場 30

第二次合宿 班別講習 2/8,9 福島，高畑スキー場 50

第三次合宿 班別講習 3/15,16 福島，高畑スキー場 50

春休みジュニアスキー教室 班別講習 3/28～30 福島，たかつえスキー場 45

春スキーツアー 終日フリー滑走 ４/5,6 新潟かぐらスキー場 30

コブキャンプ 班別講習 4/12,13 長野，八方尾根スキー場 20

第９1回柏市民柔道大会
中学、高校、一般男女
団体戦、個人戦

5/22 柏市中央体育館 350

東葛柔道審議会 中・高・一般 10/9 柏市中央体育館 200

小，中学生合同練習会 小学生，中学生 10/10 柏市中央体育館 120

第92回市民柔道大会 小児から一般男女個人戦 11/13 柏市中央体育館 300

第１種委員会

柏市民大会柏リーグ 1～2部制・マスターズの部 ４月～3月 富勢運動場他 9,603

柏市民大会秋季大会（東葛大会予選） トーナメント戦形式 11月～12月 962

第３3回東葛地区大会 トーナメント戦形式 2月～3月 645

第２種委員会

柏サッカー協会２種選手権大会 1次リーグ，決勝トーナメント方式 11月～1月 あけぼの山広場他 202

第３種委員会

柏市中学校春季サッカー大会 リーグ戦，決勝トーナメント 4/11～ 柏中学校他 402

第３回第３種委員会サッカー大会 リーグ戦，決勝トーナメント 12/5～ 富勢中学校他 541

柏市中学1年生サッカー大会 トーナメント戦 1/16～ 柏中学校他 401

市内中学校サッカー交流大会 ４０分フレンドリーマッチ 3/13.14 富勢中学校他 482
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

レイソルサッカースクール 小学校3・４年、5・6年対象 4/18,26 逆井運動場 404

春季ミニサッカー大会 小学校１～３年生　 5/10 逆井運動場 624

柏リーグ 小学校４年～６年 5月～3月 逆井運動場他 804

秋季ミニサッカー大会 小学校１～３年生　 9/20 逆井運動場 594

柏市民体育大会　 小学校１～６年生 １０月 逆井運動場 1,754

柏市長杯 小学校６年生以下 ３月 逆井運動場他 484

千葉県Gリーグ 小学生の部 ４月～３月 千葉県内グラウンド 200

レディースサッカーミセスの部 一般千葉県リーグ ４月～３月 あけぼの山芝生広場他 102

千葉県女子ユースU１５サッカーリーグ U１５女子 ４月～３月 あけぼの山芝生広場他 200

なでしこ8 １９歳以上一般女性 ５月 あけぼの山芝生広場 130

柏なでしこＣＵＰ５人制 １８歳以上一般女性の部 10/30 あけぼの山芝生広場 170

柏女子サッカークリニック キッズから一般女性 3/12 あけぼの山芝生広場 170

柏市オープンJr.ガールズフットサル大会 Jr.ガールズフットサルオープン大会 9/3 未定 206

柏市オープンJr.フットサル大会 Jr.フットサルオープン大会 9/4 未定 306

オープンレディースフットサル大会 ミス、ミセスフットサル大会 12/4 未定 156

柏マスターズフットサル大会 オーバー４０ ２月 未定 153

柏フットサルフェスティバル 柏市Jr.フットサルオープン大会 3/19 未定 306

柏市中学校大会第４４回県中学校選手権大会予選会 中学生トーナメント 4/24・29・30・5/1 市内中学校体育館、柏市中央体育館他 1,100

春季柏市民大会（小学生の部） リーグ戦及びトーナメント 5/3～5 柏市沼南体育館 380

春季柏市民大会（一般の部） リーグ戦及びトーナメント 5/21・22 柏市沼南体育館他 180

第６２回柏市民体育大会（中学・高校の部）　 中学・高校の部トーナメント ８月４日間 市内高校体育館、柏市中央体育館他 1,430

第６２回柏市民体育大会（一般の部）　 リーグ戦及びトーナメント 11/13・20・23 柏市沼南体育館 180

第１5回柏市ミニバスケットボール大会 小学生予選リーグ、決勝トーナメント 12/17・18・23・25 柏市沼南体育館 500

第９回柏市春季ミニバスケットボール大会 小学生予選リーグ、決勝トーナメント 3/4・5・20・25・26 柏市沼南体育館 500

国体県予選会 高校男女，一般男子 5/29、6/19 県立松戸高校 10

県体強化練習会 高校男女，一般男子 10/10 県立東葛高校 13

柏市フェンシング教室 小中学生の練習会 毎週火曜日 酒井根近隣センター 10

春季市民大会 一般，壮年3チームダブルス 4/10～24 柏の葉庭球場 200

春季市民講習会 一般･ジュニア 5/14～7/2 柏の葉庭球場 680

春季市民大会 一般，壮年混合ダブルス 7/17～31 柏の葉庭球場 200

秋季市民大会 一般男女壮年（団体対抗） 8/21～9/18 富勢庭球場 1,200

秋季市民大会 一般男女壮年の単複 10/9～11/27 柏の葉庭球場 1,000

秋季市民講習会 一般･ジュニア 10/8～11/28 柏の葉庭球場 680

柏ジュニア大会 男，女，単・複 12/25～27 柏の葉、富勢庭球場 480チーム

柏市シニア大会 混合複 1/19 富勢庭球場 260

春季市民大会 一般男女、壮年の部（団体戦） 2/19～3/19 富勢庭球場 1,200

柏市民春季大会団体戦 男女3ダブルスによる団体戦、ダブルス個人戦 4/9 柏市中央体育館

春季中学生大会 シングルス、ダブルス団体戦、個人戦 4/23.24 柏市中央体育館.沼南体育館

小中学生講習会 小中学生の競技力向上のため 5/14 柏市沼南体育館

柏市民春季大会ダブルス戦 個人戦、男女ダブルス 6/11 柏市沼南体育館

千葉県小学校バトミントン大会 県内小学生ダブルス 6/12 柏市沼南体育館
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

東葛五市対抗戦 我孫子、流山、野田、松戸、柏 6/19 流山体育館



部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

中学生夏季新人大会 ダブルス、シングルス個人・団体戦 8/29.30 柏市中央体育館

柏市民秋季大会団体戦 3組に依る混合ダブルス団体戦 9/18 柏市沼南体育館

高校生講習会 高校生の技術力向上のため 9/19.22 柏市中央体育館

県民大会 一般男女 10/29..30 関宿総合公園体育館

柏市民秋季大会ダブルス大戦 男女ダブルス個人戦 11/6 柏市沼南体育館

柏市民混合ダブルス大会 混合ダブルス個人戦 12/11 柏市沼南体育館

アザレア大会 選手派遣 12月23日 松戸市

柏市内中学１年生大会 １年生のシングルス 1/28 柏市沼南体育館

柏市内高校生大会 学校対抗の団体戦 2/5 柏市中央体育館

市川スペシャル大会 選手派遣 2/11

郡市大会 選手派遣 3/5 船橋市夏見体育館

青葉小学生大会 男女シングル個人戦 3/11 柏市沼南体育館

柏オープンダブルス大会 男女ダブルス個人戦 3/12 柏市沼南体育館

夏季カシワ・アテネ・カップ 市民、近都女子学生団体戦 8/16.17 柏の葉公園体育館 200

市民ハンドボール大会 一般男女 9/24.25 柏市沼南体育館 420

カシワ・アテネ・カップ 中学・高校交流大会 2/25.26 柏市中央体育館 200

着衣水泳体験教室 服を着て泳ぐ体験 7/24 柏西口第１公園市民プール 35

第６６回県民大会 １８歳以上 8/28 県国際水泳場 52

第７２回柏市民水泳大会 水泳競技会小学生以上 9/11 柏洋スイマーズ柏 145

第７３回柏市民水泳大会 水泳競技会小学生以上 2/19 柏洋スイマーズ柏 145

春季市民大会 幼児～シニア 6/5 柏市中央体育館 275

県民大会強化練習 競技力向上 7/17.18 大道館 18

県外合宿 強化練習 8/6.7 茨城県日立市 35

秋季市民大会 幼児～シニア 12/18 柏市中央体育館 310

弓道入門教室 弓道初心者の研修 ３月～４月（８日間） 柏市沼南体育館 10

参四段勉強会 弓道の基礎研修 4/17.10/16 柏市中央体育館弓道場 15

弐段以下勉強会 弓道の基礎研修 4/29.8/7.10/29 柏市中央体育館弓道場 40

弓道入門講座 初心者講習全８回 4/2～5/28 柏市中央体育館弓道場 20

記録会 会員の技能向上 5/14.7/24.8/13.9/17
10/15.11/12.2/12 柏市沼南体育館 75

射会 会員の親睦 6/19.9/17/.11./13
12/11.1/15.3/4

柏市中央体育館弓道場 150

射会 会員の親睦 6/19.12/11.1/15 柏市沼南体育館 45

春季市民大会 市民・会員親睦 5/22 柏市中央体育館弓道場 30

伝達講習会 弓道の基本習得 7/3 柏市沼南体育館 10

伝達講習会 弓道の基本習得 8/7 柏市中央体育館弓道場 25

五段以上研修会 弓道の基礎研修 11/23 柏市中央体育館弓道場 8

秋季市民大会 市民，会員親睦 11/27 柏市中央体育館弓道場 30

和服着用勉強会 弓道の基礎研修 1/29 柏市中央体育館弓道場 10

近的記録会 会員の技能向上全５回 柏市中央体育館弓道場 60

遠的記録会 会員の技能向上全４回 東京武道館他 50
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会 柏市民ゴルフ大会 一般男女、シニア男女個人戦 6/6 筑波カントリー 180

県民体育大会ボウリング競技 男子４人チーム戦６ゲーム 10/30 ＶＥＧＡアサヒボーリングセンター 5

柏市民体育大会ボウリング競技 個人戦，６ゲーム 11/13 北小金ボウル 20

第４３回合気道教室一般の部 武道としての合気道の紹介他 5/15～6/26（５回） 柏市中央体育館 16
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

第３４回少年合道気教室 小学生対象、合気道の基礎と基本 5/21～6/25（５回） 柏市中央体育館 26

全日本合気道演武大会 合気会主催全日本合気道演武大会 5/28 日本武道館 27



部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

前期合気道市民錬成大会 基本，変化，武器対等の研鑽錬成 7/3 柏市中央体育館 80

第４０回県合気道連盟前期研修大会 県加盟団体会員の合同研修会 7/10 県武道館 22

第３８回全日本少年少女合気道錬成大会 全国少年少女対象 7/17 日本武道館 35

第６６回少年審査会
第７３回一般部審査会

稽古・練磨の確認
昇級・昇段

8/6.7 県武道館 51

県地域社会合気道指導者研修会
合気会本部師範、県内高
段指導者による研修会

8/6.7 県武道館 15

少年部審査会 平素の稽古・練磨の確認，昇級 8/6,2/11 柏市中央体育館 59

一般部審査会 平素の稽古・練磨の確認，昇級 8/7,2/12 柏市中央体育館 47

第４４回合気道教室 初心者を対象、合気道の基礎基本 9/4～25 柏市中央体育館 20

第１２回国際合気道大会 合気道本部指導者の錬成大会 9/26～10/2 群馬県高崎市 10

武道祭 柏市武道連合会 10/10 柏市中央体育館 45

柏合気会少年部合宿 少年会員の合宿稽古 10/29.30 手賀の丘少年自然の家 40

第３５回少年合気道教室 小学生対象、合気道の基礎と基本 11/5～26（４回） 柏市中央体育館 20

後期合気道市民錬成大会 基本，変化，武器対等の研鑽錬成 1/22 柏市中央体育館 80

第６７回少年部審査会 平素の稽古・練磨の確認，昇級 2/11 柏市中央体育館 30

第７４回一般部審査会 平素の稽古・練磨の確認，昇級 2/12 柏市中央体育館 25

第４１回県合気道連盟研修大会 県加盟団体会員の合同研修会 3/5 県武道館 20

筑波サイクリング 指導員派遣 4/10 18

前日光牧場ヒルクライム 東武日光線輪行 4/29
新鹿沼ー前日光牧場ー新鹿
沼

20

銚子センチュリー 指導員派遣 5/29 銚子市 7

初心者自転車乗り方教室 交通安全啓発活動 6/5.8/7.9/11.12/4.3/26 道の駅しょうなん裏歩道 15

霧降高原ヒルクライム 東武日光線輪行 7/24 下今市霧降高原日光ヒルクライ
ム

15

手賀沼トライアスロン 指導員派遣 8/21 道の駅しょうなん周辺 6

ツールド千葉 サイクリング指導員派遣 10/10～12 千葉県観光物産協会主催 6

幹部技術講習会 支部長、役員 5/15 麗澤大学 10

技術講習会 初段以上の者 8/7 柏市中央体育館 30

少林寺拳法教室 小学生，中学生 8/7 柏市中央体育館 15

少林寺拳法教室（柏地区） 少林寺拳法の紹介と体験 10/8～29（４日間） 柏中学校 9

第３３回市民大会 少年・一般，資格別演武 11/20 柏市中央体育館 60

少林寺拳法教室（北柏地区） 少林寺拳法の紹介と体験 12/2～24（４日間） 田中小学校 7

春季市民体育大会 一般男女個人戦 5/7 成田射撃場 10

夏季市民体育大会 一般男女個人戦 7/16 成田射撃場 10

第３１回柏市春季大会 男子5ブロックリーグ戦 3/27～5/29（８日間） 逆井運動場他 661

第２７回柏市中学生大会 中学生３校３チームのリーグ戦 4/29 柏中学校 70

第２６回東葛地区中学生選抜大会 東葛地区を中心とした中学生16校 5/3,4 逆井運動場 400

第２８回技術講習会 千葉県協会指導者に依る 9/4 高田運動広場 200

第３２回秋季大会 男子５ブロックリーグ制 8/21～10/25（８日間） 山高野運動場他 661

第２６回柏市高校生大会 4校リーグ戦 10/1 山高野運動場 100

第２８回柏市民のつどい 口コミで応募チームを募り球場ごとに順位 10/30 富勢運動場 220

第２１回柏市総合大会 男子，女子高校生，中学生 11/20 富勢運動場 270
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

千葉県シニアチーム前期リーグ 県内１２チーム会場持ち回りで開催 4/2～（２２試合） 柏会場4/23.9/17 360

千葉県古希リーグ（前期、後期） 県内ハイシニアチームが持ち回りで開
催

4/5～9/6～(６日間） 未定 150

柏少年相撲大会 近隣相撲大会 5/3 柏市中央体育館相撲場 300

市民相撲大会 市内幼児・小学生の大会 5/29 柏市中央体育館アリーナ 540

武道祭り・相撲教室 力士による指導 10/10 柏市中央体育館相撲場 80

ラグビー親子体験会 ラグビーの普及・啓蒙 ５月 銚子高校グランド 244

ラグビー親子体験会 県教育庁、高田倶楽部、NECとの共催 １０月 高田小学校 130

柏の葉１万人プロジェクト 千葉県との共催行事、普及啓蒙活動 １１月 柏の葉陸上競技場 10,000

ThaiKid'ｓ　Ruger交流会 国際交流 3/25

交流（NEC)ラグビークリニック・合同練習 NECラグビー部模範プレー 3/26

交流戦 交流会 3/27

第256～262回ひまわり杯親善ＧＢ大会 柏、野田市愛好者による親善大会 4/6～3/8（6日間） 高田運動広場 127

第６回交通安全GB大会 高齢者の交通安全意識推進 4/13 高田運動広場 83

特定郵便局長会共催東葛親善GB大会 柏、野田、松戸、流山、我孫子 4/30 野田市福田コート 80

各種県大会 県予選会・親善大会 4/28～11/20（５日間） 青葉の森・市原市・野田市 70

第２ブロック第２回男性第１８回女性親善GB大会 柏市・野田市愛好者による親善大会 5/16 野田市福田コート 95

第６４回柏市民親善ゲートボール大会 市内愛好者に依る親善大会 5/18 高田運動広場 88

第２７回西総地区親善GB大会 県連盟加盟の西総地区会員の親睦 5/21 松戸市千駄堀多目的広場 25

酒井根西小学校ゲートボールクラブ活動支援 講師を派遣しジュニアの競技力向上 ５月～２月（８日間） 酒井根西小学校 22

各地区親善大会 市内各地区在住愛好者親睦 5/7～３月（４日間） 旭町GB場、逆井運動広場 142

第３１回全国選抜大会 男子・女子の部 6/4.5 東京・夢の島競技場 6

３級審判員資格受験事前勉強会 審判員資格試験の事前学習 ６月～７月(５日間） とよしきGB場 14

第６回男性第４８回女性親善ゲートボール大会 男女別親善大会 9/28 高田運動広場 83

１，２級審判員資格受験事前講習会
　　　　審判員資格試験

県連盟主催
10/4

11/12
市原市・能満場 2

ひまわり杯親善GB大会 柏、野田市愛好者による親善大会 10/5 高田運動広場 127

第２７回東葛第二ブロック親善ゲートボール大会 柏市，野田市愛好者親善大会 10/18 野田市・福田コート 85

第6２回柏市民大会・第６６回親善大会 柏市民体育大会GB競技の部 10/26 高田運動広場 88

第５回柏の葉親善大会 市内愛好者に依る親善大会 １１月 県民プラザスポーツ広場 55

柏の葉ゲートボール入門講座 受講者の指導育成 11/10～12/1（４日間） 県民プラザスポーツ広場 36

平成２８年納会親善ゲートボール大会 打ち納め会 12/7 高田運動広場 95

審判登録更新講習会 審判員技術の向上と新ルールの解説 ２月 未定 33

第2６回柏市ゲートボール選手権大会 協会会員の選手権大会 3/1 高田運動広場 79

第２４回審判員研修会 有資格者の技術の向上のため 3/15 高田運動広場 65

定期練習会 協会員の技術の向上 毎週金曜・日曜日 高田運動広場、逆井運動場 125

定例山行 会員（全９回） 4月～３月 秩父琴平丘陵他 毎回２5名程度

準定例山行 会員（全１０回） ４月～３月 御前山 毎回２0名程度

定例登山 会員 5/8 桐生鳴神山 15

市民山行 市民・会員合同登山 10/22 未定 50

普通救命講習会受講 救急救命措置の講習 4/9 東部消防署 15

岩登り訓練 初心者用ロープワーク、岩登り 5/15 厚木　広沢寺弁天岩 11

忘年山行 会員 未定 未定 20

レスリングクラブ 通年 柏第四中学校武道場 35

レスリングクラブ 通年 柏市中央体育館 20
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

第1回市民レスリング教室 幼年～一般男女 5/1～5/29 柏第四中学校武道場 38

第2回市民レスリング教室 幼年～一般男女 7/31～8/28 柏第四中学校武道場 36
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

第3回市民レスリング教室 幼年～一般男女 10/2～10/30 柏第四中学校武道場 38

第１４回柏市民レスリング大会 幼年～一般 10/2 柏第四中学校武道場 90

第4回市民レスリング教室 幼年～一般男女 2/5～3/5 柏第四中学校武道場 39

小学生体操教室 選手育成・体力向上 毎週土曜日 日体大柏高校 40名登録

中学生体操教室 体力向上・選手育成 日体大柏高校 10名登録

体操教室 選手育成・競技力向上 平日・週３回 日体大柏高校 12名登録

県ジュニア中学生交歓大会 選手、役員、審判派遣 6/26 千葉県スポーツセンター体育館

春季市民 大会 県民大会選考会 7/9 日体大柏高校

県ジュニア小学生交歓大会 選手、役員、審判派遣 8/21 千葉県スポーツセンター体育館

県民大会 選手、役員、審判派遣 9/19 千葉県スポーツセンター体育館

秋季市民大会 小・中・高学年競技力向上 12/10 日体大柏高校

千葉県中学生早春大会 選手、役員、審判派遣 3/18 千葉県スポーツセンター体育館

市内小学校ミニバスケットボール審判講習会 補助役員 ５月 柏市中央体育館 33

市内小学校ミニバスケットボール教室 補助役員 ６月 柏市中央体育館他 43

障害者も参加できるスイミングスクール 補助役員 ７月（３日間） 市立柏高校 32

市内小学校陸上競技大会 補助役員 １０月 柏の葉総合競技場 18

春季合同練習 合同練習希望者 ５月中旬 自衛隊体育学校 10

県民大会強化練習 県民大会参加者訓練 ６月 海上自衛隊下総基地 14
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部名 事業名 事業内容 期日 会場 参加予定人数

冬季合同練習 希望者 １月 国際武道会館 18

市民トライアスロン講習（自転車） 自転車ルール、マナーの徹底 毎週土日 手賀沼周辺 33

スイムレッスン 競技力向上 4/3 ゴールドジム柏 14

ランニングレッスン 競技力向上 5/1 手賀沼ふれあい緑道 14

オープンウォーター講習会 市民の競技力向上 5/8・6/12・7/3 保田海水浴場

バイクレッスン 競技力向上 6/26 手賀沼ふれあい緑道 14

トライアスロン実践トレーニング 市民の競技力向上 7/10 手賀沼ふれあい緑道 14

柏市民トライアスロン大会 男女一般 8/21 手賀沼ふれあい緑道 55

ランニング講習会 市民の競技力向上 10/1 手賀沼ふれあい緑道 24

箱根５区を走ろう 男女一般 12/1 芦ノ湖 19

フレッシュ柏ペタンク大会 一般男女、シニア男女 5/21 防災公園 125

第一回市民ペタンク大会 一般男女、シニア男女 12/4 防災公園 99

第二回市民ペタンク大会 一般男女、シニア男女 3/26 防災公園 99
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