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陸上競技
4月 春季中学生陸上競技記録会 成田市陸上競技場
7月 千葉県クラブ対抗陸上競技大会 県総合スポーツセンター陸上競技場

４月～9月 五市・県民大会強化練習会 成田市陸上競技場
10月 絆～「EKIDEN]　４２．１９５km 成田市陸上競技場・園路
10月 文化祭秋季市民陸上競技大会 成田市陸上競技場
12月 印旛郡市駅伝競走大会 小出義雄記念陸上競技場
3月 審判員講習会 未定

野球
通年 選抜チーム強化練習 中台球場・ナスパスタジアム

3月～７月 春季市民野球大会 中台球場・大谷津球場
7月 県民体育大会ブロック予選

8月～1２月 秋季市民野球大会（13日間） 中台球場・大谷津球場
８月 関東甲信越JA大会 大谷津球場・ナスパ
８月 全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 大谷津球場・ナスパスタジアム他

11月 文化祭中学校大会 ナスパスタジアム
11月 野球教室 ナスパスタジアム
3月 審判講習会 ナスパスタジアム
９月 関東古希野球大会 中台球場・ナスパスタジアム
１０月 関東還暦野球大会 中台球場・大谷津球場

卓球
通年 卓球教室（毎　水・木・土・日） 市体育館アリーナ
４月 郡市中学校春季卓球大会 市体育館アリーナ
５月 東部五市練習会（2回） 市体育館アリーナ
5月 千葉県中学校卓球大会(2日) 市体育館アリーナ
６月 ダブルスチームカップ 市体育館アリーナ
８月 成田ｵｰﾌﾟﾝ卓球大会（団体） 市体育館アリーナ
９月 文化祭卓球大会 市体育館アリーナ
10月 卓球県民大会練習会(2回） 市体育館アリーナ
10月 県レディース親善大会 市体育館アリーナ
１月 成田ｵｰﾌﾟﾝ卓球大会（中学生団体）（2日） 市体育館アリーナ
2月 県中学生強化大会（団体） 市体育館アリーナ
２月 成田ｵｰﾌﾟﾝ卓球大会（個人） 市体育館アリーナ
３月 成田市中学校育成強化試合 市体育館アリーナ

ソフトテニス
通年　月2回土曜 初心者ソフトテニス教室 中台テニスコート
通年　毎　土曜 大栄地区ソフトテニス教室 Ｂ＆Ｇ大栄テニスコート
通年　毎　土曜 ナイター強化練習会 中台テニスコート
通年　毎　木曜 中級者ナイター教室 成田高等学校

４月 東部五市強化練習会（3回） 中台テニスコート
5月・10月 指導者講習会 中台テニスコート

５月 シニア県東部大会 中台テニスコート
８月 印旛郡市選手権大会 中台テニスコート
８月 成田オープン大会 中台テニスコート
９月 クラブ対抗団体戦 中台テニスコート

９・１０月 ソフトテニス県民大会練習会（２回） 中台テニスコート
１０月 成田レディース大会 中台テニスコート
１１月 文化祭大会 中台テニスコート
１１月 成田シニアミックス大会 中台テニスコート
11月 成田カップ印旛予選会 中台テニスコート
１月 実技講習会 中台テニスコート
1月 成田カップ中学校大会 中台テニスコート他
３月 春季選手権大会 中台テニスコート
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バレーボール
７月 夏季大会（兼　県民大会予選） 市体育館アリーナ
８月 県私学高校バレーボール大会 市体育館アリーナ
８月 高校夏季親善大会（成田チャンピオンシップ） 市体育館アリーナ
１0月 文化祭大会 市体育館アリーナ

文化祭　中学生 市内中学校
１２月 高校秋季親善大会（小出杯） 市体育館アリーナ
３月 春季大会（兼　東部五市体育大会予選） 市体育館アリーナ
３月 高校春季親善大会(岩村杯（2日）)　 市体育館アリーナ

バスケットボール

５～１０月　 バスケット選抜チーム強化男子(１０日間） 久住体育館
５～１０月 バスケット選抜チーム強化女子（１０日間） 久住体育館

４月 千葉県バスケットボール協会審判講習会受講
５月 印旛郡中学校選手権（相川杯） 市体育館アリーナ
６月 シニア大会［B＆G］ 大栄B＆Gアリーナ

４月・11月 審判講習会 市体育館アリーナ
１０月 文化祭中学生大会（１年） 市体育館アリーナ
１０月 WJBL Wリーグ成田大会 市体育館アリーナ
１２月 文化祭大会（2日） 市体育館アリーナ
１２月 文化祭中学生大会（2年） 市体育館アリーナ

６・１２・２月 審判員強化講習会 市体育館アリーナ
3月 春季大会 市体育館アリーナ

柔道
通年　毎木曜 中学生柔道教室［成田西中］ 西中学校
通年　火・土 柔道教室 市柔道場
４・７・９月 東部地区昇段審査会 市柔道場

４月 春季中学生技能講習会 市柔道場
5月 柔道の形講習会 市柔道場
５月 県審判講習会 県武道館
５月 東部五市大会強化練習会 成田高等学校
７月 印旛郡中学校柔道大会 市柔道場
８月 高校柔道強化練習会 市柔道場
8月 秋季中学練成会大会 市柔道場
9月 東部地区柔道大会 市柔道場
９月 県民体育大会強化練習会 市柔道場
11月 第5ブロック高校柔道新人戦 市柔道場
11月 成田市文化祭柔道大会 市柔道場

剣道
通年 剣道教室 市剣道場
５月 東部五市練習会 市剣道場
５月 東部五市体育大会

６・８・１・２月 指導者講習会 市外
８月 錬成会（強化） 市内

９月・３月 剣道教室大会 市剣道場
９・１２・２月 近隣剣道大会 市外

１０月 県民大会練習会 市剣道場
１０月 県民体育大会 市外
１０月 文化祭剣道大会 市剣道場

弓道
通年第１土曜日 弓道代表選手選考強化競技会（定例会.ほか適宜） 市弓道場
通年　火・水・木・土 市民弓道教室 市弓道場

適宜 千葉県弓道連盟講習会 千葉県弓道場ほか
４月 東部五市大会強化練習会 市弓道場
４月 成田市民弓道大会 市弓道場・市球技場
５月 成田支部選手権大会 市弓道場
６月 錬成会 市弓道場

６・８・９・１０月 県民体育大会強化練習会 市弓道場・市体育館
7月 成田市弓道伝達講習会 市弓道場
９月 御待夜祭弓道大会 市弓道場
１１月 文化祭弓道大会 市弓道場
１２月 納射会 市弓道場
１月 初射会 市弓道場
２月 成田山新勝寺出世開運稲荷奉納弓道大会 成田高校弓道場
３月 成田市弓道協会講習会 市弓道場
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相撲
通年　毎　日曜 定期教室 市相撲場

５月　８月 審判講習会 市相撲場
5月　３月 柏大会 柏市相撲場

８月 相撲クラブ夏季合宿（1泊2日） 未定
９月 成田市小学生相撲大会 市相撲場
10月 全国少年相撲選手権大会 両国国技館
11月 千葉県小学生相撲大会 市相撲場
２月 白鵬杯 国技館

なぎなた
通年　毎　日曜 なぎなた教室 市剣道場

４月 第47回なぎなた教室 市剣道場
１１月 千葉県なぎなた大会〔袖ヶ浦市] 袖ヶ浦市臨海スポーツセンター

婦人ﾊﾞﾚｰ
5月・8月・9月 審判講習会：実技（ブロック含む） 市体育館アリーナ

5月・6月 バレーボール教室（4日） 市体育館アリーナ
４月 春季大会 市体育館アリーナ
5月 郵便局杯 市体育館アリーナ
５月 東部五市強化練習会 市内小学校体育館
5月 全国大会予選会 市体育館アリーナ
６月 夏季大会 市体育館アリーナ
6月 コカ・コーラさわやか杯（4日） 市体育館アリーナ
７月 ことぶき大会 市体育館アリーナ
９月 ドリーム杯 市体育館アリーナ
９月 全国冬季大会予選会（２日） 市体育館アリーナ
１０月 成田ロータリークラブ大会 市体育館アリーナ
１０月 京葉銀行杯 市体育館アリーナ
１０月 京葉銀行杯　決勝 市体育館アリーナ
１０月 県民体育大会強化練習 市内小学校体育館
１０月 県秋季ブロック予選 市体育館アリーナ
１１月 秋季大会ベスト16大会 市体育館アリーナ
１１月 シニア秋季大会 市体育館アリーナ
１１月 文化祭大会 市体育館アリーナ
１１月 京葉銀行杯　決勝 市体育館アリーナ
１１月 ３市１町大会 市体育館アリーナ
１２月 ボンベルタ杯 市体育館アリーナ
１２月 フレンドリー大会 市体育館アリーナ
2月 ブロック親睦試合 市体育館アリーナ
３月 成田市招待試合 市体育館アリーナ
３月 シニア春季大会 市体育館アリーナ
3月 印旛郡市大会 市体育館アリーナ

バドミントン
通年 初心者（ジュニア教室）　（毎週１回） 三里塚小学校
４月 春季大会（個人戦ダブルス） 市体育館アリーナ
５月 東部五市大会練習会 市体育館アリーナ
８月 県民大会強化練習会 市体育館アリーナ
８月 夏季大会（団体戦） 市体育館アリーナ
10月 文化祭大会（ミックス） 市体育館アリーナ
１月 冬季大会（ダブルス） 市体育館アリーナ

ソフトボール
５月 第64回東部５市大会　強化 香取市
１０月 千葉県民体育大会　強化 成田市近郊

空手道
通年　日・水 空手道教室 市剣道場
5月・９月 空手道五市（１回）・県民大会練習会（１回） 市剣道場

４・１０・２・３月 空手合同練習会（5回） 市剣道場
7月・2月 技術講習会 市剣道場
４月 千葉県空手道選手権大会［千葉市］ 千葉県武道館
6月 北総空手道選手権大会 八街市民体育館
６月 昇級審査会 市剣道場
7月 マスターズ関東大会 市体育館アリーナ
10月 千葉県民体育大会　空手道 市体育館アリーナ
10月 千葉県中学選抜大会 県武道館
11月 文化祭（成田市民体育大会・空手道競技会） 市体育館アリーナ
11月 北総空手道講習会 市剣道場・市柔道場
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テニス
4・9月 プロテニススクール 中台運動公園テニスコート
５月 成田市ダブルス選手権大会 中台運動公園テニスコート

5～８月 市民テニス教室（前期） 中台運動公園テニスコート
６月 成田市クラブ対抗テニス大会 中台運動公園テニスコート
８月 成田地区ジュニアシングルステニス大会　 中台運動公園テニスコート
９月 成田市シニアテニススクール 中台運動公園テニスコート
10月 成田市Open紅葉杯テニス大会 中台運動公園テニスコート

9・10月 シングルステニス選手権大会 中台運動公園テニスコート
10月 県民体育大会強化練習会 中台運動公園テニスコート
１１月 成田市市民テニス大会（文化祭） 中台運動公園テニスコート
１２月 成田市クリスマスopenダブルス大会 中台運動公園テニスコート
1月 成田市ミックステニス大会 中台運動公園テニスコート

2・３月 成田市市民テニス教室（後期） 中台運動公園テニスコート
2月 成田地区ジュニアダブルステニス大会 中台運動公園テニスコート

ゴルフ
５月 東部五市体育大会ゴルフの部 香取CC
６月 成田市企業対抗大会 大栄CC
８月 千葉県民体育大会ゴルフの部 姉ヶ崎CC
９月 成田市民ゴルフ競技大会 白鳳CC
１０月 成田市シニアゴルフ大会 長太郎CC
１０月 成田市民女子大会 未定
８月 ジュニアゴルフ教室 ナガミネゴルフセンター
３月 ジュニアゴルフ教室 ナガミネゴルフセンター

サッカー
4月～9月 サッカー選抜チーム強化事業（男子） 中台球技場、北羽鳥グラウンド他

4月～９月 サッカ－選抜チーム強化事業（女子） 中台球技場
通年 社会人サッカーリーグ 中台球技場、北羽鳥グランド他

通年 四十雀サッカーリーグ 北羽鳥グランド・下総運動公園

通年 五十雀リーグ戦 中台球技場、北羽鳥グラウンド他

4月 Ｄ級指導員講習会 下総運動公園グラウンド・ホール

4月 女子サッカーフェスティバル 中台球技場
４月～7月 春季少年サッカー大会　　　    三里塚FCグラウンド他
５月・６月 トワイライトカップ 中台球技場

６月 サッカー・フットサル同時新規取得座学講習 中台体育館会議室
６月 審判員講習会（新規４級） 中台体育館会議室
６月 成田市チャンピオンシップ（社会人） 中台球技場
7月 中学生第２ブロックサッカー大会 中台球技場
9月 四十雀サッカー大会 中台球技場

５月～10月 千葉県レディースサッカーミセスリーグ 中台球技場
8月～10月 少年サッカー技術講習会(JFE)　 栄グラウンド
７月～11月 土曜ナイターシニアリーグ 中台球技場
７月～１２月 社会人ソサイチサッカーリーグ 中台球技場

１０月～１２月 秋季少年サッカー大会　　    三里塚FCグラウンド他技場
１０月 日韓交流大会 中台球技場
１０月 桃園親善試合 中台球技場
11月 なごみの米屋杯女子サッカー大会 中台球技場
１１月 若獅子杯 中台球技場
１１月 ANAクラウンホテルフットサル大会 ANAクラウンホテルフットサル場

12月 審判実技講習会（更新３・４級） 中台体育館会議室・中台球場

１２月 審判講習会（更新・実技） 市体育館会議室
1月～３月 少年サッカー技術講習会（柏レイソル） 栄グラウンド

２月 五十雀サッカー大会 中台球技場
２月 社会人フットサル大会 中台体育館アリーナ
２月 成田市スポーツ・みどり振興財団理事長杯グランドチャンピオンシップ 中台球技場
２月 ４０雀チャンピオンカップ 中台球技場
２月 成田市高校サッカー大会　　　　　　　　　 中台球技場
２月 エアポート杯少年フットサル大会 中台体育館アリーナ

２月～3月 社会人トーナメント大会 中台球技場・北羽鳥グラウンド

３月 うなりくん杯女子大会 中台球技場
3月 成田市低学年大会 栄グラウンド
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クレー射撃
４月 第1回市民射撃大会 成田射撃場
5月 第２回市民射撃大会 成田射撃場
６月 第３回市民射撃大会 成田射撃場
７月 第４回市民射撃大会 成田射撃場
8月 第５回市民射撃大会 成田射撃場
9月 第６回市民射撃大会 成田射撃場
10月 県民大会強化練習 成田射撃場
10月 第71回千葉県民体育大会 成田射撃場

ボウリング
通年 初心者ボウリング教室 ラクゾウ成田店
通年 強化練習試合兼記録大会 ラクゾウ成田店
４-5月 東部五市強化練習 ラクゾウ成田店
７-８月 県民大会選手派遣選考会 ラクゾウ成田店
８-９月　 県民大会強化練習会 ラクゾウ成田店

11月 市民文化祭ボウリング大会 ラクゾウ成田店

ライフル射撃
通年 射撃普及会（東部五市指導） 加良部公民館他
3～5月 国体予選会 千葉県総合スポーツセンター射撃場

4月～9月 県民体育大会技能向上練習会 千葉県総合スポーツセンター射撃場

５月 千葉県東部五市体育大会 香取市旧佐原第二中学校
9月 千葉県民体育大会 千葉県総合スポーツセンター射撃場

11月 千葉SB選手権大会 千葉県総合スポーツセンター射撃場

自転車
毎　土　・日 技術講習会 成田市近郊

4月 袖ヶ浦チャレンジ2021 袖ヶ浦市
５月 筑波８時間耐久ロードレース 茨城県筑波山
６月 自転車県民大会練習会 成田市近郊

７月・１月 外部講師講習会 八丈町
9月 強化合宿［八丈島］ 茨城県筑波サーキット
10月 かすみがうら５時間エンデューロ 茨城県かすみがうら市
１月 初詣サイクリング 香取市

グラウンドゴルフ

５月 東部五市大会G.G大会（香取）
５月 千葉県G.G春季（朝比奈杯）大会 県総合スポーツセンター
５月 成田市G.G協会普及及指導員研修交歓大会 中台
５月 関東地区２・３級普及指導員研修交歓大会 東京都
５月 3市2町富里市大会 富里市
６月 2級（ゴールド）普及指導員養成講習会（2日間） 茨城県
６月 生涯大学院GG講座 中台陸上競技場
６月 成田市G.G春季大会 中台陸上競技場
6月 市レディス大会 中台陸上競技場
９月 関東地区ＧＧ栃木県大会 栃木県
10月 全国ＧＧ交歓群馬県大会（2日間） 群馬県
10月 ３級（シルバー）普及指導員養成講習会 県総合スポーツセンター
９月 ３市２町酒々井大会 酒々井町

9月～１０月 GG普及教室（座学・実技） 中台球技場、市体育館会議室

未定 成田空港周辺地域GG大会 中台陸上競技場
10月 県指導員合宿研修会（座学・実技） 千葉県
10月 成田市G.G協会秋季大会 中台球技場、中台球技場
１１月 成田市指導員1日研修会（座学、実技） 中台球技場、市体育館会議室

11月 千葉県G.G秋季大会 県総合スポーツセンター
9月 県レディス大会 県総合スポーツセンター
10月 県西部地区G.G成田大会 中台陸上競技場
2月 千葉県普及指導員研修・交流大会 千葉県白子町
３月 五市強化・チャンピオン大会 中台陸上競技場
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ラグビー
通年 成田市ラグビー合同ナイター練習会 中台球技場
通年 ラグビー教室 加良部小学校
通年 ラグビー講習会（6回） 市内
通年 社会人ラグビー交流戦 中台球技場または北羽鳥多目的広場

通年 ミニ・ジュニアラグビー交流戦 中台球技場または北羽鳥多目的広場

１１月 ラグビーフェスティバル 中台陸上競技場

ハンドボール
4月 浮谷杯千葉県中学校　春季ハンドボール大会 市体育館アリーナ

通年　毎　日曜 小学生ハンドボール体験普及教室 橋賀台小学校
５月 happy hand ball event 市体育館アリーナ

９月・１０月 県体大会強化練習会 市体育館アリーナ
１０月または11月 文化祭大会ハンドボール競技会 市体育館アリーナ

1２月 happy hand ball event 市体育館アリーナ
１２月 スポーツ少年団ハンドボール交流大会 市体育館アリーナ
３月 happy hand ball next stage 市体育館アリーナ

合気道
通年　水・金・日 合気道教室 市柔道場

１１月 発表会 市柔道場、会議室
１１月 外部講師講習会 市柔道場、会議室
３月 外部師範特別講習会 市柔道場、会議室

居合道
通年　毎　土曜日 居合道教室 市剣道場
通年　毎　日曜日 居合道稽古会 中郷ふるさと交流館
通年　毎　木曜日 居合道稽古会 豊住ふれあい健康館

６月 成田地区講習会（前期） 市体育館アリーナ
9月 第４６回千葉県居合道大会 千葉県武道館

１０月 成田地区講習会（後期） 市剣道場
未定 各種講習会 未定
１１月 第２５回関東甲信越居合道大会 東京武道館

トライアスリート

６月 トライアスロン教室 下総運動公園
７月 第21回成田キッズトライアスロン大会 中台運動公園内特設会場
１１月 2022CTUデュアスロンinフレンドリー下総 下総運動公園

太極拳
通年　毎　木曜日 指導者講習会 習志野東部体育館

５・６月 太極拳教室 市体育館
９月 太極拳審査会技能検定及び講習会 市体育館アリーナ・剣道場
１１月 太極拳全国交流大会 代々木第一体育館
１１月 成田市太極拳交流会・無挙無意求千葉太極拳交流大会 市体育館アリーナ
３月 千葉県武術太極拳フェスティバル 未定

ダンススポーツ

５月 春季成田市ダンススポーツ競技大会 市体育館アリーナ
７月 第14回成田市ダンススポーツ競技大会 市体育館アリーナ
9月 秋季成田市ダンススポーツ競技会 市体育館アリーナ

ソフトバレー
４・５・７．１０月 ソフトバレーボール教室（４回） 市体育館アリーナ

７月 成田市近隣ソフトバレーボールボール大会（女子大会） 市体育館アリーナ
９月 成田市近隣ソフトバレーボール大会（混合大会） 市体育館アリーナ

空道
通年　毎土曜 空道教室（初級・上級） 市柔道場
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少年野球
３月 成田ライオンズクラブ旗杯春季少年野球大会（合同開会式） 大谷津球場
４月 第20回成田空港旗杯少年野球大会 ナスパスタジアム

４月 北総地区少年野球大会 ナスパスタジアム

５月 第5回成田市ボールゲームフェスタ 大谷津球場

５月 第17回千葉ロッテマリーンズ成田後援会旗杯少年野球大会 ナスパスタジアム
６月 第10回成田ゆめ牧場旗杯少年野球大会 ナスパスタジアム
７月 第13回JA成田市旗杯少年野球大会 ナスパスタジアム
7月 第5回IACT旗杯成田市低学年少年野球大会 中台球場
８月 第46回成田ライオンズクラブ旗杯夏季少年野球大会 市内SP
１１月 第46回成田ライオンズクラブ旗杯秋季少年野球大会 大谷津球場
９月 第６回ボールゲームフェスタ 大谷津球場
9月 第2回ナリコーカップ成田市友游ボール大会 中台球技場

１１月 第38回ろうきん旗杯争奪千葉県選手権大会 ナスパスタジアム
１０月 第26回成田市スポーツ少年団秋季交流大会新人戦 ナスパスタジアム
１１月 千葉ロッテマリーンズ少年野球教室 大谷津球場
12月 千葉県少年野球地域選抜6年生大会
2月 北総少年野球連盟審判講習会 大栄B&G運動場他
2月 指導者養成講習会派遣

スナッグゴルフ

豊住

行事開催活動諸経費
５～１０月 ナイター野球リーグ 豊住第１スポーツ広場

７月 豊住地区ゴルフ大会 成田フェアフィールドゴルフクラブ

７月 地区指導者研修会 豊住公民館
８月 豊住地区対抗野球大会 豊住第１スポーツ広場
９月 豊住秋季大運動会 豊住小学校
１１月 歩け歩け大会 豊住地区内
１月 新春レクリエーション大会 豊住ふれあい健康館
２月 綱引き大会 豊住小学校

ニュータウン

行事開催活動諸経費
６月～３月 少年少女サッカー大会（11大会） 中台運動施設他

６月・１０月 ジョイフルスローピッチソフトボール大会 神宮寺公園内運動広場
3月～10月・10月～11月 野球大会リーグ戦・トーナメント戦 ニュータウンスポーツ広場野球場

４月・１１月 グラウンドゴルフ交流大会 中台運動公園球技場

遠山
行事開催活動諸経費

６月 ソフトバレーボール大会 本城小体育館
７月 バレーボール大会 三里塚小体育館
８月 地区運動会 遠山小グラウンド

９月～１０月 成田スポーツフェスティバル・　練習
１０月 ソフトボール大会 遠山中グラウンド
１０月 グラウンドゴルフ大会 遠山スポーツ広場グラウンド

１１月 駅伝大会 本城小周辺道路
１月 小学生綱引き大会 三里塚小体育館

大栄
行事開催活動諸経費

５月 大栄地区ハイキング 未定
７月 大栄地区ゴルフ大会 未定
１１月 大栄地区グラウンドゴルフ大会 大栄公民館広場
１月 大栄地区マラソン大会 ナスパ野球場

スポーツ少年団

普及育成、指導事業
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成田
行事開催活動諸経費

６月 地区運動会 成田小学校
６月 健康教室 成田小学校
９月 かけっこ教室 成田小学校
11月 ボッチャ教室 成田保育園
１月 地区綱引き大会 美郷台小学校
2月 スキー教室 たかつえスキー場

公津
行事開催活動諸経費

５月 みらいまつりミニ運動会 公津の杜公園
6月 公津地区運動会 公津スポーツ広場
９月 ウォークラリー＆集団ゲーム大会 公津の杜公園
１１月 ソフトバレーボール大会 中台体育館
１１月 歩け歩け運動 公津の杜公園
6月 グラウンドゴルフ大会 公津スポーツ広場
２月 公津地区綱引き大会 平成小
２月 公津地区少年野球大会 公津スポーツ広場

八生
行事開催活動諸経費

年間 体育指導研修 八生小学校
年間 八生バレーボール 八生小学校
年間 スポーツ広場管理 八生スポーツ広場
７月 八生地区ゴルフ大会 白鳳カントリー倶楽部
７月 八生地区グラウンドゴルフ大会 八生小グラウンド

１月～２月 綱引き大会・練習 八生小学校
３月 八生地区ウォークラリー（房総のむら） 県立房総のむら

中郷
行事開催活動諸経費

５月 バレーボール交流会 中郷ふるさと交流館体育館
５月 バレーボール交流会 中郷ふるさと交流館体育館
６月 バレーボール大会 中郷ふるさと交流館体育館
６月 グラウンドゴルフ春季大会 中郷地区内
６月 軽スポーツ大会 中郷ふれあい交流館グラウンド

７月 野球大会 中郷スポーツ広場、中郷ふれあい交流館

１０月 ソフトボール大会 中郷スポーツ広場
１０月 グラウンドゴルフ秋季大会 中郷地区内
１２月 駅伝大会 中郷地区内
２月 ソフトバレーボール大会 中郷ふるさと交流館体育館

久住
行事開催活動諸経費

６月 ミニバスケットボール大会 久住小
８月 夏季スポーツ大会（ソフトバレーボール） 久住体育館
１０月 グラウンドゴルフ大会 久住小運動場
１月 冬季スポーツ大会（駅伝競走） 久住体育館
２月 綱引き大会 久住小

吾妻
行事開催活動諸経費

９月 鋸山バス登山 鋸南町
１０月 成田スポーツフェスティバル 中台運動公園
１１月 秋色ウォーク 吾妻小及び地区近隣
２月 グラウンドゴルフ大会 吾妻小学校グラウンド

加良部
行事開催活動諸経費

９月 　軽スポーツ大会（加良部まつり） 加良部小学校
９月 成田市小学生相撲大会（後援） 市相撲場
１月 ニュータウン綱引き大会（協力） 未定
2月 綱引き大会 市体育館アリーナ
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橋賀台
行事開催活動諸経費

通年 ユニカール教室 橋賀台小体育館
通年 卓球教室 橋賀台小体育館

６月下旬 橋賀台地区グラウンドゴルフ大会 橋賀台小運動場
12月下旬 ユニカール大会 橋賀台小体育館
２月 卓球大会 橋賀台小体育館

玉造
行事開催活動諸経費

６月 ドッチビー大会 玉造小学校
１１月 ＹＯＵ遊スポレク玉造 玉造小学校
１２月 ＹＯＵ遊ウォーキング 玉造小学校
３月 軽スポーツ教室 玉造小学校

中台
行事開催活動諸経費

１０月 ふれあいスポーツ大会 向台小学校
１月 ふれあい文化祭 中台小学校
３月 ふれあいスポーツ大会・室内球技大会 中台中学校

下総
行事開催活動諸経費

５月 春季歩こう会 未定
５月～６月 春季野球大会 下総運動公園野球場

６月 春季うなバレー大会 下総みどり学園
７月 ユニカール大会 下総公民館
９月 バレーボール大会 下総みどり学園

１０月～１１月 秋季野球大会 下総運動公園野球場
１０月 秋季うなバレーボール大会 下総みどり学園
１１月 秋季歩こう会 未定
２月 冬季ユニカール大会 下総公民館

令和４年度 ４４１件


