
令和2年度スポーツインフォメーション
各種大会

開  催  日 大  会  名 会  場 問  合  せ
4/12～4/26 第57回春季職域クラブ軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
6/2～6/30 第39回市長杯A級・B級軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
6/21～7/26 第14回会長杯A級・B級軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
7/4～7/31 第39回ロータリークラブ旗争奪軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
8/2～8/30 第16回奈良杯A級・B級軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
9/13～10/4 第59回秋季職域クラブ軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
5/23～6/7 第51回県学童軟式野球大会大田原予選会 美原公園野球場他 専門部
9/26～10/18 第39回学童新人軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
10/24～11/14 第6回真中満杯学童軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
3/6～14 第45回市長旗学童軟式野球大会 美原公園野球場他 専門部
5/11～20 第43回春季市民大会 大田原グリーンパーク（ナイトゲーム） 専門部

6/15～20
第37回スポーツフェスティバル大会兼壮年ソフトボール大会県
予選会

大田原グリーンパーク（ナイトゲーム） 専門部

9/7～15 第38回秋季市民大会 大田原グリーンパーク（ナイトゲーム） 専門部
10/12～19 第43回市民選手権大会兼県北ソフトボール大会予選会 大田原グリーンパーク（ナイトゲーム） 専門部
6/13,14 第31回富士通杯争奪小学生少女ソフトボール大会 富士通グラウンド 専門部
7/11～18 第6回ファミリーマート旗争奪小学生少女ソフトボール大会 大田原グリーンパーク 専門部
8/8,9 第25回大田原中央ロータリークラブ旗争奪小学生少女大会 大田原グリーンパーク 専門部

9/12,13,19
第16回大田原市長杯兼大田原市ソフトボール協会旗争奪小
学生少女ソフトボール大会

大田原グリーンパーク 専門部

10/10,11 第22回大田原ロータリー旗争奪小学生少女ソフトボール大会 大田原グリーンパーク 専門部
10月～12月 第25回大田原市サッカーフェスティバル 大田原グリーンパーク他 専門部
6月 第33回会長杯少年サッカー大会 大田原グリーンパーク 専門部
9月 第32回4年生以下（Ｕ-10）サッカー大会 大田原グリーンパーク 専門部
5/24 第6回春季ソフトバレーボール大会 黒羽体育館 専門部
6/6 第5回大田原市バレーボール交流大会 大田原体育館 専門部
10/3 第5回大田原バレーボールフェスタ 大田原体育館 専門部
11/29 第6回秋季ソフトバレーボール大会 黒羽体育館 専門部
4/11 県スポーツ少年団交流大会大田原予選会 県北体育館 体育協会
12/13 第20回市内小学校クリスマス杯バレーボール大会 大田原体育館 専門部
2/28 第17回市内小学校スプリング杯バレーボール大会 大田原体育館 専門部

中学生の大会 3/7 第13回市内中学校バレーボール大会 黒羽体育館 専門部
6/14 令和2年度県民スポーツ大会予選会 大田原体育館 専門部
12/6 第35回大田原市ママさんバレーボール大会 大田原体育館 専門部
3/7 那須地区一般バスケットボール大会 大田原体育館 専門部
5/5,6 県スポーツ少年団交流大会大田原予選会 県北体育館 体育協会
5/24 第47回市民バドミントン大会 大田原体育館 専門部
11/1 第45回釼持杯・大田原オープンバドミントン大会 大田原体育館 専門部
3/14 第28回阿久津杯バドミントン総合選手権大会 大田原体育館 専門部
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令和2年度スポーツインフォメーション
各種大会

開  催  日 大  会  名 会  場 問  合  せ種  目
4/11,19 第39回春季市民ソフトテニス大会 美原公園テニスコート 専門部
6/28 県北クラブ対抗ソフトテニス大会 美原公園テニスコート 専門部
8/30 第32回ソフトテニス黒羽大会 黒羽運動公園テニスコート 専門部
9/19 第6回西島杯争奪ソフトテニス大会 美原公園及び黒羽公園テニスコート 専門部
10/25 第57回秋季市民ソフトテニス大会 美原公園テニスコート 専門部
11/21 第18回県北ジュニアソフトテニス選手権大会 美原公園テニスコート 専門部
11/22 第8回塩那ソフトテニス選手権大会 美原公園テニスコート 専門部
1/17 黒羽インドア研修大会ジュニアの部 黒羽公園テニスコート 専門部
4/5 第44回大田原メンバーシングルス大会 美原公園テニスコート 専門部
5/10 第37回春季市民テニス大会 美原公園テニスコート 専門部
9/6 第44回大田原メンバーダブルス大会 美原公園テニスコート 専門部
9/20 第24回ミックスダブルス大会 美原公園テニスコート 専門部
12/6 第38回秋季市民テニス大会 美原公園テニスコート 専門部
1/10 第25回会長杯ダブルス大会 美原公園テニスコート 専門部
6/7 第62回大田原市卓球会長杯争奪卓球選手権大会 大田原体育館 専門部
11/23 第26回与一杯卓球大会 県北体育館 専門部
9/26 第3回大田原市陸上競技協会長距離記録会 美原公園陸上競技場 専門部
10/3 第63回市内駅伝大会 市内駅伝コース スポーツ振興課
10/24 第70回那須地区駅伝競走大会 那須塩原市「那須野が原公園」 スポーツ振興課
12/5 第8回与一くん駅伝大会 美原公園陸上競技場 専門部
12/20 第48回芭蕉の里くろばねマラソン大会 黒羽運動公園周辺コース スポーツ振興課
1/31 第62回郡市町対抗駅伝競走大会 県庁～栃木市総合運動公園陸上競技場 スポーツ振興課
10/4 第35回市民剣道大会 県北体育館 専門部
12/12 第35回市民柔道大会 県北体育館 専門部
6/21 第20回市小学生相撲大会 美原公園相撲場 スポーツ振興課
10月 第36回与一弓道大会 玄性寺境内「与一弓道場」 専門部
12月 令和2年納射会 市弓道場 専門部
１月 令和3年初射会 市弓道場 専門部
1/26 市民スキー大会 会津高原高畑スキー場 専門部
5/29 第47回市民与一ゴルフ大会 琵琶池ゴルフ倶楽部 スポーツ振興課
7/6 ロングランコンペ（予選会） 那須野ヶ原カントリークラブ スポーツ振興課
7/22 ロングランコンペ（予選会） 琵琶池ゴルフ倶楽部 スポーツ振興課
7/30 ロングランコンペ（予選会） ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン スポーツ振興課
8/4 №1決定戦ゴルフ大会 千成ゴルフクラブ スポーツ振興課
8/27 ロングランコンペ（予選会） 千成ゴルフクラブ スポーツ振興課
9/18 ロングランコンペ（予選会） 那須黒羽ゴルフクラブ スポーツ振興課
9/24 ロングランコンペ（予選会） ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド スポーツ振興課
10/15 第6回チャリティーゴルフ大会 ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン スポーツ振興課
11/11 ロングランコンペ（決勝大会） 那須野ヶ原カントリークラブ スポーツ振興課
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令和2年度スポーツインフォメーション
各種大会

開  催  日 大  会  名 会  場 問  合  せ種  目
5/7 春季親善ゲートボール大会 親園改善センター 専門部
5/18 交通安全協会ゲートボール大会 親園改善センター 専門部
6/11 第18回合併記念ゲートボール大会 親園改善センター 専門部
9/1 レディース親善ゲートボール大会 親園改善センター 専門部
10/12 与一の里ゲートボール大会 大田原グリーンパーク 専門部
11/4 秋季親善ゲートボール大会 親園改善センター 専門部
4/20 第7回市長杯グラウンド・ゴルフ大会 大田原グリーンパーク 専門部
5/14 第15回春季親善グラウンド・ゴルフ大会 大田原グリーンパーク 専門部
6/3 第15回森田杯グラウンドゴルフ大会 水辺公園 専門部
7/20 第8回大田原市ペアグラウンド・ゴルフ大会 美原公園野球場 専門部
9/23 第25回大田原市秋の交通安全グラウンド・ゴルフ大会 大田原グリーンパーク 専門部
10/8 第15回秋季親善グラウンド・ゴルフ大会 水辺公園 専門部
10/19 第21回奈良杯グラウンド・ゴルフ大会 水辺公園 専門部
6/7 市民ハイキング 日光市 スポーツ振興課
6/28 第8回市長杯争奪ボウリング大会 王冠ボウル 専門部
8/30 第14回市民健康ボウリング大会 王冠ボウル 専門部
10/18 第7回大田原市ボウリング協会会長杯争奪戦 王冠ボウル 専門部
12/13 第15回市民健康ボウリング大会 王冠ボウル 専門部
2/7 大田原市ボウリング協会発足7周年個人選手権大会 王冠ボウル 専門部
6月 第23回大田原市インディアカ大会 大田原体育館 専門部
5/17 栃木県北ダンススポーツ大会兼ねんりんピック栃木予選 県北体育館 専門部
3月 県北ダンス交流会 にしなすの運動公園体育館 専門部
10/18 第9回大田原市長杯争奪スポーツチャンバラ選手権大会 大田原体育館 専門部
6/16～9/6,1/21 第72回那須地区スポーツ交流大会 県北各市町・県北体育館 体育協会
10/18,25 県民スポーツ大会 宇都宮市ほか 体育協会
8/2 第23回大田原市ニュースポーツ大会 県北体育館 スポーツ振興課
9/19 第15回大田原市ゴルゲート大会 黒羽運動公園多目的広場 スポーツ振興課
7/18 第3回御亭山TT（タイムトライアル） 湯けむりふれあいの丘・御亭山 スポーツ振興課
1月 第36回栃木県綱引選手権大会兼全日本綱引選手権大会予選 黒羽体育館 栃木県綱引連盟
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令和2年度スポーツインフォメーション
スポーツ教室事業

種目 教室名 対象者 時間 申込期日 会場 問合せ
フラ（県北体育館） 女性 4月～毎週水曜 10回 10時00分～12時00分 3月下旬 県北体育館 スポーツ振興課

フラ（黒羽体育館） 女性 9月～毎週水曜 10回 10時00分～12時00分 7月下旬 黒羽体育館 スポーツ振興課

テニス 女性 4月～毎週木曜 10回 10時00分～12時00分 3月下旬 美原公園テニスコート スポーツ振興課

リフレッシュ体操（午前） 女性 9月～毎週金曜 10回 10時00分～12時00分 7月上旬 県北体育館 スポーツ振興課

リフレッシュ体操（夜間） 女性 9月～毎週金曜 10回 19時00分～20時45分 7月上旬 県北体育館 スポーツ振興課

シニアゴルフ 60歳以上男女 5月～7月 10回 10時00分～12時00分 4月中旬 那須野ヶ原カントリークラブ スポーツ振興課

ジュニアゴルフ 小学生～中学生 5月～12月 16回 15時00分～17時00分 4月中旬 琵琶池ゴルフ倶楽部 スポーツ振興課

ゴルフ入門教室Ⅰ 一般 5月～7月 8回 18時30分～20時30分 5月上旬 大田原ゴルフ練習場 スポーツ振興課

ゴルフ入門教室Ⅱ 一般 8月～10月 8回 18時30分～20時30分 7月上旬 ゴールドヒル倶楽部 スポーツ振興課

ゴルフ入門教室Ⅲ 一般 10月～12月 8回 18時30分～20時30分 9月中旬 大田原ゴルフ練習場 スポーツ振興課

女性ゴルフ 女性 9月～11月 10回 10時00分～12時00分 8月上旬 那須野ヶ原カントリークラブ スポーツ振興課

バスケットボール バスケットボール練習会 高校生・一般 毎週火曜、第3土曜 19時30分～21時30分 随時 大田原体育館 専門部
体力テスト 新体力テスト 一般 8月2日 9時00分～ 8月（当日も可） 県北体育館 スポーツ振興課

スキー 親子スキー教室 小学生と保護者 １月 1回 7時00分～18時00分 12月上旬 だいくらスキー場 スポーツ振興課

ハイキング 市民ハイキング 小学生以上 6月7日 1回 7時30分～18時30分 4月中旬 日光市 スポーツ振興課

女性限定スポーツバイク教室 女性 11月中旬 1回 9時00分～13時00分 10月上旬 なかがわ水遊園 スポーツ振興課

補助輪外し教室 自転車に乗れない子供 11月中旬 1回 13時30分～15時00分 10月上旬 なかがわ水遊園 スポーツ振興課

スポーツバイクビギナー教室 一般 11月中旬 1回 9時00分～13時00分 10月上旬 湯津上支所 スポーツ振興課

スポーツバイクトレーニング教室 一般 11月中旬 1回 13時30分～15時30分 10月上旬 湯津上支所 スポーツ振興課

陸上競技 小学生陸上教室 小学生 7月23日、25日 16時00分～18時30分 6月下旬～7月初旬 美原公園陸上競技場 専門部
ソフトボール ソフトボール教室 小学生以上 毎週水曜 18時00分～20時00分 随時 大田原グリーンパーク 専門部

サッカースクール黒羽教室 小学生 毎週火曜 18時30分～20時00分 随時 両郷中央小グラウンド 専門部
SPトレーニング 小学生 第2・第4水曜 19時00分～20時45分 随時 大田原グリーンパーク 専門部
小学生ソフトテニス教室 市内小学生 5月～10月毎週土曜 17時30分～19時30分 4月 美原公園テニスコート 専門部
黒羽地区ソフトテニス教室 小学生 9月～毎週土曜 10回 19時00分～21時00分 7月上旬 黒羽体育館 専門部
ジュニアテニス教室(前期・後期） 小学生 4月～毎週水曜 各10回 18時30分～20時30分 3月、6月 美原公園テニスコート 専門部
テニス教室（前期・後期） 中学生～一般 4月～毎週金曜 各10回 19時30分～21時30分 3月、6月 美原公園テニスコート 専門部
ジョイフル館テニス講座（第1期） 一般 4月～毎週火曜 10回 19時30分～21時30分 3月 美原公園テニスコート 専門部
ジョイフル館テニス講座（第2期） 一般 8月～毎週火曜 10回 19時30分～21時30分 7月 美原公園テニスコート 専門部

大田原教室 一般 毎週火・木・土曜　
10時00分～12時00分
19時00分～21時00分

随時 市弓道場 専門部

黒羽教室 中学生～一般 毎週月・水・金曜　 19時30分～21時00分 4月～5月随時 猪俣弓道場 専門部
大田原少年剣道教室 小学生 毎週月・水・金曜　 18時30分～20時00分 随時 市武道館・大田原体育館 専門部
親園少年剣道教室 小学生 毎週火・木・土曜　 18時30分～20時00分 随時 親園中学校武道館 専門部
稽古会（自主練習） 中学生～一般 毎週水・金曜　 20時00分～21時30分 随時 市武道館 専門部
大田原教室 小学生以上 毎週火・土曜　 18時30分～ 3月 市武道館 専門部
金田教室 小学生以上 毎週火・金曜　 19時00分～ 3月 羽田小学校体育館 専門部
市野沢教室 小学生以上 毎週月・水・金曜　 19時00分～ 3月 金田北中学校体育館 専門部
湯津上教室 小学生以上 毎週木・土曜　 木：19時30分～　土：19時00分～ 3月 湯津上中学校 専門部
黒羽教室 小学生以上 毎週水・土曜　 18時30分～ 3月 黒羽体育館 専門部
一般選手強化練習会 一般 毎月第2土曜　 18時30分～ 随時 市武道館 専門部
黒羽教室 少年～一般 毎週火・水・金曜 18時00分～21時30分 随時 黒羽体育館 専門部
若草教室 少年～一般 毎週月・水・金曜 18時30分～21時00分 随時 若草中学校 専門部
健康ボウリング教室 一般・シニア 毎週火曜 14時00分～17時00分 随時 王冠ボウル 専門部

グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ教室 一般 5月～11月 9時00分～12時00分 4月 水辺公園 専門部
インディアカ インディアカ講習会 一般 毎週土曜 19時00分～21時00分 随時 石上小学校体育館 専門部

小学生以下19時00分～20時00分
中学生以上20時00分～21時00分

毎週土または日曜

土：14時00分～15時30分
日：10時30分～12時00分

自転車

※各専門部及び専門部加盟クラブの練習については、専門部へお問い合わせください。

随時 蛇尾川河川敷グラウンド 専門部ラグビー ラグビー教室

剣道

毎週土・日曜

ソフトテニス

開催時期

女性教室

ゴルフ

サッカー

高校生・一般

10時00分～12時00分
14時00分～16時00分

柔道

テニス

第2・第4月曜,毎週木曜小学生～一般

空手道

弓道

大田原市スポーツチャンバラ教室スポーツチャンバラ

随時 王冠ボウル
ボウリング

ジュニアボウリング教室

専門部
月：西地区公民館内体育館
木：市武道館

随時

専門部小学生・中学生



令和2年度スポーツインフォメーション
競技団体問合せ先

担　　当　　者 電　　　　　　　話
1 陸上競技 大島　実 47-6100
2 ソフトボール 阿久津　　靜 28-2054
3 軟式野球 松　田　聖　二 090-8899-6420
4 ソフトテニス 小　峯　正　孝 090-4812-5350
5 卓球 増　子　武　治 080-5486-3273

サッカー（黒羽教室） 郡　司　陸　成 090-1850-1010
　　　　　（SPトレーニング） 佐　藤　秀　樹 090-3242-7594

7 バレーボール 永　山　利　雄 24-0258
弓道（大田原地区） 池　澤　誠　二 28-0922
弓道（黒羽地区） 朝　野　　久 54-2373
剣道 成　宮　直　人 090-4922-3387
（居合道） 森　本　敬　三 29-2223

10 柔道 飯　塚　康　人 080-5651-1988
11 相撲 大　沼　健　司 54-1323
12 水泳 萩　原　修　樹 22-5951
13 スキー 越　沼　　　進 22-5495
14 ハイキング 村　上　恒　夫 22-4202
15 バスケットボール 菊　池　紀　男 22-4707
16 射撃 橋　本　公　夫 28-2548
17 バドミントン 渡　辺　和　栄 22-7067
18 空手道 刑　部　雅　貴 090-2746-6896
19 ラグビー 岡　　慎一郎 090-1466-9621
20 テニス 鈴　木　幸　夫 090-4916-1618
21 ゲートボール 鳥　羽　健　児 29-0040
22 ゴルフ 髙　瀬　憲　二 28-2577
23 綱引 小　森　次　夫 23-3272
24 ボウリング 岩　井　康　雄 23-4160
25 ママさんバレー 石　原　順　子 22-6285
26 グラウンド・ゴルフ 村　越　　功 22-6035
27 スポレク（ソフトバレー） 黒羽体育館 54-2858
28 山岳 大　野　ミ　エ 28-1099
29 インディアカ 大　川　　　静 24-0132
30 ダンススポーツ 磯　　　寅　雄 23-6341
31 スポーツチャンバラ 原　科　直　之 20-2050
32 サイクリング 前　田　幸　雄 53-7040
33 栃木県綱引連盟 植　木　孝　幸 22-2273（大田原商工会議所内）

専　　　門　　　部

8

9

6



令和2年度
スポーツインフォメーション施設紹介

メインアリーナ

サブアリーナ

武道場

研修室

トレーニング室

陸上競技場

野球場・第2球場

テニスコート

相撲場

陸上競技場

テニスコート

多目的運動場

申請・利用料金等詳細につきましては各窓口までお問い合わせください。

市内小中学校体育施設夜間開放施設の利用につきましては、各小中学校にお問い合わせください。

佐久山運動公園
佐久山地区公民館
TEL28-0872

大田原グリーンパーク

学校跡地運動場（佐久山地区）

大田原体育館・武道館

弓道場 黒羽中学校屋内温水プール
（いきいきプール）

黒羽中学校屋内温水プール
事務室　TEL59-1031

美
原
公
園

蛇尾川緑地公園

県
北
体
育
館

スポーツ振興課
（栃木県立県北体育館内）

TEL22-8012

※毎月第1月曜日は休館
（祝日等の関係により、休館
日が変更になる場合あり）

大田原高校夜間開放
スポーツ振興課
（栃木県立県北体育館内）
TEL22-8012

下石上公園

大田原市屋内温水プール

黒羽体育館

学校跡地運動場（黒羽地区）

大田原市屋内温水プール
事務室　TEL24-0778

スポーツ振興課
（黒羽体育館内）

TEL54-2858

施設名 窓口

都市計画課
（市役所本庁舎5階）
TEL23-8711

窓口

上石上公園

野崎地区公民館
（野崎研修センター）
TEL29-2605

黒
羽
運
動
公
園

施設名

キヤノンメディカル
システムズ㈱グラウンド

野崎地区公民館
（野崎研修センター）
TEL29-2605

野崎東町交流公園
野崎地区公民館
（野崎研修センター）
TEL29-2605


