
草津市民スポーツ大会（第76回滋賀県民スポーツ大会派遣選手選考会）

種目 とき・ところ 申込・問合せ 申込期限 参加資格・申込方法など

総合開会式
令和5年6月4日（日）

YMITアリーナ
（メイン）

公益社団法人
草津市スポーツ協会
(☎077-568-5300）

少林寺拳法
※

令和5年4月23日（日）
武道館

令和5年4月30日（日）予備日
武道館

白崎裕紹さん
大津市竜が丘3 - 3
（☎090-7362-9161）

4月8日
(土曜日）

市内に在住か通勤・通学している人。組演武・単独演武とも、一般男女・少年男女の部
（一般：高校生以上、少年：中学生以下）。住所・氏名・年齢・性別・電話番号・段級位を書
き、はがきで、申し込み。

ソフトボール

令和5年5月14日（日）予選
野村運動公園グラウンド

令和5年5月21日（日）予備日
野村運動公園グラウンド

令和5年7月9日（日）準決勝・決勝
草津グリーンスタジアム

井口直哉さん
野路2-9-8

（☎090-8523-9067）

4月27日
(木曜日）

市内に在住か通勤している人で構成したチーム（中学・高校生は除く）。住所・氏名・代表
者の電話番号を書き、はがきか電話、ショートメール、申し込み。

ボウリング
※

令和5年5月21日（日）
アクトエースレーン草津

糸瀬勇さん
（☎・FAX 563-0553）

当日受付

市内在住の人。定員48人〔先着順〕。ゲーム数6 G。参加費1人2,500円。

インディアカ
令和5年5月28日（日）

ふれあい体育館

小鯛美智代さん
東矢倉4 -14-22

（☎・FAX 565-2237）

5月27日
(土曜日）

市内に在住か通勤・通学している人。チームでも個人でも参加可。住所・チーム(個人)名・
連絡先を電話かファクスで、申し込み。

バレーボール
（9人制）

令和5年5月28日（日）
草津市立総合体育館

矢野廣意さん
上笠3 -23- 4

（☎・FAX 562-7471）

5月12日
(金曜日）

市内に在住か通勤している人で構成したチーム。1 チーム15人以内（監督・コーチ・マ
ネージャーを含む）。チーム名・代表者名・連絡先を書き、ファクスで、申し込み。

クレー射撃
※

令和5年6月11日（日）
伊賀上野射撃場（三重）

石井隆さん
木川町1273-20

（☎・FAX 563-3462）

6月4日
(日曜日）

草津クレー射撃協会会員に限る。

ゴルフ
※

令和5年5月30日（火）
京阪カントリークラブ

市ゴルフ協会事務局
（☎562-1135）

（FAX 562-2761）

5月20日
(土曜日）

市内に在住か通勤している人。参加費１,000円（プレー費別途要）。住所・氏名を書き、
ファクスで、申し込み。

グラウンドゴルフ
※

令和5年6月4日（日）
令和5年6月17日（火）予備日

野村運動公園グラウンド

卯田美千代さん
川原1-7-10

（☎・FAX 562-1325）

5月8日
(月曜日）

市内在住の人。郵便番号・住所・氏名・生年月日・電話番号・用具の有無を書き、はがき
かファクスで、申し込み。

卓球
※

令和5年6月4日（日）
YMITアリーナ
（メイン、サブ）

目片　康人さん
(☎080-6162-4870)

5月19日
(金曜日）

【市民体育大会】市内に在住か通勤・通学している人①男女別個人小学生の部②男女別
団体中学生の部（1D2S）③男女別団体高校・一般の部（1D2S）④混合団体わかばの部
（3S）⑤混合団体一般の部（1D2S）【県民体育大会予選】市内在住の人。個人戦①男子一
般（50歳未満）②男子壮年（50歳以上）③女子一般（40歳未満）④女子壮年（40歳以上）。
申し込みは、電話で問い合わせを。

ソフトテニス
※

令和5年6月4日（日）
令和5年6月11日（日）予備日

弾正公園テニスコート

宇野恭二さん
草津2-4-13-505

(☎・FAX575-2114)

5月24日
(水曜日）

・ペアのうち一人以上が市内在住、在勤、在学、在連盟クラブ員であること。
・小学生・中学生男女の部、一般男女の部（高校生、大学生含む）、壮年男女の部
・ペアで住所、氏名、年齢、電話番号を記入しファクスで申込み。
（エントリー数により試合不成立あり）

バドミントン
※

令和5年6月4日（日）
草津市立総合体育館

佐藤祐子さん
野村5 - 7 - 2

（☎・FAX 564-1984）

5月15日
(月曜日）

市内に在住・在勤・在学・在クラブしている人で、大会当日までに登録を済ませた人。一般
は1人2 種目以内。男子（単・複）・女子（単・複）・混合（種目は兼ねられない）A・B・C、1人
1種目1,500円。小・中学生は、（単のみ）A・B・C・D、1人800円。　詳しくは、電話かFAXで
問い合わせを。

相撲
※

令和5年6月4日（日）
草津市立武道館（相撲場）

金島好彦さん
追分3 -14-28

（☎090-2044-3308)

5月20日
(土曜日）

市内に在住か通勤・通学している人（市内の高校を卒業した大学生含む）【個人戦】一般
（高校生以上）当日参加可、小・中学生【団体戦】一般（先鋒、中堅、大将の3 人1 組）、小
学生（ 5人1 組。2 ～ 6 年生各1 人ずつ。下の学年から充ててよい。3 人でも参加可）。電
話で申し込み。

水泳
※

令和5年6月18日（日）
立命館大学BKC内

BKCスポーツ健康コモンズ

伊吹達郎さん
平井2-6-18

（☎090-6970-1005）

6月18日
(日曜日）

市内在住の人。男女とも7 クラス（29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、
80歳以上）。各種目・クラスで競技を実施。当日参加可。電話かはがきで申し込み。新型
コロナ感染症拡大の状況次第で中止。

陸上競技
※

令和5年6月4日（日）
立命館大学びわこ・くさつキャンパス（ＢＫ

Ｃ）クインススタジアム

山口兼司さん
木川町1063-6

（☎090-1025-3878）

※一般の方で、出場を
希望される場合は、上
記電話番号まで、連絡
をお願いします。学校
等団体で申込みをされ
る場合は、立命館大学
所定の申込フォーマット
を事前にお送りします。
※紙ベースの個票・一
覧表は必要ありませ

ん。
参加費は大会当日に会

場で徴収します。

5月10日
(水曜日）

市内に在住か通勤・通学をしている人
【一般男子・高校、中学生男子】
　100m・200m・400m・800m・1500m・3000m（3000ｍのみ実施の有無は保留中）
　４×100mR・低学年　４×100mR（中学生のみ）
　走幅跳・走高跳・砲丸投・円盤投
【一般女子・高校、中学生女子】
　100m・200m・800m・1500m
　４×100mR・低学年４×100mR（中学生のみ）
　走幅跳・走高跳・砲丸投・円盤投
【小学生男子　小学生女子】　（4年生以上）
　100m・1000ｍ・走幅跳・４×100mR
参加料（出場種目　1種目につき）
　一般（大学生を含む）1000円・中高生800円・小学生500円
申込方法
　一般・高中小　1人2種目まで
（ただし、リレー種目は除く）
立命館大学所定の申込方法によるデータを必要事項を記入の上、5月10日（水）までに
送ってください。
※トラック種目は全て写真判定システムとします。

テニス
令和5年9月10日（日）
令和5年9月24日（日）

弾正テニスコート

吉岡康夫さん
上笠5-4-4

（☎090-6750-9210）

8月11日
(金曜日）

①  ミックスダブルス大会の部（一般、合計100歳以上）リーグ戦、各組上の　　　　　チームによる
トーナメント戦
②  100歳ダブルス大会の部（合計100歳以上、120歳以上（女性は10 歳プラス可能））リーグ戦、
各組上位のチームによるトーナメント戦
対象： 市内に在住か通勤している人、2021年度市テニス協会登録者
参加費： 1,000円（ペア）
申込方法： 8/11㈮まで〔必着〕に、参加料振込書とともに、希望試合形式と 住所・氏名・年齢・電
話番号を書き、封書で申込み。
　　詳細は「草津市テニス協会」のＨＰをご覧ください。

バスケットボール
※

令和5年6月11日（日）
YMITアリーナ
（メイン、サブ）

清水健宏さん
矢橋町590-12

（☎090-2063-3615・
FAX077-562-0170）

5月21日
(日曜日）

市内に在住か通勤・通学している人。一般、大学、高校の男女。定員男女各8 チーム〔先
着順〕。チーム名・男女別・代表者の住所・氏名・連絡先（電話）を書き、はがきかTELか
FAXで、申し込み。

ゲートボール
※

令和5年6月18日（日）
野村運動公園グラウンド

橋口良正さん
平井5丁目18-15

（☎・FAX 563-8213）

　 6月4日
(日曜日）

市内に在住の方。チームでも個人でも申込可。チーム名・代表者名（個人申込は個人
名）・住所・電話番号を 記入したはがきかファクスで、申し込み。

スポーツ拳法
※

令和5年6月18日（日）
草津市立武道館

馬場保則さん
南山田町368- 8

（☎・FAX 564-7056）

5月27日
(土曜日）

市スポーツ拳法連盟に所属していて、市内に在住か通勤・通学している人。所属支部長
の承認の上、申し込み。詳しくは、
［HP］ https://kusatsu.sportskempo.com/

セーリング
令和5年6月25日（日）

予備日令和5年7月2日（日）
滋賀県立柳が崎ヨットハーバー

浅井利治さん
（☎・FAX 565-1487）

6月23日
(金曜日）

市内に在住か通勤・通学している人。自艇を持ち込み。参加費1 艇2,000円（持込料別途
要）。オリンピックコース2 レース（びわ湖ナンバー方式）。住所・氏名・年齢・性別・電話番
号・勤務先を書き、電話かファクスで、申し込み。

剣道
令和5年7月30日（日）

草津市立武道館

古川清史さん
東草津2-9-33-202
（☎090-5363-4607）

7月15日
(土曜日）

【個人戦】 小学生新入門の部、高校生、一般
【団体戦】 小学生1部（学年制限なし5人1組）、小学生2部（4 年生以下 3人1組）、中学生の部（3
人1組）
市内に在住か通勤・通学している人、連盟登録者
7/15（土）まで〔必着〕に、住所・氏名・年齢・性別・段位・電話番号を 書き、はがきで申込み。


