
月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

7 26 大会 公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）予選 ガルテン八千代Ｇ

中央公園Ｇ

8 2 大会 公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）決勝 ガルテン八千代Ｇ

10 25 大会 公民館親善ソフトボール大会（フリー）予選 ガルテン八千代Ｇ

中央公園Ｇ

11 8 大会 公民館親善ソフトボール大会（フリー）決勝 ガルテン八千代Ｇ

11 22 大会 公民館親善ソフトボール（シニア） 中央公園Ｇ

大会 第15回多可町ソフトボール選手権大会　予選・決勝 ガルテン八千代Ｇ等 中止

大会 第4回多可町女子親善ソフトボール大会 中央公園Ｇ 申込なし中止

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

11 15 大会 公民館親善野球大会　予選・決勝 加美運動公園野球場

大会 第12回多可町野球選手権大会 加美運動公園野球場 中止

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

8 9 大会 公民館親善男女別家庭バレーボール大会 アスパルアリーナ等 中止

10 25 大会 第14回多可町男女別家庭バレーボール大会 アスパルアリーナ

大会 第18回多可町硬式バレーボール選手権大会 アスパルアリーナ 申込なし中止

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

5 9 教室 多可町ランニングクラブ　月１回　土曜日開催 アスパル周辺

5/9、6/13、7/11、8/1、9/12、10/10、11/7、12/5、1/16、2/6、3/6

2 14 大会 第1回多可町リレーマラソン大会 加美中学校周辺コース 中止

第1号議案

４．陸上競技部

5～6月、1～3月中止

令和２年度　多可町体育協会事業報告

１．ソフトボール部

３．バレーボール部

２．野球部



月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

11 1 教室 卓球教室　各会場4回開催　19：30～21：30

　中区会場　　　11/6、11/13、11/20、11/27の4回開催 アスパルアリーナ

　加美区会場　　11/7、11/14、11/21、11/8の4回開催 加美中学校体育館

　八千代区会場　11/7、11/14、11/21、11/28の4回開催 ガルテン八千代体育館

11 29 大会 第15回多可町卓球大会 アスパルアリーナ

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

5 11 教室 ソフトテニス教室　月４回　月曜日開催 アスパルアリーナ

5/11、18、25、6/1、8、15、22、29、7/6、13、20、
27、8/3、10、17、24、31、9/７、14、21、28、10/5、
12、19、2611/2、9、16、23、30、12/7、14、21、28、
1/4、11、18、25、2/1、8、15、22、

10 25 大会 第26回多可町ソフトテニス大会 ガルテン八千代テニスコート

11 8 大会 第27回多可町ソフトテニス大会 ガルテン八千代テニスコート

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

10 9 会議 第13回多可町バスケットボール大会　抽選会・講習会 アスパルロビー・アリーナ

10 18 大会 第13回多可町バスケットボール大会 アスパルアリーナ

5 10 教室 バスケットボール教室 アスパルアリーナ

5月～2月　月2回　金曜日開催　18：30～22：00

5/8,15、6/5,19、7/3,17、8/7,21、9/4,18、10/2,16、

11/6,20、12/4,18、1/8,22、2/5,19

3 15 大会 第14回多可町バスケットボール大会 アスパルアリーナ 来年度に延期

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

11 15 大会 令和2年度多可町剣道大会 アスパルアリーナ

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

11 6 会議 第1回スキー部部会 アスパル2階ミーティングルーム

2 6 教室 スキー・スノーボード教室　 万場スキー場またはハチ高原スキー場 中止

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

大会 柔道教室 中止

大会 柔道大会 中止

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

1 1 野活 ご来光登山 中止

月 日 区分 事　　業　　内　　容 場　　所 備　　考

11 1 大会 ますピンポン ガルテン八千代体育館 中止

１０．柔道部

６．ソフトテニス部

８．剣道部

5，6月、1，2月中止

5～6月、1～2月中止

５．卓球部

７．バスケットボール部

１１．野外活動関係

９．スキー部

１２．ますピンポン



月 日 区分 内　容（大会事業名など） 場　　所 備　　考

4 9 会議 第1回正副会長会 アスパル会議室2 中止

4 12 会議 令和2年度多可町体育協会総会 ベルディーホール会議室 書面開催

4 16 会議 第1回体育振興委員会（男女） アスパル研修室 中止

4 23 会議 第2回正副会長会 アスパルミーティングルーム 中止

5 15 会議 第1回理事会 アスパル研修室 書面開催

6 13 会議 第2回体育振興委員会（男） アスパル研修室 中止

7 5 会議 第3回正副会長会 アスパル研修室 中止

11 8 会議 第4回正副会長会 アスパル会議室2 中止

12 7 会議 第2回理事会 アスパル研修室 中止

3 11 会議 第5回正副部長会 アスパル研修室

3 12 会議 第3回理事会 アスパル研修室 中止

3 31 監査 令和２年度会計監査 アスパルロビー

月 日 区分 会　　議　　名 場　　所 備　　考

7 17 会議 公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）監督会議・抽選会 アスパルロビー

10 15 会義 公民館親善ソフトボール大会（フリー）監督者会議・抽選会 アスパルロビー

11 13 会議 公民館親善ソフトボール大会（シニア）監督会議・抽選会 アスパルロビー

11 5 会議 公民館親善野球大会　監督会議・抽選会 アスパル会議室１

月 日 区分 会　　議　　名 場　　所 備　　考

10 15 会議 第14回多可町男女別家庭バレーボール大会　監督会議・抽選会 アスパル会議室２

月 日 区分 大　　　会　　　名 場　　所 備　　考

会議 第45回北播5市1町親善ソフトボール大会　監督会議・抽選会 滝野総合体育館「スカイピア」 中止

10 18 大会 第45回北播5市1町親善ソフトボール大会 滝野総合体育館「スカイピア」

＊公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）大会

　上位2チームに出場権 大会来年度へ延期

　優勝：的場公民館、準優勝：下野間公民館

11 13 会義 第50回北播地区市町対抗バレーボール大会　監督会議・抽選会 加西市役所　1階多目的ホール

12 13 大会 第50回北播地区市町対抗バレーボール大会 善防中学校

男子　SPIDER 北条小学校 大会来年度へ延期

女子　WACHO＝

第45回北播5市1町親善ソフトボール大会 加東市

第50回北播地区市町対抗バレーボール大会 加西市

月 日 区分 大　　　会　　　名 場　　所 備　　考

8 29 教室 アクティブ・チャイルド・プログラム（ＡＣＰ） ガルテン八千代体育館

12 15 大会 第17回多可郡ロードレース大会 加美区東線 中止

2 16 大会 第10回西脇多可高校新人駅伝競走大会 北はりま田園ハーフマラソンコース 中止

１７．その他

１３．会議など

（参考）令和3年度　開催地

１６．北播関係

１４．監督会議・抽選会(公民館親善大会)

１５．監督会議・抽選会(その他　オープン大会)



教室名 開催日 参加数 会　場

5月～2月

月2回　金曜日

5月9日

6月13日

7月11日

8月1日

9月12日

10月10日

11月7日

12月5日

1月16日

2月6日

3月6日

７月～2月

毎週月曜日

10月3日

10月10日

10月17日

11月6日

11月7日

11月13日

11月14日 アスパルアリーナ

11月20日 ガルテン八千代体育館

11月21日

11月27日

11月28日

スキー・スノーボード教室 2月7日 － 神鍋高原万場ゲレンデ

33名卓球教室

アスパル周辺19名多可町ランニングクラブ

インドアソフトテニス教室 23名 アスパルアリーナ

中町中学校格技場－こども柔道教室

バスケットボール教室 アスパルアリーナ22名



大　　会　　名 参加数 会　場

結　果（順位）

↓色つきは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、順延または中止

　第3回多可町女子親善ソフトボール大会 － 中央公園Ｇ 11/22

　公民館親善ソフトボール大会（シニア） － 中央公園Ｇ 11/22

　公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）　予選 － ガルテン八千代Ｇ 7/26

　第18回多可町硬式バレーボール選手権大会 － アスパルアリーナ 11/22

　第26回多可町ソフトテニス大会 － ガルテン八千代テニスコート 10/25

　公民館親善野球大会　予選 － 中央公園Ｇほか 11/15

　公民館親善野球大会　決勝 － ガルテン八千代Ｇ 11/29

　公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）決勝 － ガルテン八千代Ｇ 8/2

　第9回多可町柔道大会 － 加美中学校挌技場 中止

　公民館親善ソフトボール大会（フリー）予選 － 中央公園Ｇほか 10/25

　公民館親善ソフトボール大会（フリー）決勝 － ガルテン八千代Ｇ 11/8

　公民館親善男女別家庭バレーボール大会 － アスパルアリーナほか 中止

　第15回多可町ソフトボール選手権大会 予選 － ガルテン八千代Ｇ 中止

　第27回多可町ソフトテニス大会 － 加美運動公園テニスコート 11/8

　第15回多可町ソフトボール選手権大会　決勝 － ガルテン八千代Ｇ 中止

  第12回多可町野球選手権大会 － ガルテン八千代Ｇ 中止

1月1日 　新春浅香山ご来光登山 － 浅香山（中区） 中止

2月14日 　第１回多可町リレーマラソン大会 － 加美中学校周辺コース 延期

3月14日 　第14回多可町バスケットボール大会 － アスパルアリーナほか 延期

5月31日

10月18日

8月9日

6月21日

8月2日

11月15日

10月25日

10月25日

令和２年度　多可町体育協会事業結果報告

6月7日

7月12日

6月28日

5月10日

5月10日

6月14日

変更日

7月26日

6月14日

開催日



開催大会

大　　会　　名 参加数 会　場

結　果（順位）

　公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）予選 13チーム ガルテン八千代Ｇほか

　公民館親善ソフトボール大会（40歳以上）決勝 4チーム ガルテン八千代Ｇ

　第13回多可町バスケットボール大会 10チーム アスパルアリーナ

　　　Ａリーグ　①とぅーまず　　　②山南クラブ　

　　　Ｂリーグ　①多可町バスケットボール教室　②多可ＢＳＫ

　　　Ｃリーグ　①ＲＡＩＮＢＯＷ　②ＵＮＩＯＮ

　第14回多可町男女別家庭バレーボール大会 4チーム アスパルアリーナ

　第26回多可町ソフトテニス大会 男48、女18 ガルテン八千代テニスコート

　　　「男子１部」①平田竜也・三村桂太朗　　②吉田佳祐・高橋聖弥

　　　「男子２部」①稲垣敦・大久保ちづ子　　②松本依胤・田村心一

　　　「女子１部」①中谷陽南・浜田妃莉　　　②山下美帆・柏木結陽

　　　「女子２部」①橋間彩乃・大江冴映　　　②宮崎千咲・後藤唯香

　公民館親善ソフトボール大会（フリー）予選 14チーム 中央公園Ｇほか

　公民館親善ソフトボール大会（フリー）決勝 4チーム ガルテン八千代Ｇ

　第27回多可町ソフトテニス大会    男48、女16   加美運動公園テニスコート

　　　「男子１部」①吉田佳祐・高橋聖弥　　　②稲垣敦・小林裕一郎　

　　　「男子２部」①平田竜也・三村桂太朗　　②藤井宏矢・土井瑛太　

　　　「男子３部」①門脇悠祐・逸見明弘　　　②上田風太・西本蒼麻　　　 　　

　　　「女子１部」①中谷陽南・藤井理乃　　　②藤本真緒・井上愛香莉

　　　「女子２部」①橋間彩乃・大江冴映　　　②赤沼芽咲・竹谷心花

令和2年度多可町剣道大会 31名 アスパルアリーナ

　　　「小学生低学年の部」　　　　①足立穏大　②足立絢芽　③髙瀬遼太郎

　　　「小学生中学年の部」　　　　①大畠雄聖　②山田遙斗　③髙瀬真奈、橋本龍季

　　　「小学生高学年の部」　　　　①藤田愛美　②清水朝日　③足立心暖　

　　　「中学生男子１年生の部」　　①山田蒼士　②藤原遙人　③田中愛兜

　　　「中学生女子１年生の部」　　①福本紗弥　②石塚夢華　③桑村泉那、堀口姫加

　　　「中学生男子２、３年生の部」①大畠秀介　②笹倉宙大　③三村太志、増井響

　公民館親善野球大会 4チーム 加美運動公園野球場

　　①鍛冶屋公民館　②安楽田公民館　③三川公民館、中村町公民館

　第3回多可町女子親善ソフトボール大会 － 中央公園Ｇ

　公民館親善ソフトボール大会（シニア） 4チーム 中央公園Ｇ

　第18回多可町硬式バレーボール選手権大会 － アスパルアリーナ

　　　※参加チームなしのため中止

第15回多可町卓球大会 22名 アスパルアリーナ

　　「男子１部」①吉田宜功　②岩澤勇也　　③大西隆弘、藤本潤也

　　「男子２部」①芝和男　　②吉田楓将　　③岡本重郎、長谷川輝一　

　　「女子の部」①伊藤夕子　②竹内智恵子　③藤本久美、廣畑美波

11月22日

11月22日
　　　※参加チームなしのため中止

   　①三川民館　②岸上公民館　③下野間公民館、曽我井公民館

7月26日
　　（決勝進出）下野間公民館、的場公民館、鍜冶屋公民館、俵田公民館

10月25日

　　　「男子の部」エントリーなしのため中止

11月15日

　　　「女子の部」①ＰＩＥＣＥ　②ＳＨＩＲＡＴＡＭＡ

　　　（決勝進出）三川公民館、鍛冶屋公民館、的場公民館、中安田公民館

11月8日
　　　①的場公民館　②鍛冶屋公民館　③三川公民館、中安田公民館

11月22日

8月2日
　　　①下野間公民館　②的場公民館　③俵田公民館、鍛冶屋公民館

10月25日

11月15日

11月29日

10月25日

10月18日

11月8日

開催日
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