
令和４年度種目別スポーツ事業（案） 令和４年４月１日現在

No. 事　　業　　名 主管団体 期　日 会　場 参加対象

1 第68回福井市民ソフトボール大会 ソフトボール協会 4月10日～7月30日 市スポーツ公園他 福井市民、市内勤務者

2 令和4年度福井市長旗争奪市民ソフトボール大会 ソフトボール協会 8月7日～11月20日 市スポーツ公園他 福井市民、市内勤務者

3 令和4年度福井市長杯争奪壮年ソフトボール大会 ソフトボール協会 8月14日～28日 市スポーツ公園他 福井市民、市内勤務者

4 福井市協会長杯争奪実年ソフトボール大会 ソフトボール協会 10月23日～30日 市スポーツ公園他 福井市民、市内勤務者

5 春季市長杯バドミントン大会 バドミントン協会 5月8日・15日 北体育館 市民､市内在学勤務者､会員

6 レディースバドミントン大会 バドミントン協会 10月2日 北体育館 学生以外の女性

7 学童バドミントン大会 バドミントン協会 10月9日 福井市体育館 市内小学生

8 秋季市長杯バドミントン大会 バドミントン協会 11月23日・27日 北体育館 市民､市内在学勤務者､会員

9 第12回福井市陸上競技記録会 陸上競技協会 10月29日 9.98スタジアム 小学、中学、高校

10 福井市民陸上競技教室 陸上競技協会 11月 市スポーツ公園 幼児～小学生

11 第67回森田駅伝競走大会 陸上競技協会 11月13日 森田駅伝コ-ス　　　
市内事業所、同好ｸﾗﾌﾞ、高校,中学校、
福井市地区対抗,体振、森田地区

12 第144回福井市長旗争奪高等学校野球（春季）大会 野球連盟 4月1日～4月3日 市フェニックススタジアム 市内高校生

13 第71回福井市民野球大会 野球連盟 4月17日～7月31日 市フェニックススタジアム他 福井市民または市内勤務（通学）者

14 第145回福井市長旗争奪高等学校野球（秋季）大会 野球連盟 8月19日～8月21日 市フェニックススタジアム 市内高校生

15 小学生ソフトテニス教室 ソフトテニス連盟 4月9日～11月26日(毎週土曜) 西公園テニスコート他 福井市内小学生

16 福井市ソフトテニス選手権大会 ソフトテニス連盟 5月15日(予備日22日) 西公園テニスコート 福井市民、市連盟に所属している者

17 福井市長杯ソフトテニス団体大会 ソフトテニス連盟 7月10日 西公園テニスコート 市連盟の職域・ｸﾗﾌﾞ(中・高･大学ﾁｰﾑ含)

18 福井市民ソフトテニスインドア大会 ソフトテニス連盟 1月22日 福井市体育館 福井市民、市連盟に所属している者

19 春季市長杯卓球大会 卓球協会 5月4日～5日 福井市体育館 小学、中学、高校、一般

20 ラージボール大会 卓球協会 8月6日～7日 福井市体育館 一般

21 秋季市長杯卓球大会 卓球協会 10月22日～23日 福井市体育館 小学、中学、高校、一般

22 福井市卓球選手権大会 卓球協会 2月4日～5日 福井市体育館 小学、中学、高校、一般

23 第54回福井市テニス選手権大会 テニス協会 10月9・10日(予備15日) 市わかばテニスコート 協会員及び市居住者

24 第40回秋季福井市ダブルステニスト－ナメント テニス協会 11月13日 西公園テニスコート 協会員及び市居住者

25 第57回福井市長杯室内テニス選手権大会 テニス協会 12月10・11日、１月8・9日 福井市体育館 小中学生、協会員及び市居住者

26 第41回春季福井市シングルステニスト－ナメント テニス協会 3月12日（予備18日） 市わかばテニスコート 協会員及び市居住者

27 弓道体験・弓道教室 弓道協会 5月21日、6月2日～8月10日(20回) 市弓道場 市民または市内勤務・在学者

28 福井市弓道遠的選手権大会 弓道協会 7月3日 県立武道館 高校弓道部、協会会員

29 福井市弓道場開設記念50射会 弓道協会 10月10日 市弓道場　　　　　 協会会員

30 第53回福井市弓道選手権大会 弓道協会 11月3日、20日 県立武道館、市弓道場 中学、高校弓道部、協会会員

31 第45回福井地区少年剣道錬成大会 剣道連盟 10月23日 県立武道館 市内剣道教室に在籍する小学生

32 令和4年度福井市剣道選手権大会 剣道連盟 3月5日 県立武道館 市内の小学生

33 第51回市民バスケットボール大会 バスケットボール協会 3月5日・12日・19日 南体育館 一般男女

34 第30回福井市少年空手道選手権大会 空手道連盟 5月29日 県立武道館 幼児、小学、中学

35 福井市空手道フェスティバル 空手道連盟 2月上旬 丸岡城 幼児～一般

36 福井市長杯ライフル射撃大会 ライフル射撃協会 6月12日 県立ライフル射撃場　 市民または市内勤務・在学者

37 春季ウエイトリフティング教室 ウエイトリフティング協会 5月6日～27日 市ウエイトリフティング練習場　 一般

38 福井市ベンチプレス大会 ウエイトリフティング協会 3月19日 市ウエイトリフティング練習場　 一般

39 ビギナー大会 アーチェリー協会 10月中旬 県立アーチェリーセンター　　　 初心者講習会参加者

40 福井市アーチェリー選手権大会 アーチェリー協会 10月下旬 県立アーチェリーセンター　　　 オープン

41 第39回福井市長杯争奪ゲートボール大会 ゲートボール協会 8月7日 すこやかドーム 協会登録者

42 第42回福井市ゲートボール選手権大会 ゲートボール協会 9月11日 すこやかドーム 協会登録者



No. 事　　業　　名 主管団体 期　日 会　場 参加対象

43 第53回福井市婦人バレーボール大会 バレーボール協会 9月11日・9月25日 体育館・西体育館 ママさん

44 第14回福井市長杯小学生バレーボール大会 バレーボール協会 12月18日 福井市体育館他 小学生

45 令和4年度福井市バレーボール協会長杯中学生バレーボール大会 バレーボール協会 １月7日 福井市体育館 中学生

46 第32回福井市春季ソフトバレーボール大会 バレーボール協会 3月12日 福井市体育館 一般

47 福井市リーグ2022　ヤングサッカーの部 サッカー協会 ４月3日～10月23日 スポーツ公園・藤岡 一般、高校生

48 福井市リーグ2022　シニアO-35の部 サッカー協会 ４月3日～10月 スポーツ公園・藤岡 一般

49 福井市リーグ2022　フットサルの部 サッカー協会 ４月17日～3月12日 美山トレセン・きららパーク 一般、高校生

50 市民銃剣道教室 銃剣道連盟 5月22日 県立武道館 成年、少年

51 福井市銃短剣道錬成会 銃剣道連盟 10月16日 県立武道館 成年、少年

52 第55回福井地区中学校駅伝競走大会 福井地区中学校体育連盟 9月14日(予備日15日) 市スポーツ公園特設コース 福井地区中学生

53 初心者なぎなた教室 なぎなた連盟 5月9日～6月2日 県立武道館、成和中学校体育館 小中高校生、一般

54 第36回福井市民なぎなた大会 なぎなた連盟 12月18日 県立武道館　　 小中高校生、一般

55 市長杯ヨットレース大会 ヨット協会 6月5日 鷹巣海岸沖　　　 ヨット愛好者

56 第35回市長杯争奪ボウリング競技大会 ボウリング連盟 11月20日 ＷＡＶＥ４０　　　　　　　　　 福井市民または市内勤務者

57 第35回少林寺拳法福井市大会 少林寺拳法協会 9月18日 県立武道館 小中高大学、一般

58 第42回福井市バウンドテニス選手権（団体戦） バウンドテニス協会 9月4日 西体育館 福井市民

59 第42回福井市バウンドテニス選手権（個人戦） バウンドテニス協会 2月12日 北体育館 福井市民

60 第74回福井市エスキーテニス大会 エスキーテニス協会 ４月17日 福井市体育館 福井市民

61 第75回福井市エスキーテニス大会 エスキーテニス協会 9月4日 福井市体育館 福井市民

62 第26回福井市長杯エスキーテニス大会 エスキーテニス協会 1月29日 福井市体育館 福井市民

63 福井市カヌーポロ選手権大会 カヌー協会 7月17日 北潟湖 福井市民と県内のカヌー愛好者

64 福井市民カヌー教室 カヌー協会 7月24日 白浜漁港 福井市民

65 福井市カヌースプリント選手権大会 カヌー協会 10月29日 北潟湖 福井市民と県内のカヌー愛好者

66 柔道教室 柔道連盟 10月17日～3月中旬 県柔道整復師会館 幼児から一般まで

67 第26回福井市アマチュアゴルフ選手権大会 ゴルフ協会 4月25日 フォーレスト福井GＣ 福井市民

68 第31回福井市民ゴルフ大会 ゴルフ協会 8月8日 フォーレスト福井GＣ 福井市民

69 ボクシング体験教室 ボクシング連盟 12月10日 県営体育館内ボクシング練習室他 福井市民または市内勤務（通学）者

70 第29回福井市協会長杯春季グラウンド・ゴルフ大会 グラウンド・ゴルフ協会 4月10日 市スポーツ公園 協会会員

71 第30回福井市長杯秋季グラウンド・ゴルフ大会 グラウンド・ゴルフ協会 10月2日 市スポーツ公園 協会会員

72 第54回福井市インディアカ大会 インディアカ協会 6月5日 東体育館 福井市民または市内勤務（通学）者

73 第55回福井市インディアカ大会 インディアカ協会 12月4日 北体育館 福井市民または市内勤務（通学）者

74 2023福井勤労者綱引フェスティバル 綱引協会 １月15日 北体育館 県内の一般チーム

75 第72回福井市長杯マレットゴルフ大会 マレットゴルフ協会 4月16日 市スポーツ公園 福井市ＭＧ協会会員

76 マレットゴルフ教室 マレットゴルフ協会 5月18日～6月29日 市スポーツ公園 福井市民又は市内勤務(通学)者

77 第73回福井市長杯マレットゴルフ大会 マレットゴルフ協会 9月24日 市スポーツ公園 福井市ＭＧ協会会員

78 市民スキー教室 スキー協会 2月5日 九頭竜スキー場 福井市民又は市内勤務(通学)者

79 福井市スケート教室 スケート協会 2月19日 ニューサンピア敦賀　アイスアリーナ 福井市内5歳～中学生

80 第47回福井市少年相撲大会 相撲連盟 6月25日 県立武道館 小学生

81 第6回福井市スポーツ吹矢大会 スポーツ吹矢協会 10月29日 西体育館 協会会員

82 福井ｼﾙﾊﾞｰﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ「第26回ｺﾞｰﾙﾄﾞの部大会」「第24回女性の部大会」 ｼﾙﾊﾞｰﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 8月28日 北体育館 福井市民

83 第8回福井市スティックリング選手権大会 スティックリング協会 1月28日 市体育館 協会会員


