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第１号議案 

  平成２８年度事業報告について 

◇平成２８年度事業報告 

平成２８年度において、各加盟競技団体と連携を密にするとともに、以下の各種事業を実施

することにより、競技スポーツの普及振興と生涯スポーツの向上に努めた。 

  

１ 組織の強化  

（１）第１回運営委員会 

 

     日 時  平成２８年６月９日（木） 午後２時３０分～ 

      

場 所  アウィーナ大阪「二上の間」 

      

案 件  平成２７年度事業報告について 

     

 報 告  ・「平成２７年度未来アスリート支援事業」について 

          ・「平成２８年度スポーツ功労表彰」の推薦について 

           

（２）第１回総務委員会 

 

     日 時  平成２９年１月１６日（月） 午後４時～ 

      

場 所  アウィーナ大阪「会議室」 

      

案 件  「平成２８年度スポーツ功労表彰」の選考について 

 

（３）第２回運営委員会 

 

  日 時  平成２９年１月３１日（火） ※書面表決にて実施 

   

案 件  「平成２８年度スポーツ功労表彰」について 
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（４）第３回運営委員会 

 

     日 時  平成２９年３月８日（水） 午後２時３０分～ 

      

場 所  アウィーナ大阪「葛城東の間」 

      

案 件  平成２９年度事業計画について 

       

報 告  ・「平成２９年度第１回運営委員会」について 

・「未来アスリート支援事業」について 

 

 

２ 市民スポーツ大会の振興 

 （１）都市間交流スポーツ大会 

     大会名称  第１３回都市間交流スポーツ横浜大会 

     主  催 （公財）横浜市体育協会 

     共  催 （公財）神戸市スポーツ教育協会、（公財）京都市体育協会 

（一財）大阪スポーツみどり財団 大阪市体育協会 

（公財）名古屋市教育スポーツ協会（名古屋市体育協会） 

     日  時  平成２８年７月２日（土）～ １７日（日） 

     会  場  三ツ沢公園庭球場、横浜文化体育館、ＩＨＩ横浜事業所相撲場、 

関東学院大学 金沢文庫キャンパス野球場、保土ヶ谷公園軟式野球場、 

本牧市民公園庭球場、ハマボール、神奈川スポーツセンター、 

神奈川県立武道館弓道場、慶應義塾大学日吉グランド、平沼記念体育館 

            

     実施種目  以下の１３競技種目（競技結果は下記の表のとおり） 

            ソフトテニス・バスケットボール・軟式野球・バドミントン 

相撲・弓道・ソフトボール・テニス・ハンドボール・ボウリング 

空手道・ホッケー・家庭婦人バレーボール 
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1位 2位 3位 4位 5位 6位

男　子 京都市 名古屋市 横浜市

女　子 京都市 名古屋市 横浜市

総　合 大阪市 名古屋市 横浜市

形個人・小学生男子 名古屋市 横浜市 神戸市

形個人・小学生女子 京都市 名古屋市 神戸市

形個人・中学生男子 神戸市 横浜市 大阪市

形個人・中学生女子 大阪市 横浜市 京都市

形個人・成年男子 大阪市 名古屋市 横浜市

形個人・成年女子 名古屋市 神戸市 横浜市

団体組手 大阪市 名古屋市 京都市

男子団体 名古屋市 横浜市A 京都市

男　子 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市 横浜市

女　子 大阪市 横浜市 神戸市 名古屋市 京都市

男　子 大阪市 名古屋市 神戸市 横浜市 京都市

女　子 京都市 神戸市 横浜市 大阪市 名古屋市

男　子 横浜市A 大阪市 神戸市 京都市 横浜市Ｂ 名古屋市

女　子 神戸市 名古屋市 大阪市 横浜市Ａ 横浜市Ｂ 京都市

京都市 横浜市

大阪市 名古屋市

横浜市

横浜市

9 　テニス
７月　９日（土）
      １０日（日）

　本牧市民公園庭球場 男女混合 京都市 大阪市 名古屋市 神戸市 横浜市

団体総合（男子） 大阪市 神戸市 横浜市 名古屋市 京都市

団体総合（女子） 名古屋市 横浜市 神戸市 大阪市 京都市

11 　家庭婦人バレーボール
７月　９日（土）
      １０日（日）

　平沼記念体育館 女　子 横浜市 大阪市 京都市 名古屋市 神戸市

12 　ホッケー
７月　９日（土）
      １０日（日）

　慶應義塾大学日吉グランド 男　子 横浜市 名古屋市 京都市 大阪市

13   バドミントン ７月１７日（日） 　平沼記念体育館 男女混合 横浜市 大阪市 名古屋市 神戸市

第１３回都市間交流スポーツ横浜大会　競技結果一覧

※９日（土）雨天中止競技：ソフトテニス、軟式野球、ソフトボール、テニス

順  　位

5 　ソフトテニス

6 　バスケットボール
７月　９日（土）
      １０日（日）

　横浜文化体育館

3 　相撲

No. 種　目 開催期日 開催会場

　軟式野球
７月　９日（土）
      １０日（日）

　関東学院大学 金沢文庫
　キャンパス野球場

男　子 

部　別

７月　９日（土）
      １０日（日）

　三ツ沢公園庭球場

8

　IHI横浜事業所相撲場

男子個人 名古屋市 京都市 名古屋市

10 　ボウリング
７月　９日（土）
      １０日（日）

　ハマボール

女　子 大阪市

7月　9日（土）

　空手道 7月　3日（日） 　神奈川スポーツセンター

1 　ハンドボール 7月　2日（土） 　平沼記念体育館

2

名古屋市

4 　弓道 ７月１０日（日） 　神奈川県立武道館弓道場

　ソフトボール
７月　９日（土）
      １０日（日）

　保土ヶ谷公園軟式野球場

7



4 

 

No. 行催事名 申請団体名 開催場所

1 第43回大阪市空手道選手権大会（大阪市体育協会会長杯） 大阪市空手道連盟 28.4.17 大阪市中央体育館

2 第21回大阪市長杯・第10回大阪市体育協会会長杯弓道大会 大阪市弓道協会 28.4.24 大阪城弓道場

3 第15回大阪市体育協会会長杯・ボウリング競技会 大阪市ボウリング協会 28.5.22 大阪市北区梅田・桜橋ボウル

4 大阪市体育協会会長杯第21回大阪市レディースソフトボール大会 大阪市ソフトボール協会 28.5.8 ・ 28.5.15 舞洲運動広場

5 大阪市体育協会会長杯大阪陸上競技カーニバル 一般財団法人大阪陸上競技協会 28.4.24 ヤンマーフィールド長居

6 大阪市体育協会会長杯第22回大阪市PTA交流大会 大阪市バドミントン協会 28.6.12 大阪市立東淀川体育館

7 大阪市体育協会会長杯第10回一般男子選手権大会 大阪市ソフトボール協会 28.6.26 ・ 28.7.31 舞洲運動広場

8 第10回大阪市体育協会会長杯新体操ジュニア選手権大会 大阪体操協会 28.7.16 ～ 28.7.17 府民共済SUPERアリーナ

9 平成28年度大阪市長杯 兼 大阪市体育協会会長杯クラブ対抗テニス大会 大阪市テニス協会 28.10.29 ・ 28.10.30 靱テニスセンター

10 第10回大阪市体育協会会長杯 兼 第71回大阪府夏季軟式野球大会（B・C級） 大阪市軟式野球連盟 28.9.4 ～ 28.9.25 住之江公園野球場　他

11 第10回大阪市体育協会会長杯 兼 第36回大阪府秋季少年軟式野球大会 大阪市軟式野球連盟 28.10.15 ～ 28.11.13 吹田グラウンド他

12 第11回大阪市体育協会会長杯 大阪市ソフトテニス連盟 28.9.3 山之内西庭球場

13 平成28年度大阪市体育協会会長杯第10回大阪市スポーツチャンバラ選手権大会 大阪スポーツチャンバラ協会 28.10.23 大阪市立成育小学校 体育館

14 第10回大阪市体育協会会長杯平成28年度大阪市なぎなた連盟錬成大会 大阪市なぎなた連盟 28.11.27 大阪市中央体育館

15 平成28年度大阪市体育協会 会長杯 ラグビーフットボール大会 並び 交流大会 大阪市ラグビーフットボール協会 28.10.23 鶴見緑地球技場

16 大阪市体育協会会長杯第35回フリーテニス大阪大会 大阪フリーテニス協会 29.1.9 大阪市中央体育館（サブアリーナ）

17 大阪市体育協会会長杯バスケットボール・ジュニア選手権大会2017 大阪市バスケットボール協会 29.2.19 中央体育館サブアリーナ

18 大阪市体育協会会長杯第9回大阪バトントワーリング競技大会 大阪バトン協会 29.1.28 舞洲アリーナ

19 第11回体育協会「会長杯」審判員研修ゲートボール大会 大阪市ゲートボール連盟 29.3.4 29.3.18 長居公園運動場

20 第10回大阪市体育協会会長杯 兼 第71回大阪府春季軟式野球大会（Ａ級） 大阪市軟式野球連盟 29.3.1 ～ 29.3.10 住之江公園野球場

21 第8回大阪市銃剣道協会大会 兼 大阪市体育協会会長杯 大阪市銃剣道協会 29.2.19 大阪市立味原小学校

開催日

 

 

（２）各種スポーツ大会支援事業 

① 大阪市体育協会会長杯（賞）の実施 

大阪市体育協会が後援する大会の支援事業の一環として、平成１８年度から大阪市体育協会

会長杯（賞）を設け、会長杯（賞）に指定した大会において、会長杯・賞状・レプリカを交付

した。 

 

実施状況 
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（３） 後援事業  

実施状況 

 

 

 

No. 行催事名 申請団体名 開催場所 区分

1 2016水都大阪アクアスロン大阪城大会
２０１６水都大阪アクアスロン
大阪城大会実行委員会

28.6.5 大阪市内 財団

2 平成28年度全日本カデ柔道体重別選手権大会 大阪府柔道連盟 28.4.10 大阪なみはやドーム（サブアリーナ） 市体協

3 第35回大阪市長杯 兼 大阪市テニス選手権大会 兼 大阪市市民大会 大阪市テニス協会 28.4.9 ～ 28.4.10 靱テニスセンター 市体協

4 第43回大阪市空手道選手権大会（大阪市体育協会会長杯） 大阪市空手道連盟 28.4.17 大阪市中央体育館 市体協

5 第21回大阪市長杯・第10回大阪市体育協会会長杯弓道大会 大阪市弓道協会 28.4.24 大阪城弓道場 市体協

6 第15回大阪市体育協会会長杯・ボウリング競技会 大阪市ボウリング協会 28.5.22 大阪市北区梅田・桜橋ボウル 市体協

7 第35回大阪市長杯わんぱく相撲大阪市大会 一般社団法人大阪青年会議所 28.5.1 エディオンアリーナ大阪 財団

8 大阪市体育協会会長杯第21回大阪市レディースソフトボール大会 大阪市ソフトボール協会 28.5.8 ・ 28.5.15 舞洲運動広場 市体協

9 大阪市体育協会会長杯大阪陸上競技カーニバル 一般財団法人大阪陸上競技協会 28.4.24 ヤンマーフィールド長居 市体協

10 2016さわやか第35回「大阪一輪車競技会」 大阪一輪車協会 28.5.29 日本万国博覧会記念競技場 市体協

11 第6回大阪マラソン　～OSAKA MARATHON 2016～ 大阪マラソン組織委員会 28.10.30 大阪市 市体協

12 第6回大阪マラソン　～OSAKA MARATHON 2016～ 大阪マラソン組織委員会 28.10.30 大阪市 財団

13 大阪市体育協会会長杯第22回大阪市PTA交流大会 大阪市バドミントン協会 28.6.12 大阪市立東淀川体育館 市体協

14 第48回大阪市長杯・ボウリング競技大会 大阪市ボウリング協会 28.6.12 イーグルボウル 市体協

15 第21回マルちゃん杯近畿少年柔道大会 大阪府柔道連盟 28.5.22 大阪市中央体育館 市体協

16 平成28年度「春季」ゲートボール大会 大阪市ゲートボール連盟 28.5.7 長居公園運動場 市体協

17 第38回西日本軟式野球大会【1部】 大阪府軟式野球連盟 28.5.20 ～ 28.5.23 舞洲ベースボールスタジアム他 市体協

18 大阪市体育協会会長杯第10回一般男子選手権大会 大阪市ソフトボール協会 28.6.26 ・ 28.7.31 舞洲運動広場 市体協

19 第48回卓球まつり ＮＰＯ法人ＰＷＪＯ（ピュージョ） 28.7.10 阿倍野スポーツセンター 財団

20 第23回大阪市トランポリン競技大会 大阪市トランポリン協会 28.7.3 阪南大学（GYCホール） 市体協

21 第10回大阪市体育協会会長杯新体操ジュニア選手権大会 大阪体操協会 28.7.16 ～ 28.7.17 府民共済SUPERアリーナ 市体協

22 平成28年度大阪市障がい者スポーツ指導者養成講習会（初級） （社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会 28.7.24 ・ 28.7.31
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター

大阪市長居障がい者 財団

23 体操フェスティバル2016OSAKA
ＮＰＯ法人MGLA
（体操リーダー連絡協議会）

28.10.16 大阪市中央体育館 財団

24 平成28年度大阪市長杯 兼 大阪市体育協会会長杯クラブ対抗テニス大会 大阪市テニス協会 28.10.29 ・ 28.10.30 靱テニスセンター 市体協

25 「レディース＆メンズ」ゲートボール大会 大阪市ゲートボール連盟 28.7.9 長居公園運動場 市体協

26 第10回大阪市体育協会会長杯 兼 第71回大阪府夏季軟式野球大会（B・C級） 大阪市軟式野球連盟 28.9.4 ～ 28.9.25 住之江公園野球場　他 市体協

27 第10回大阪市体育協会会長杯 兼 第36回大阪府秋季少年軟式野球大会 大阪市軟式野球連盟 28.10.15 ～ 28.11.13 吹田グラウンド他 市体協

28 第11回大阪市体育協会会長杯 大阪市ソフトテニス連盟 28.9.3 山之内西庭球場 市体協

29 日本拳法総合選手権大会 一般財団法人日本拳法全国連盟 28.9.18 大阪市中央体育館 市体協

30 全日本ジュニアテニス選手権大会’16 関西テニス協会 28.8.8 ～ 28.8.17
靱テニスセンター
江坂テニスセンター

財団

開催日
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31 第19回アベノカップ（阿倍野区長杯）卓球 ＮＰＯ法人ＰＷＪＯ（ピュージョ） 28.8.28 阿倍野スポーツセンター 財団

32 第11回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 公益社団法人大阪府剣道連盟 28.9.18 舞洲アリーナ 市体協

33 第14回関西青少年合気道競技大会
特定非営利活動法人
昭道館合気道連盟

28.7.24 住吉武道館 財団

34 第16回全日本中学生男女ソフトボール大会 大阪府ソフトボール協会 28.8.12 ～ 28.8.14 舞洲運動広場 財団

35 第14回大阪市民招待テニス教室 大阪市立大学硬式庭球部 28.12.10 大阪市立大学テニスコート 財団

36 大阪市長杯2016世界スーパージュニアテニス選手権大会 関西テニス協会 28.10.15 ～ 28.10.23 靱テニスセンター 財団

37 平成28年度大阪市体育協会会長杯第10回大阪市スポーツチャンバラ選手権大会 大阪スポーツチャンバラ協会 28.10.23 大阪市立成育小学校 体育館 市体協

38 第10回大阪市体育協会会長杯平成28年度大阪市なぎなた連盟錬成大会 大阪市なぎなた連盟 28.11.27 大阪市中央体育館 市体協

39 平成28年度大阪市体育協会 会長杯 ラグビーフットボール大会 並び 交流大会 大阪市ラグビーフットボール協会 28.10.23 鶴見緑地球技場 市体協

40 第36回大阪国際女子マラソン・2017大阪ハーフマラソン 大阪国際女子マラソン組織委員会 29.1.29 大阪市内 財団

41 第六回「八卦杯」太極柔力球日本選手権大会
特定非営利活動法人
日本太極柔力球連盟

28.10.9 堺市家原大池体育館 財団

42 第59回西日本なぎなた選手権大会・第59回大阪なぎなた大会 大阪なぎなた連盟 28.11.3 ・ 28.11.13
松原市民体育館
豊中市立千里体育館

市体協

43 2017国際親善女子車椅子バスケットボール大阪大会
国際親善車椅子バスケットボール
大阪大会実行委員会

29.2.9 ～ 29.2.11 大阪市中央体育館 財団

44 第49回卓球まつり ＮＰＯ法人ＰＷＪＯ（ピュージョ） 28.11.20 阿倍野スポーツセンター 財団

45 第7回西日本シニアボウリング競技大会 大阪市ボウリング協会 28.11.18 ～ 28.11.20 イーグルボウル 市体協

46
平成28年度障害者スポーツ振興事業 障害者スポーツ理解促進フェスティバル(大阪市会場)
「広げよう！障がい者スポーツの輪 ～わたし×障がい者スポーツ～」

（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会 28.11.13 なんばCITY ガレリアコート 財団

47
公益財団法人フィットネス21事業団助成事業
第32回　キッズサッカーフェスティバル

特定非営利活動法人
地域スポーツ振興協会

28.11.23 万博記念競技場 財団

48 平成28年度「秋季」ゲートボール大会 大阪市ゲートボール連盟 28.11.5 28.11.19 長居公園運動場 市体協

49 第13回大阪府女子剣道優勝大会 公益社団法人大阪府剣道連盟 28.11.19 東和薬品ラクタブドーム 市体協

50 第21回大阪武道祭 大阪府柔道連盟 29.2.12 大阪市中央体育館（サブアリーナ） 財団

51 第10回おおさか体操祭2016兼府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル 大阪体操協会 28.11.27 学校法人梅花学園　澤山記念館 市体協

52 2016アクティング・カップ アクティングスポーツ協会 28.12.18 大阪市中央体育館（メインアリーナ） 財団

53 第85回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 大阪府バレーボール協会 28.11.18 ～ 28.11.20 大阪市中央体育館 財団

54 大阪市体育協会会長杯第35回フリーテニス大阪大会 大阪フリーテニス協会 29.1.9 大阪市中央体育館（サブアリーナ） 市体協

55 大阪市体育協会会長杯バスケットボール・ジュニア選手権大会2017 大阪市バスケットボール協会 29.2.19 中央体育館サブアリーナ 市体協

56 大阪市体育協会会長杯第9回大阪バトントワーリング競技大会 大阪バトン協会 29.1.28 舞洲アリーナ 市体協

57 さわやか第25回「公式小学校一輪車技能認定記録会」 大阪一輪車協会 29.2.19 大阪市立堀江小学校 財団

58 第6回青少年合気道選抜選手権大会
特定非営利活動法人
昭道館合気道連盟

29.1.29 大阪市中央体育館（柔道場） 財団

59 第21回大阪市トランポリン・シャトル競技大会 大阪市トランポリン協会 29.2.12 阪南大学（GYＣホール） 市体協

60 第7回スポーツひのまるキッズ近畿小学生柔道大会
一般社団法人スポーツひのまるキッズ協会

（大阪府柔道連盟） 29.2.19 大阪市中央体育館 市体協

61 第11回体育協会「会長杯」審判員研修ゲートボール大会 大阪市ゲートボール連盟 29.3.4 29.3.18 長居公園運動場 市体協

62 第10回大阪市体育協会会長杯 兼 第71回大阪府春季軟式野球大会（Ａ級） 大阪市軟式野球連盟 29.3.1 ～ 29.3.10 住之江公園野球場 市体協

63 第8回大阪市銃剣道協会大会 兼 大阪市体育協会会長杯 大阪市銃剣道協会 29.2.19 大阪市立味原小学校 市体協
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３ スポーツ功労表彰事業 

 （１）平成２８年度スポーツ功労表彰 

    「大阪市体育協会スポーツ功労表彰規程」及び「スポーツ功労表彰規程内規」に基づき、平

成２８年度スポーツ功労表彰を行った。 

 

 （２）功労表彰の内容 

   ① 表彰項目 

     特別功労賞    体育協会の副会長として、長年にわたり団体運営及び事業運営の指

導に尽力し、大阪市のスポーツの振興と体育協会の発展に寄与した

者。 

     功労賞      体育協会の役員として、長年にわたり団体運営及び事業運営に尽力

し、大阪市のスポーツの振興と体育協会の発展に寄与した者。 

     団体功労賞    体育協会に加盟する団体役員として、長年にわたりその職務に精励

し、大阪市のスポーツの振興と団体の発展に寄与した者。 

     運営功労賞    体育協会に加盟する団体にあって、長年にわたりその団体の事業運

営に携わり、スポーツの振興と団体の発展に寄与した者。 

     優秀選手（団体）賞    ①都市間交流スポーツ大会において優勝した選手及び団体。 

②世界選手権大会や日本選手権大会レベルの競技大会において優秀

な成績（原則として優勝・国際大会にあたっては入賞以上）を収め

た選手及び団体。 

     スポーツ振興賞    大阪市の体育・スポーツの振興又は体育協会の発展に著しく貢献の

あった者及び団体。 

 

   ② 表彰式 

     日 時  平成２９年２月２１日（火）  午後５時００分～ 

     場 所  ヴィアーレ大阪  

     受賞者（団体） 団体功労賞     １７名 

            運営功労賞     １０名 

            優秀選手賞      ７名 

            優秀団体賞     ７団体 

                                 合計 ３４名、７団体 

 

     受賞者には会長名の表彰状及び記念品を授与した 
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 ４ 大阪市スポーツ振興関係者の集い 

     日 時  平成２９年２月２１日（火）開催 

     会 場  ヴィアーレ大阪 

     内 容  大阪市のスポーツ関係者が一堂に会し、記念講演と懇親会を実施した。 

     【記念講演】 午後６時３０分～ 

             講 師  沢松 奈生子氏（元プロテニスプレーヤー） 

             演 題 「ウィンブルドンの風に誘われて」 

     【懇 親 会】 午後７時３０分～ 

             次 第   

              主催者挨拶  大阪市体育協会会長 

              来賓挨拶   大阪市経済戦略局スポーツ事業担当課長 

              乾 杯    大阪市体育協会副会長 

              懇 談 

       出席者  ・大阪市体育協会役員及び加盟競技団体関係者 

            ・大阪市関係者（行政） ・スポーツ関係団体 

            ・大阪市体育協会 賛助会員  ・マスコミ関係者 

            ・（一財）大阪スポーツみどり財団  

以上 約１４０名 

 

５ その他 

 （１）政令指定都市体育協会研究協議会 

     政令指定都市（２０都市）が一堂に会し、各団体相互の情報交換及び調査・研究をするこ

とにより、各都市相互の体育・スポーツの振興を図ることを目的とする。 

     平成２８年度は、堺市体育協会が主管し、次のとおり実施した。 

     日 時  平成２８年９月２９日（木）～３０日（金） 

     場 所  ホテル・アゴーラリージェンシー堺 

     内 容  研究協議会及び情報交換会、施設見学 

     議 事  ・スポーツ指導者の人材育成及び社会的地位の向上について（仙台市）  

          ・障害者スポーツに関する取組について（京都市） 

          ・障害者差別解消法の施行に伴う指定管理者対応について（広島市） 

          ・体育協会における賛助会員の加入状況について（大阪市） 

          ・競技力向上事業について（岡山市） 

                    

 


