
栗東市におけるスポーツの普及・振興に関する取り組み 

※（公財）栗東市スポーツ協会事業総会資料より抜粋 

 

１．スポーツの普及及び振興に関する事業 

   …スポーツを通じて、生涯スポーツの推進に寄与し、広くスポーツ振興にかかわる事業 
 
(1) 自主事業 

幅広い年齢層を対象とした誰もが気軽に参加できる健康づくり・体力づくり事業 
 
 1)はじめてのピンポン（卓球教室） 
 
 2)はじめてのテニス（テニス教室） 
 
 3)すっきり体操（体操教室） 
 
 4)乗馬教室 
 
 5)かんたんエアロ＆ストレッチ教室 
 
 6)はじめての卓球・野洲ポン（卓球教室） 
 
 7)グラウンド・ゴルフ月例会（グラウンド・ゴルフ大会） 
 
 8)歩こう会（ウォーキング・ハイキング） 
 
 9)いきいき運動教室（介護予防運動教室） 
 
 10)かんたんストレッチ教室 
 
 11)はじめてのバドミントン（サポート事業） 
 
 12)栗東市各種体育・スポーツ大会激励金交付事業 
 
(2) 市補助事業 
   余暇活動の場と市民の交流の一助として健康づくり・体力づくりを高める普及事業等 
 
 1)健康づくり事業・健康測定会 
 
 2)各種市民大会（ソフトテニス、卓球大会、ゲートボール、バドミントン、ゴルフ等）  等 
 
(3) 共催事業（栗東市との協働事業） 
 
 1)栗東市ロード競技三大会（競技大会）  

※ 野洲川運動公園（市施設）などを活用したスポーツ推進 
  【栗東市、教育委員会、スポーツ協会の三者による実行委員会事業】 

・くりちゃんファミリーマラソン 
・耐寒アベック登山大会 
・びわこ栗東駅伝～クロカン in 野洲川～ 

 
 2)栗東・馬に親しむ日（市民交流） 

【栗東市、ＪＲＡ栗東トレーニングセンターとの共催事業】 
 
 

資料５ 



２．青少年スポーツの育成に関する事業 

   …競技人口の底辺拡大と、本会加盟団体をはじめとする青少年のスポーツ団体の基盤整備と     
組織強化を図る事業 

 
(1) 自主事業 

 スポーツを通じた子どもの運動特性と発育発達の促進を踏まえた青少年の育成事業 
 
 1)栗東陸上教室 
 
 2)ジュニアテニス教室 
 
  3)ミニバスケットボール教室 
 
 4)ショートテニス教室   
 
 5)フットサル教室 
 
 6)ジュニアバドミントン教室 
 
 7)子ども卓球教室 
 
 8)ジュニアなんでも運動教室 
 
 
(2) 市補助事業 
   本会加盟団体をはじめとするスポーツ少年団の組織整備・強化を目的とした交付事業や青少
年   

のスポーツによる健全育成事業 
 
 1)スポーツ少年団育成事業 
 
 2)ジュニアレスリング教室    ※ 国民スポーツ大会関連 
 
 



※ 滋賀県ホームページより
国民スポーツ大会正式競技
陸上競技 全種別 彦根市 (仮称)彦根総合運動公園陸上競技場

水泳（オープンウォータースイミン 全種別 長浜市 長浜市南浜町地先特設会場

サッカー 成年男子 東近江市 布引運動公園陸上競技場

成年男子 東近江市 京セラ株式会社滋賀八日市工場総合グラウンド

少年女子 大津市 皇子山総合運動公園陸上競技場
少年女子 大津市 伊香立公園芝生グラウンド
少年女子 大津市 びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド

少年男子 守山市 野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク）

テニス 全種別 大津市 大石緑地スポーツ村テニスコート

ボート 全種別 大津市 滋賀県立琵琶湖漕艇場

ホッケー 全種別 米原市 県立伊吹運動場
全種別 米原市 米原市伊吹第1グラウンド

ボクシング 全種別 東近江市 東近江市能登川スポーツセンター体育館

バレーボール（6人制） 成年男子 草津市 草津市立総合体育館
成年女子 草津市 YMITアリーナ（くさつシティアリーナ）
少年男子 近江八幡市 近江八幡市立運動公園体育館
少年女子 守山市 守山市民体育館

バレーボール（ビーチバレーボール） 全種別 長浜市 長浜市南浜町地先特設会場

体操（競技） 全種別 大津市 新県立体育館

体操（新体操） 少年女子 大津市 新県立体育館

バスケットボール 成年男子 大津市 新県立体育館
少年男子 大津市 新県立体育館
成年女子 野洲市 野洲市総合体育館
少年女子 草津市 YMITアリーナ（くさつシティアリーナ）

レスリング 全種別 栗東市 栗東市民体育館

セーリング 全種別 大津市 大津市柳が崎特設セーリング会場

ウエイトリフティング 全種別 高島市 県立安曇川高等学校体育館

ハンドボール
成年男子・成年女
子・少年女子

彦根市 (仮称)彦根市新市民体育センター

成年男子・成年女
子・少年女子

彦根市 彦総グリーンアリーナ(彦根総合高等学校体育館)

少年男子・少年女子 近江八幡市 近江八幡市立運動公園体育館

少年男子・少年女子 近江八幡市 あづちマリエート

ソフトテニス 全種別 長浜市 長浜市民庭球場

卓球 全種別 野洲市 野洲市総合体育館

軟式野球 成年男子 近江八幡市 近江八幡市立運動公園野球場
成年男子 草津市 草津グリーンスタジアム
成年男子 守山市 守山市民球場
成年男子 甲賀市 甲賀市民スタジアム
成年男子 東近江市 ひばり公園湖東スタジアム
成年男子 日野町 大谷公園野球場

相撲 全種別 長浜市 長浜バイオ大学ドーム（滋賀県立長浜ドーム）

柔道 全種別 長浜市 木之本運動広場体育館

ソフトボール 成年男子 東近江市 布引運動公園多目的グラウンド
成年女子 高島市 今津総合運動公園第2グラウンド
少年男子 草津市 野村公園グラウンド

少年女子 守山市 守山市民運動公園ソフトボール場・市民スポーツ広場

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会  競技別競技会場一覧



フェンシング 全種別 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

バドミントン 全種別 大津市 新県立体育館

弓道 全種別 彦根市 （仮称）彦根市新市民体育センター

ライフル射撃（センター・ファイア・
ピストル）

全種別 大津市 滋賀県警察学校射撃場

剣道 全種別 湖南市 湖南市総合体育館

スポーツクライミング（ボルダリン
グ）

全種別 竜王町 竜王町総合運動公園

スポーツクライミング（リード） 全種別 竜王町 竜王町総合運動公園

カヌー（スプリント） 全種別 東近江市 東近江市能登川水車とカヌーランド

カヌー（スラローム、ワイルドウォー 全種別 大津市 瀬田川特設カヌー会場

アーチェリー 全種別 愛荘町 愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド

空手道 全種別 大津市 ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館）

銃剣道 全種別 高島市 新旭体育館

なぎなた 全種別 彦根市 パナソニック株式会社アプライアンス社彦根工場多目

ゴルフ 成年男子 栗東市 琵琶湖カントリー倶楽部
少年男子 甲賀市 ベアズパウジャパンカントリークラブ
女子 東近江市 名神八日市カントリー倶楽部

トライアスロン 全種別 近江八幡市 近江八幡市特設トライアスロン会場

国民スポーツ大会特別競技
高等学校野球 硬式 皇子山総合運動公園野球場

高等学校野球 軟式 甲賀市 甲賀市民スタジアム
高島市 今津スタジアム

国民スポーツ大会 公開競技
綱引 全種別 近江八幡市 近江八幡市立運動公園体育館

ゲートボール 全種別 長浜市 長浜バイオ大学ドーム（滋賀県立長浜ドーム）

パワーリフティング 全種別 栗東市 栗東市民体育館

グラウンド・ゴルフ 全種別 甲賀市 甲賀市水口スポーツの森

バウンドテニス 全種別 草津市 YMITアリーナ（くさつシティアリーナ）

全国障害者スポーツ大会正式競技（個人）

陸上競技 身体障害・知的障害 彦根市 （仮称）彦根総合運動公園陸上競技場

アーチェリー 身体障害 愛荘町 愛荘町スポーツセンター秦荘グラウンド

卓球（サウンドテーブルテニス含む）
身体障害・知的障
害・精神障害

野洲市 野洲市総合体育館

フライングディスク 身体障害・知的障害 甲賀市 甲賀市水口スポーツの森

ボッチャ 身体障害 甲賀市 新水口体育館

全国障害者スポーツ大会正式競技（団体）
バスケットボール 知的障害 大津市 新県立体育館

車いすバスケットボール 身体障害 大津市 新県立体育館

ソフトボール 知的障害 高島市 高島市今津総合運動公園第2グラウンド

グランドソフトボール 身体障害 東近江市 東近江市布引運動公園多目的グラウンド

バレーボール 身体障害 近江八幡市 近江八幡市立運動公園体育館
知的障害 湖南市 湖南市総合体育館
精神障害 草津市 草津市立総合体育館

サッカー 知的障害 守山市 野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク）

フットベースボール 知的障害 長浜市 長浜バイオ大学ドーム（滋賀県立長浜ドーム）

大津市


