
堀川南体育協会 

 

1 平成 27年度事業報告 

１ 平成 27年度役員氏名 

 （１）会 長  山崎 弘行   （２）副 会 長  長江 聡 

 （３）理 事 長  奥野 逸郎   （４）事務局長   ― 

 （５）市評議員  山崎 弘行   （６）連絡責任者  山崎 弘行 

 

2 平成 27年度活動目標 

  スポーツを通じ、校区住民の親睦と健康増進、体力向上を図り、明るい地域づくりを目的とする。 

 

3 平成 27年度主な活動・成績 

大会名 実施日 種 別 優 勝 次 勝 

ビーチボール大会 5月 17日 Ａゾーン 160歳以上 堀川町 上堀・上堀南 

Ｂゾーン フリー 上堀・上堀南 大町 1区南部 

混合 1部 堀川本郷Ａ 本郷町 5区 

混合 2部 堀川本郷Ｂ 堀川本郷Ｂ 

ソフトボール大会 6月 7日 Ａゾーン 上堀・上堀南 本郷町 3区 

Ｂゾーン 下堀 本郷町 2区 

Ｃゾーン 本郷町 1区 大町 1区南部 

パークゴルフ大会 7月 20日 団体の部 堀川町Ａ 本郷町 1区Ａ 

個人の部（日本海）男子 富田 博明 渡辺 喜一 

         女子 岩城 朝子 河下 紀子 

個人の部（神 通）男子 岩林 甚一 中村 正明 

         女子 浦田 恵美子 金川 芳子 

グランドゴルフ大会 8月 22日  雨天中止  

住民大運動会 10月 4日  本郷町 4区 上堀・上堀南 

野球大会 10月 25日 Ａゾーン 上堀・上堀南 堀川町 

Ｂゾーン 本郷町 3区 上新保 

Ｃゾーン 本郷町 5区 本郷町 2区 

フレッシュテニス大会 11月 8日 1部 本郷町 1区Ａ 堀川本郷Ａ 

2部 清住町 下堀 

ソフトバレーボール大会 11月 22日  本郷町 1区 B 大町 1区南部 

バドミントン大会 12月 6日 Ａゾーン 本郷町 3区 本郷町 1区 A 

Ｂゾーン 上新保 上堀・上堀南 

Ｃゾーン 清住町 大町 1区南部 

卓球大会 2月 21日 団体戦 1部 本郷町 1区Ａ 上堀・上堀南 

団体戦 2部 堀川町 本郷町 3区Ｂ 

個人戦 林 俊一 加藤 義章 

 



 4 その他の特記事項 

 

 5 活動写真 
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堀川南体育協会 

 

2 平成 28年度事業計画 

１ 平成 28年度役員氏名 

 （１）会 長  山崎 弘行   （２）副 会 長  古川 淳・松本 恵子 

 （３）理 事 長  奥野 逸郎   （４）事務局長   ― 

 （５）市評議員  山崎 弘行   （６）連絡責任者  山崎 弘行 

 

2 平成 28年度活動目標 

  スポーツを通じ、校区住民の親睦と健康増進、体力向上を図り、明るい地域づくりを目的とする。 

 

3 平成 28年度主な活動計画 

大会名 実施日 種 別 会 場 

ビーチボール大会 5月 22日 女性の部 堀川南小学校体育館 

混合の部 

ソフトボール大会 6月 12日 Ａゾーン 堀川南小学校グラウンド他 

Ｂゾーン 

Ｃゾーン 

パークゴルフ大会 7月 17日 団体の部 富山市パークゴルフ場 

個人の部（日本海）男子 

         女子 

個人の部（神 通）男子 

         女子 

グランドゴルフ大会 8月 27日 団体の部 堀川南小学校グラウンド 

個人の部 

住民大運動会 10月 2日  堀川南小学校グラウンド 

野球大会 10月 23日 Ａゾーン 常願寺川公園グラウンド 

Ｂゾーン 

Ｃゾーン 

フレッシュテニス大会 11月 6日 1部 堀川南小学校体育館 

2部 

ソフトバレーボール大会 11月 20日  堀川南小学校体育館 

バドミントン大会 12月 4日 Ａゾーン 堀川南小学校体育館 

Ｂゾーン 

Ｃゾーン 

卓球大会 2月 19日 団体戦 1部 堀川南小学校体育館 

団体戦 2部 

個人戦 

 

4 その他の特記事項 


