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社団法人七尾市体育協会 

平成２３年度事業報告書 
（事業ごと） 

１． 大会 

 

Ⅰ．第６３回石川県民体育大会夏季大会 

 （１）期  日：平成２３年８月６日（土）～７日（日） 

 （２）主 会 場：白山市 

 （３）参加人数：７６６名 

 （４）成  績： 

 
男子 総合７位 女子 総合９位 

一般（８位） 壮年（５位） 一般（９位） 壮年（８位） 

優 勝 
バレーボール 

バスケットボール 

ゲートボール 卓球 

ボウリング 

 

準 優 勝 
 空手道 

オリエンテーリング 

オリエンテーリング  

３ 位 

体操 ソフトテニス 

テニス 

バスケットボール 

ラグビーフットボール 

体操 ソフトテニス 

 

Ⅱ．第６４回石川県民体育大会冬季大会 

 （１）期  日：平成２４年２月２５日（土）～２６日（日） 

 （２）場  所：白山市白峰 

    （３）参加人数：１５名 

    （４）成  績：男子総合７位（壮年６位） 

       女子総合５位（一般６位・壮年６位） 

 

Ⅲ．第６６回国民体育大会（おいでませ！山口国体） 

１１競技：監督５名、選手２２名出場 

石川県選手団天皇杯順位：３１位 

平成２３年１０月１日～１１日 

 

 

 

 

 



 

競技名 種別・種目 氏名 成績 

陸上競技 

成男 

ハンマー投 

 

選手 

 

遠藤 克哉 
 

 400ｍ、共通 800ｍ 

 共通 4×100ｍR 
選手 福島 滉一  

 やり投 選手 菊田 来輝  

バレーボール 

少男 監督 大塚 正則  

 選手 江守 龍太朗  

 選手 谷口 誘輝  

 選手 池尾 嘉治  

少女 選手 八十田 薫  

 選手 石坂 円  

 選手 久木 そよか  

バスケットボール 

成男 選手 多賀 正士 ３位 

少女 監督 岩端 由紀子  

 選手 林田 美佳  

 選手 鵜島 咲  

 選手 坂本 美樹  

 選手 小谷 弘美  

セーリング 

成女 

スピリッツ級 

シーホッパー級 

スモールリグ 

 

選手 

 

矢田 友美 
 

選手 法橋 美樹  

ソフトテニス 
成男 選手 木元 佑輔  

少男 選手 藤田 東喜央  

相撲 少男 監督 西田 竹志 ３位 

弓道 少男 選手 野田 明宏  

ライフル射撃 成男 選手 浜  良  

空手道  監督 杉本 年範  

なぎなた 
 監督 田中 千秋  

少女 中堅 選手 藤岡 葉月  

高等学校野球 硬式 選手 成松 逸斗  



 

Ⅳ．全国大会出場 

 

（１）小学生 

 

① 第２８回全日本小学生ソフトテニス選手権大会 

・ 平成２３年８月５日～７日 

・ 京都府 

・ 選手：奥原伊織、久保田未来 

 

② 第１０回ケンコーカップ全国ジュニアソフトテニス大会 

・ 平成２３年１２月２３日～２５日 

・ 埼玉県 

・ 七尾ジュニアソフトテニスクラブ 

監督：宮本猛 

選手：奥原伊織、久保田未来、出口翔大、杉本葵、森口貴文、

森口聖士 

 

③ 第２０回全国小学生バドミントン選手権大会 

・ 平成２３年１２月２３日～２７日 

・ 北海道 

・ 中島ジュニアバドミントンクラブ 

選手：福原輝弥 

 

 

（２）一般 

 

① 内閣総理大臣杯第２８回全日本世代交流ゲートボール大会 

・ 平成２３年７月３０日～３１日 

・ 埼玉県 

・ 七尾市ゲートボール協会 

選手：坂井昌行、松元一就、松元町子、松元風樹、松元美穂、

松元颯矢 

 

② 日本スポーツマスターズ２０１１石川大会水泳競技 

・ 平成２３年８月２７日～２８日 

・ 金沢市 

選手：加藤広一、野見輝夫、井筒康介 

 

 



 

③ 日本スポーツマスターズ２０１１石川大会ソフトテニス競技 

・ 平成２３年９月１７日～１９日 

・ 能登町 

・ 選手：田中啓誠 

 

④ 日本スポーツマスターズ２０１１石川大会軟式野球競技 

・ 平成２３年９月１７日～１９日 

・ 七尾市 

・ 七尾選抜 

監督：坂口和彦、ﾏﾈｰｼﾞｬｰ：古田功、ｽｺｱﾗｰ：寺井文裕 

選手：土倉卓、西川哲也、越中純、高直久、松崎健、大松征和、

受川俊和、森腰優志、坂口敏彦、松田直樹、石垣照光、

小林秀数、谷田部宏典、大森幸弘、松任勝成、石崎哲、

木村健一、受川清和 

・ 優勝 

 

⑤ ねんりんピック２０１１熊本大会弓道交流大会 

・ 平成２３年１０月１５日～１７日 

・ 熊本県 

・ 監督：岡本順文 

選手：岡本須賀子 

 

⑥ 第２４回全国スポーツ・レクリエーション祭スポレク“エコとち

ぎ”２０１１年齢別ソフトテニス大会 

・ 平成２３年１１月５日～８日 

・ 栃木県 

・ 選手：奥原外茂栄 

 

 

 

２． 式典・表彰 

 

Ⅰ．第６３回石川県民体育大会七尾市選手団結団壮行式 

 （１）日  時：平成２３年７月２８日（木）午後６時３０分 

 （２）会  場：七尾サンライフプラザ中ホール 

 （３）出  席：２４７名 

 

 



 

Ⅱ．（財）石川県体育協会功労者表彰式 

 （１）期  日：平成２３年８月６日（土） 

 （２）場  所：白山市鶴来総合文化会館クレインホール（県体開会式場） 

 （３）被表彰者：市体協推薦 

七尾市陸上競技協会  堀  和彦 

七尾市バスケットボール協会 山下 敏博 

競技団体推薦 

七尾市剣道連盟  神野 正博 

 

 

Ⅲ．第７回（社）七尾市体育協会功労者表彰式 

  平成２３年度体育功労賞受賞記念合同祝賀会 

 （１）日  時：平成２３年１１月４日（金）午後６時３０分 

 （２）会  場：あえの風 

 （３）出 席 者：１６７名 

 （４）表  彰：第７回（社）七尾市体育協会功労賞受賞者 ４名 

         （社）七尾市体育協会特別表彰      ３団体 

       （社）七尾市体育協会感謝状       １名 

         生涯スポーツ優良団体表彰（文部科学大臣表彰） なぎなた協会 

       生涯スポーツ優良団体表彰（石川県知事表彰） 体操協会 

       平成２３年度（財）石川県体育協会功労賞受賞者 ３名 

（５）被表彰者：社団法人七尾市体育協会功労賞受賞者 

    ソフトテニス協会  崎田 正人 

バレーボール協会  田村 行利 

バスケットボール協会  藤澤 至 

ソフトボール協会  麻生 清志 

            社団法人七尾市体育協会特別表彰 

野球協会（日本スポーツマスターズ２０１１軟式野球競技優勝 七尾市選抜）  

七尾市バスケットボール協会（県体一般男子３連覇） 

七尾市卓球連盟（県体一般女子２連覇） 

       社団法人七尾市体育協会感謝状 

オリエンテーリング 杉田 利一 

 

Ⅳ．平成２４年社団法人七尾市体育協会新年互礼会 

 （１）日  時：平成２４年１月２５日（水）午後６時３０分 

 （２）会  場：あえの風 

 （３）出 席 者：１４４名 

 

 



 

３． 広報活動事業 

Ⅰ．（社）七尾市体育協会だより第７号発刊事業 

 （１）発  刊：平成２３年１２月 

 （２）発刊部数：２３，０００部（Ａ４版 ６ページ） 

 （４）配 布 先：七尾市内全戸 

 

 

 

４． 主催事業 

 

Ⅰ．第７回七尾市民体育大会 

  （１）総合開会式 

・ 期  日：平成２３年５月２２日（日） 

・ 場  所：七尾総合市民体育館 

・ 参加人数：１３９名 

  （２）大会 

・ 期  日：平成２３年５月１５日～７月１０日 

 

 Ⅱ．第７回スポーツ医科学研究会 

  （１）期  日：平成２４年２月１６日（木） 

  （２）場  所：七尾美術館アートホール 

  （３）参加人数：１３８名 

（４）内  容：特別講演「夢をあきらめない」 

星稜高等学校サッカー部 監督 河崎 護 氏 

 

 

 

５． 総会 

Ⅰ．第１回総会 

 （１）日  時：平成２３年６月３０日（木）午後７時００分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 平成２２年度・事業報告（案）について 

② 平成２２年度・収支決算（案）について 

③ 平成２２年度・業務及び会計監査報告について 

④ 理事の辞任に伴う新理事の選出について 

⑤ その他 



 

 

 

Ⅱ．第２回総会 

 （１）日  時：平成２４年３月２３日（金）午後７時００分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 基本財産の一部取り崩しについて 

② 平成２４年度事業計画（案）について 

③ 平成２４年度収支予算（案）について 

④ 公益法人制度改革に伴う一般社団法人、公益社団法人 

の選定について 

⑤ その他 

 

 

 

６． 理事会 

Ⅰ．第１回理事会 

 （１）日  時：平成２３年６月３０日（木）午後６時００分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 平成２２年度・事業報告（案）について 

② 平成２２年度・収支決算（案）について 

③ 平成２２年度・業務及び会計監査報告について 

④ 理事の辞任に伴う新理事の選出について 

⑤ 七尾市フィールド射撃協会の加盟申請について 

⑥ その他 

 

 

Ⅱ．第２回理事会 

 （１）日  時：平成２３年３月２３日（金）午後７時００分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 基本財産の一部取り崩しについて 

② 平成２４年度・事業計画（案）について 

③ 平成２４年度・収支予算（案）について 

④ 公益法人制度改革に伴う一般社団法人、公益社団法人 

の選定について 

⑤ その他 

 

 

 



 

７． 専門委員会・諸会議 

 

Ⅰ．第１回総務委員会 

（１）日  時：平成２３年６月１４日（火）午後６時３０分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 石川県体育協会功労者推薦の選考ついて 

② 理事の選任について 

         ③ 七尾市フィールド射撃協会の体協加盟申請について 

       ④ 平成２３年度・正会員の異動状況について 

⑤ 平成２２年度・事業報告・収支決算について 

⑥ 平成２３年度・賛助会員について 

⑦ その他 

 

Ⅱ．第２回総務委員会 

 （１）日  時：平成２３年１０月７日（金）午後６時３０分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 第７回（社）七尾市体育協会功労者の選考ついて 

         ② 第７回（社）七尾市体育協会功労者表彰式・ 

平成２３年度体育功労賞受賞記念合同祝賀会について 

③ 平成２３年度・第６３回石川県民体育大会の成績につ

いて 

④ 全国大会激励金支給要項について 

⑤ 平成２３年度・賛助会費の納入状況について 

⑥ その他 

 

Ⅲ．第３回総務委員会 

 （１）日  時：平成２４年２月２３日（木）午後６時３０分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 体協功労者表彰式・新年互礼会の収支報告ついて 

② 全国大会激励金の支給報告について 

③ 基本財産の取り崩しについて 

④ 平成２４年度・事業計画、収支予算について 

⑤ 公益法人制度改革に伴う一般社団法人、公益社団法人

の選定について 

⑥ その他 

 

 

 



 

Ⅴ．第１回加盟競技団体理事長会 

（１）日  時：平成２３年５月１３日（金）午後７時００分 

 （２）場  所：七尾市武道館研修室 

 （３）議  件：① 第７回七尾市民体育大会について 

         ② 第６３回石川県民体育大会について 

       ③ 平成２３年度・賛助会員会費について 

④ その他 

 

 

８． 共催事業 

 
Ⅰ．能登和倉万葉の里マラソン２０１２体協ボランティア 

（１）月  日：平成２４年３月１１日（日） 

 （２）内  容：監察誘導係、駐車場係 

 （３）ボランティア数：７１名 

 

 

 



 

社団法人七尾市体育協会 

平成２３年度事業報告書 
（年間） 

月 日 事 業 内 容 場  所 備  考 

５月１３日 第１回加盟競技団体理事長会 七尾市武道館  

２２日 第７回市民体育大会総合開会式 七尾総合市民体育館  

６月１４日 第１回総務委員会 七尾市武道館  

３０日 
第１回理事会 

第１回総会 
七尾市武道館 

Ｈ２２事業報

告・収支決算 

７月２８日 
第６３回石川県民体育大会 

七尾市選手団結団壮行式 
七尾ｻﾝﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ  

８月 ６日 石川県体育協会功労者表彰式 
白山市鶴来総合文化

会館クレインホール 
 

６日 

～7日 

第６３回石川県民体育大会 

夏季大会 
白山市周辺 

男子総合７位 

女子総合９位 

１０月 １日 

～１１日 
第６６回国民体育大会 山口県 総合３１位 

１０月 ７日 第２回総務委員会 七尾市武道館  

１１月 ４日 
第７回(社)七尾市体育協会功労者表彰式  

平成２３年度体育功労賞受賞記念合同祝賀会 
あえの風  

 



 

 

月 日 事 業 内 容 場  所 備  考 

１月２５日 七尾市体育協会新年互礼会 あえの風  

２月１６日 第７回スポーツ医科学研究会 七尾ｻﾝﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ  

２３日 第３回総務委員会 七尾市武道館  

２５日 

～２６日 

第６４回石川県民体育大会 

冬季大会スキー競技会 
白山市白峰 

男子総合７位 

女子総合５位 

３月１１日 能登和倉万葉の里マラソン 2012 和倉温泉周辺 共催事業 

２３日 
第２回理事会 

第２回総会 
七尾市武道館 

Ｈ２４事業計

画・収支予算 

 

 


