
 

宮城県選手の予選会等実施状況 

令和４年４月１日現在 

 

ねんりんピックはシニアを対象としたスポーツや文化の交流を目的とした全国規模の大会です。                   

宮城県選手の参加資格は 60歳以上の宮城県内に在住（原則として仙台市在住の方を除く）の方を対象としています。                                     

種 目 大会名 開催期日 開催場所 参加資格 競技方法 選考基準 申込み方法 問合せ先 

卓球 

→終了しました。 

第 33 回全国健康福

祉祭ぎふ大会 

「ねんりんピック岐

阜 2021」 

宮城県代表選考会 

 

 

令和 3年 5月 14日 

（金） 

気仙沼市本吉総合体育

館 

気仙沼市本吉町津谷新

明戸 136 

電話 0226-42-3111 

・仙台市を除く宮城県

に住民登録されている

選手 

・昭和 38年 4月 1 日以

前に生まれた選手 

（年齢が令和 5年 4月 1

日で 60歳以上の選手） 

・本大会に出場可能な

選手とします 

※宮城県卓球協会登録

者以外でも参加できま

す 

  ※本大会の出場チームは決定

しています。 

宮城県卓球協会マスター

ズ・ラージボール委員会 

半澤 伝様 

電話 090-8921-4962 

Eメール 

miya-

han@kce.biglobe.ne.jp 

 

テニス 

 

令和 4 年度 宮城県

テニスマスターズ春

季大会兼ねんりんピ

ックかながわ 2022 

選手選考大会 

令和 4年 4月 29日

（金） 

シェルコムせんだい 

 

宮城県在住者 

各種目の年齢を満たし

ている者 

 

4 ゲーム先取・ノーアドバ

ンテージ方式 

（3-3 は 7 ポイント先取の

タイブレーク） 

原則としてラウンドロビ

ン，決勝トーナメント 

 

・大会（各種目）の優勝

者または準優勝者 

・原則として仙台市以外

の在住者を含む組を優

先する 

所定の申込用紙に必要事項を

記入し申し込む 

（宮城県テニス協会のＨＰに

掲載） 

〒981-0134 

宮城郡利府町しらかし台 4-

17-9 

宮城県テニス協会マスターズ

係 片平信行様 

〒981-0134 

宮城郡利府町しらかし台 4-

17-9 

宮城県テニス協会 

みやぎいきいきテニス連盟

会長 片平信行様 

電話 090-7567-6815 

e-mail 

kata1153@yahoo.co.jp 

 

ソフトテニス 

 

第 34 回全国健康福

祉祭 神奈川・横浜・

川崎・相模原大会 

宮城県予選会 

令和 4 年 5 月 4 日

（水・祝） 

 

仙台市青葉山公園庭球

場 

宮城県仙台市以外に居

住している方 

申込により，種別ごとに分

けてリーグ戦を行う。 

各種別とも，リーグ戦を

行い，上位 1ペアを代表

とする。 

ただし，参加ペアが必要

数に満たない場合は，県

連盟推薦とする。 

宮城県ソフトテニス連盟事務

局まで申し込むこと。 

宮城県ソフトテニス連盟事

務局 

仙台市青葉区本町 3-5-22 

（株）宮城県管工事会館 5F 

電話 022-227-6856 

 

mailto:miya-han@kce.biglobe.ne.jp
mailto:miya-han@kce.biglobe.ne.jp
mailto:kata1153@yahoo.co.jp


ソフトボール 

→終了しました。 

全国健康福祉祭 

2022年神奈川大会 

県代表予選会 

 

令和 3 年 6 月 6 日

（土） 

多賀城市グラウンド 宮城県内在住者 

（仙台市在住者は除く） 

 

トーナメント方式 大会参加成績上位チー

ムを推薦 

宮城県シニアソフトボール連

盟事務局に申込 

※本大会の出場チームは決定

しています。 

宮城県シニアソフトボール

連盟事務局 

〒982-0804 

仙台市太白区鈎取 2-5-16 

電話・FAX 022-244-1609 

 

ゲートボール 第 34 回健康福祉祭

宮城県ゲートボール

大会（全国大会予選） 

（第 34 回全国健康

福祉祭神奈川・横浜・

川崎・相模原大会） 

 

令和 4年 3月 26日 

（土）9時～ 

3月 27日（日） 

午前 8時 30分～ 

多賀城市屋内ゲートボ

ール場 

大崎市古川総合体育館

屋内運動場 

・宮城県ゲートボール

連盟に登録し，見舞金制

度加入者 

・チームは同一地域で

編成する（できない場合

に限り同一支部内） 

・全チームを数ブロックに

分けて予選を行う 

・コート代表チームより決

勝トーナメント戦を行う 

今大会の上位 2チームが

全国大会に出場する 

県内の各市町村協会に発送し

ている参加申込用紙を連盟事

務所へ郵送，又は FAXで申し込

む 

宮城県ゲートボール連盟 

電話 022-227-5566 

FAX 022-227-5565 

ペタンク 第 34 回ねんりんピ

ックかながわ大会宮

城県予選会 

 

令和 4年 4月 27日

（水） 

 宮城県ペタンク・ブール

連盟登録会員・一般会員 

トリプル（3人制）で実施 常時女子が 1名以上選手

として出場し，70歳以上

が常時 1人以上男女問わ

ず出場，競技するものと

する 

 

申込用紙に記入し，加盟協会で

一括集約し郵送で事務局に送

付 

宮城県ペタンク・ブール連

盟 佐々木庸光様 

電話 080-9351-9553 

ゴルフ 第 34 回ねんりんピ

ックかながわ大会宮

城県予選会 

令和 4年 6月 20日

（月） 

 

 

仙台カントリー倶楽部     宮城県ゴルフ連盟 

〒980-0804 

仙台市青葉区大町 1-1-8 

第 3青葉ビル 5F 

鈴木様 

電話 022-225-8282 

FAX 022-225-8297 

マラソン 予選会は実施しない       宮城マスターズ陸上競技連

盟 

高橋行雄様 

電話 0225-82-9409 

〒981-0503 

東松島市矢本字四反走 123-

3 

弓道 

→終了しました 

第 34 回全国健康福

祉祭 神奈川・横浜・

川崎・相模原大会 

県予選 

令和 3年 12月 1日 

 

 ※出場選手はほぼ確定

済み 

   宮城県弓道連盟 

電話 022-746-8827 

 

 

剣道 

 

第 9 回宮城県シニア

団体対抗剣道大会 

第 15 回シニア剣道

大会 

 

令和 4年 5月 29日

（日） 

宮城県武道館 （一財）宮城県剣道連盟

の所属会員であって，

「ねんりんピック」参加

年齢制限により 60 歳以

上とする 

 

個人戦で部門別（年齢別）

のリーグ戦またはトーナ

メント戦とする 

後日，試合結果を参考に

選考する 

各市区郡連盟ごと宮城県剣道

連盟事務局まで送付する 

〒982-0845 

仙台市太白区門前町 2-1 

（一財）宮城県剣道連盟事

務局  

電話 022-746-8461 

FAX 022-746-8462 

 

水泳 

 

2022年度 

日本マスターズ水泳

短水路大会 

令和 4年 4月 17日

（日） 

宮城県総合運動公園総

合プール 

「セントラルスポーツ

宮城 G21プール」 

日本マスターズ水泳協

会に登録あるチーム，競

技者に限る 

 

タイムレース 

 

各種目 1 位～3 位入賞者

から選考する 

 

日本マスターズ協会ホームペ

ージで 3月 18日（金） 

20時まで申込する 

株式会社ライブスポーツ 

りらいぶ  

担当 小林直幸様 

〒981-3217 

仙台市泉区実沢中山南 25-5 

仙台ﾋﾙｽﾞﾎﾃﾙ 3F 



グラウンド・ゴル

フ 

→終了しました 

      ※本大会の選手は決定してい

ます。 

宮城県グラウンド・ゴルフ

協会 中津川さん 

電話 0226-36-2145 

 

ラグビーフットボ

ール 

2022 年宮城県不惑

ラグビー交流大会 

令和 4年 4月 24日

（日） 

石巻総合運動公園フッ

トボールフィールド 

（第 2） 

県内不惑ラグビーチー

ムに所属する 60 歳以上

のラグビー経験者 

60 歳以上メンバーによる

交流試合 

交流大会に参加した者

から希望者を選抜 

 

宮城県ラグビーフットボール

協会 

不惑委員会にて申込を受付 

宮城県ラグビーフットボー

ル協会（不惑委員会） 

理事 佐々木和則様 

電話 080-2841-6180 

サッカー 選考会は実施しない 

 

 宮城県サッカー協会 

松島フットボールセン

ター 

・2022年度内に 60歳以

上になる者 

 ・毎週木曜，松島フット

ボールセンターの練習

会に参加できる人で選

考し，最大 19名以内 

 

宮城県サッカー協会 

シニア委員長あて申し込みを

受け付けます。 

 

宮城県サッカー協会 

電話 022-767-7679 

 

ソフトバレーボー

ル 

 

第 34 回全国健康福

祉祭神奈川・横浜・

川崎・相模原大会 

県予選会 

令和 4年 5月 22日

（日） 

大和町総合体育館 ねんりんピックの部 

（60 才以上の男女各 2

名）8名以内で構成 

種目ごとのグループ戦 優勝チームを推薦する 競技委員長まで郵送 理事長 吉岡芳郎さん  

電話 090-1494-5683 

なぎなた 予選会は実施しない       宮城県なぎなた連盟事務局 

電話 0229-22-3148 

ウォークラリー      県レクリエーション協

会メンバーを中心とし

た選抜チームで参加予

定 

 特定非営利活動法人 

宮城県レクリエーション協

会事務局 佐藤様 

太極拳 

→終了しました 

第 29 回宮城県武術

太極拳選手権大会 

令和 3 年 11 月 21

日（日） 

本山製作所青葉アリー

ナ競技場 

（仙台市青葉体育館） 

① 60歳以上：年齢基準

となる 2023 年 4 月

1 日時点で 60 歳以

上である人（1963年

1 月以前に生まれた

人） 

② 宮城県居住者（仙台

市内居住者を除く）

を対象とする 

③ 補欠は 3人まで登録

することができる。

なお，補欠は重複登

録を認める 

1 チーム 6 人～7 人で，24

式太極拳から自選した音

楽を使用して，4 分以内で

演武する 

・（公社）日本武術太極拳

連盟「ねんりんピック」

競技ルールに準じる 

・成績優秀チームに，第

34回全国健康福祉祭（神

奈川県）への県代表とし

ての出場権を与える 

所定の申請書に記入し，「宮城

県武術太極拳選手権大会実行

委員会事務局」に申し込む 

※本大会の出場チームは決定

しています。 

宮城県武術太極拳連盟  

事務局 相澤秀子様 

電話 0229-56-9211 

軟式野球 宮城県内還暦リーグ

戦 

令和 4 年 4 月 3 日

（日） 

仙台市内近辺野球場 2023 年 4 月 1 日時点で

60歳以上 

リーグ戦 県内に住まいのある方  仙台広域 50歳野球協会 

事務局 阿部衍様 

電話 022-282-0440 

   090-2790-5070 

ターゲット・バー

ドゴルフ 

 

第 28 回宮城県ター

ゲット・バードゴル

フ大会 

 

令和 4年 5月 15日 

（日） 

仙台港多賀城地区緩衝

緑地公園特設コース 

県会員及び一般会員 アウトコース 9ホール， 

インコース 9ホール 

計 18 ホールのストローク

プレイ 

審判はセルフジャッジ方

式 

 

男女別，上位（1～3位）

の成績者から選考 

 

大会事務局へ直接必要事項記

入の上，申し込む 

（FAX，郵送にて） 

宮城県ターゲット・バード

ゴルフ協会事務局 

太田忠幸様 

TEL・FAX 0220-22-2708 



バウンドテニス 予選会は実施しない 

 

      宮城県バウンドテニス協会 

ダンススポーツ 

→終了しました 

      ※本大会への出場者は決定し

ています。 

 

宮城県ダンススポーツ連盟

事務局 佐々木啓様 

Email 

k_sasaki_sdsf@ybb.ne.jp 

 

パークゴルフ 予選会は実施しない       宮城県パークゴルフ協会 

早坂様 

電話 0229-63-3113 

インディアカ 第 16 回みちのくイ

ンディアカ大会 

令和 4年 5月 22日

（日） 

仙台市秋保体育館 インディアカを愛好し

ているチーム及び団体

の会員であること 

予選リーグ戦及び決勝ト

ーナメント戦の結合方式

による 

大会参加者から該当す

る選手を選考する。 

但し，コロナウイルス感

染症の状況により大会

が開催できない場合に

は，県協会理事会におい

て選手選考をし推薦す

る。 

所定の参加申込書より 5 月 6

日までに FAX・メールにて申込

む 

宮城県インディアカ協会 

会長 曽根一徳様 

電話 090-9634-3692 

FAX 0228-52-2643 

Email rsn78834@nifty.com 

 

スポーツウェルネ

ス吹矢 

 

      協会 HP をご参照ください。 

(miyagihukiya.blogspot.com) 

宮城県スポーツウェルネス

吹矢協会 会長 仙北屋様 

電話 022-244-0821 

サーフィン ねんりんピックかな

がわ 2022 宮城県

予選会 

令和 4年 6月 19日

（日） 

午前 6時集合 

仙台港向洋海浜公園    5 月 31 日までに直接右記連絡

先へ申し込む 

エントリーフィー 

3,000円 

仙台サーフショップユニオ

ン 

NSA宮城仙台支部 熊谷様 

〒984-0042 仙台市若林区

大和町 4-10-5 

電話 022-782-6777 

FAX  022-782-6778 

SURF SHOP  CHP 仙台 

E-

mailchp@viola.ocn.ne.jp 

HPhttp://www.chp-

northpoint.com 

営業時間／平日 12：00～

19：30 土日祝 12：00～

19：00  

毎週水曜日・第三木曜日定

休   

スポーツチャンバ

ラ 

宮城県スポーツチャ

ンバラ交流大会 

～みやぎ夏の陣～ 

令和 4年 7月 31日

（日） 

未定 幼年～シニア 基本動作（型） 

小太刀，長剣 F等（部内） 

短刀，なぎなた等（部外）

競技 

各部門入賞 申込書に必要事項を記入の上，

事務局に提出 

宮城県スポーツチャンバラ

協会事務局 

〒983-0821 

仙台市宮城野区岩切字三所

北 124-9 

電話 022-255-9506 

mailto:k_sasaki_sdsf@ybb.ne.jp
mailto:rsn78834@nifty.com
http://miyagihukiya.blogspot.com/
http://miyagihukiya.blogspot.com/
mailto:chp@viola.ocn.ne.jp
http://www.chp-northpoint.com/
http://www.chp-northpoint.com/


囲碁 実施しない       日本棋院宮城県囲碁連盟 

高橋様 

電話 022-224-0330 

将棋 実施しない       日本将棋連盟宮城県支部連

合会 山口様 

健康マージャン 

→終了しました 

第 36 回県民麻雀選

手権大会 

兼ねんりんピックか

ながわ 2022 宮城県

代表選手選考会 

令和 3年 9月 5日 

（日） 

グランド麻雀ホール藤 59 歳以上がねんりんピ

ック出場資格 

 

4回戦総当り方式 成績上位 4名 

補欠 2名 

※本大会の選手は決定してい

ます。 

問合せ先 

宮城県麻雀段位審査会 

会長 山岸次雄さん 

電話 022-261-5414 

 

 

情報が入り次第順次掲載します。 

                                                                                                           

                  

 

 

 

 

                     


