北九州市市民文化スポーツ局の主要事業

★ＨＳＢＣワールドラグビー女子セブンズシリーズ
2017-2018 北九州大会
2016 年のリオデジャネイロオリンピックから正式種目として採用された７
人制ラグビー（セブンズ）のワールドラグビー公認国際大会（世界シリーズ）
で日本では唯一本市で開催されます。
本大会等を契機としミクニワールドスタジアム北九州を核とした ラグビ
ー・シティー北九州 のイメージ及びブランドの確立を目指しています。
◆期 日
◆場 所
◆参加国
◆見どころ

平成 30 年４月２１日（土）〜４月２２日（日）
ミクニワールドスタジアム北九州
１２カ国
７人制ラグビーは 1 試合が 7 分ハーフの 15 分間で、攻守が目
まぐるしく変化する、スピーディーな試合展開が魅力のひとつ
です。本大会にはリオオリンピック金メダリストのオーストラ
リア等強豪 11 ヶ国と日本代表「サクラセブンズ」の 12 ヶ国
が参加します。
◆チケット情報 各種プレイガイドで発売中。
※チケットに関する問い合わせ（公財）日本ラグビーフットボール協会ナビダイヤル
TEL：0570-02-9551（10:00〜18:00／火・日・祝休）
https://www.rugby-japan.jp/

★２０１８
ワールドパラ・パワーリフティング・アジア＆オセアニアオープン
選手権大会
1964 年の東京パラリンピックより正式種目として採用された、下肢障害
者のある人によるパワーリフティング競技で、その国際大会としては、日本初
開催となります。
2020 年東京パラリンピックの開催を踏まえ、本市におけるパラリンピッ
ク競技のＰＲと普及を目指します。
◆期 日
◆場 所
◆参加選国
◆見どころ

◆観

覧

平成 30 年９月８日（土）〜９月１２日（水）
北九州芸術劇場
４０カ国 ２５０名
アジア地域在住の選手にとって、この大会への参加が東京パラ
リンピックに出場するための条件となります。また、この大会
での記録は、東京パラリンピックランキングに掲載されるため、
東京パラリンピックの選手選考にとって重要な位置を占める
大会です。
自由
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★卓球ジャパンオープン荻村杯北九州大会
国際卓球連盟が主催するワールドツアー「卓球ジャパンオープン荻村杯北九
州大会」を開催します。本市出身の早田ひな選手をはじめとする国内トップ選
手に加え、中国など世界ランキング上位選手によるハイレベルな熱戦が期待さ
れます。
◆期 日 平成 30 年 6 月 6 日（水）〜6 月 10 日（日）
◆場 所 北九州市立総合体育館
◆種 目 男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス
◆参加選手 約 200 名（海外選含む）
◆見どころ 本市出身の早田ひな選手をはじめ、石川佳純選手、伊藤美誠選
手、平野美宇選手などの国内トップ選手、世界ランキング上位
選手のハイレベルな戦いを間近で観戦できます。
◆ﾁｹｯﾄ情報 ５月から販売開始予定（詳細は大会 HP へ↓）
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/01600177.html

★日本陸上競技選手権リレー競技大会
日本陸上競技連盟が主催する日本陸上競技選手権リレー競技大会を、本城陸
上競技場で開催します。日本を代表するトップアスリートによる全国レベルの
大会の開催により、多くの集客が見込まれ、本市のスポーツ振興や、まちの賑
わいづくりに大きく寄与することが期待されます。
また、上記大会に併せて、2018 日本グランプリシリーズ「北九州陸上カ
ーニバル大会」が開催されることが決定しています。
◆期
◆場
◆種

日
所
目

平成 30 年 10 月 27 日（土）、28 日（日）
本城陸上競技場
男子（2 種目）4×100M リレー・4×400M リレー
女子（2 種目）4×100M リレー・4×400M リレー
U18 男女混合 4×400M リレー
◆参加チーム 参加標準記録を突破したクラブ、学校、実業団
（選手・関係者を含め、1,000 人以上の参加者が見込まれる）
＜北九州陸上カーニバル大会＞
上記大会と同日、同会場において開催されるもの。
種目 男子（5 種目）110m ハードル、走高飛び、走幅跳び、砲丸投げ、やり投げ
女子（3 種目）100m ハードル、砲丸投げ、やり投げ
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★北九州マラソン２０１９
本市の魅力を全国に発信するとともに、スポーツによるまちのにぎわいづく
りやスポーツの振興などを目的に開催し、市内外から集まった１万人を超える
ランナーが早春の北九州路を駆け抜けます。
◆期 日
◆種 目
◆コース

平成３１年２月中旬 （予定）
マラソン（42.195km） ほか
マラソン
北九州市役所前をスタートし、北九州国際会議場をフィニッシュ
とするコース
※詳細が決定次第、大会ホームページ等でお知らせします。
大会ホームページ https://kitakyushu-marathon.jp/

★第 36 回門司港レトロマラソン
大正ロマンの香り漂う門司港レトロの街並みを駆け抜け、関門橋を間近に見
ながら、爽やかな潮風を楽しんでいただく市民参加型のマラソン大会です。

◆期 日
◆会 場
◆種 目
◆参加資格
◆参加定員
◆申込開始

平成 30 年 11 月 25 日（日） （予定）
北九州市門司区 門司港西海岸
5ｋｍの部 10ｋｍの部
18 歳以上で完走可能な方（高校生不可）
5ｋｍ1,000 人、10ｋｍ2,000 人
平成 30 年 9 月 1 日〜（予定）

★第 30 回選抜女子駅伝北九州大会
女子中・長距離界で活躍する実業団、高校のトップチームが一堂に会し、新
春の北九州路を駆け抜けます。
◆期 日
平成 3１年１月 20 日（日）（予定）
◆コース
北九州市役所西側小倉城歴史の道〜八幡西区東曲里折り返し
◆種 目
一般の部：5 区間 高校の部：6 区間（３２．７ｋｍ）
◆参加予定 一般の部 15 チーム、高校の部 15 チーム
※詳細が決定次第、大会ホームページ等でお知らせします。
大会ホームページ
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/file̲7022.html
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★第 56 回北九州市民体育祭
市民の皆さんにスポーツやレクリエーションの楽しさを実感していただくこ
とを目的に、市内全域で繰り広げられるスポーツの祭典です｡

◆開催時期：
・春季レディース大会（５月の母の日を中心に開催）
・夏季大会
・秋季大会（１０月の体育の日を中心に開催）
・冬季大会

◆参加者募集！
以下の種目は、どなたでもご参加いただけます。
・春季 ウォーキング
・夏季 少年少女釣り大会（小・中学生対象）、カヌー（中学生以上）
・秋季 市民ハイキング、アーチェリー、楽しい体操、
オリエンテーリング、ソフトバレーボール、トランポリン、
ちびっこわいわい広場、綱引き大会
・冬季 アイススケートフェスティバル、スキー大会、登山

スポーツ振興くじ助成事業

★わくわく体験スポーツ教室（アイススケート体験）
冬季における子ども達へのスポーツ機会の提供、バランス感覚や柔軟性の向
上の観点から、市内の全児童にアイススケートの体験機会を無償で提供する
「わくわく体験スポーツ教室」を実施しています。
◆期 日 平成３０年１１月下旬〜平成３１年３月末
◆場 所 北九州アイススケートセンター（西日本総合展示場本館）＊冬季限定
◆対 象 市内の小学校に通う児童
◆参加方法 １１月中旬に学校を通じてチケットを配布します（１枚／１人）
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★夢・スポーツ振興事業
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を踏まえ、ト
ップアスリート等の活用によりオリンピック選手など国際・全国大会で活躍す
るトップアスリートを育成するとともに、スポーツに対する意欲を醸成するこ
とを目的に実施します。
◆期

日

◆場
◆種

所
目

◆対

象

平成 30 年４月〜平成 31 年 3 月
(種目によって開催時期が異なります。)
市内のスポーツ施設等
バドミントン・レスリング・アーチェリー・バレーボール
バスケットボール・水泳・陸上・ウエイトリフティング
ラグビー・卓球 (計：10 種目)
各競技団体により選出された選手

★ドリームスポーツ体験教室
本市をホームタウンとする「ギラヴァンツ北九州」をはじめ、バレーボール
Ｖリーグの「堺ブレイザーズ」及びプロ野球パ・リーグ「福岡ソフトバンクホ
ークス」などの選手・ＯＢ選手・普及スタッフによる市内の小学生を対象とし
たスポーツ体験教室を実施します。
◆期 日
◆場 所
◆対 象
◆参加定員

平成３０年 7 月２７日（金）
未定
小学生（4 年〜6 年） 男女
先着 150 名

★北九州市民スポーツ賞
本市のスポーツ振興と競技力向上や市民意識の高揚を図るため、国際的・全
国的なスポーツ競技大会で優秀な成績をあげ、市民の誇りとなる個人又は団体
を表彰し､その栄誉をたたえるものです｡

- 10 -

北九州市市民文化スポーツ局の主要事業

★女性体操教室
日ごろ運動する機会が少ない女性を対象に、初めての方でも気軽にできる「ス
トレッチ体操」「リズム体操」「ボールを使った体操」等を行い、身体を動かす
ことの楽しさを発見し、健康増進や体力向上を図ることを目的に実施します。
◆期 日
◆回 数
◆会 場

平成３０年４月〜１０月
全１８回
黒崎体育館、城山体育館、曽根体育館、浅生スポーツセンター
（詳細はＰ16 に掲載）
※詳しくは、スポーツ振興課（電話(093)582−2395）
また福岡県女子体育連盟北部支部（電話(093)883−5566 戸畑コミスポ）まで

★（公財）日本体育協会公認スポーツリーダー養成講習会
地域に根ざしたコミュニティースポーツを推進する指導者の資質向上を図り､
正しく楽しいスポーツを普及･振興するため｢（公財）日本体育協会公認スポー
ツリーダー養成講習会｣を実施します｡
◆期 日 平成３０年８月〜９月（予定）
◆内 容 未定
◆会 場 総合体育館
※詳しくは、（公財）北九州市体育協会（電話(093)652−５00７）まで

★レクリエーション・インストラクター養成講座
誰にでも楽しめるレクリエーション活動を推進する指導者の資質向上を図り､
正しく楽しいレクリエーションを普及･振興するため｢レクリエーション・イン
ストラクター養成講座｣を実施します｡
◆6 月３日〜2 月３日

ミクニワールドスタジアム北九州、新日鐡住金大谷体育館
定員 30 名
※詳しくは、（特非）北九州市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会（電話(093)921−2801）まで
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