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平成２９年度主要事業等について 

 

Ａ.国際・全国スポーツイベント 

 

1.第２７回仙台国際ハーフマラソン大会「杜の都ハーフ」 

・期  日：平成 29 年 5 月 14 日（日） 

・コース：仙台市陸上競技場南側路上～定禅寺通１４１ビル前～仙台市陸上競技場  

・主  催：仙台市、（公財）仙台市スポーツ振興事業団、河北新報社、東北放送ほか  

 

2.ジャパンウォーク in SENDAI－オリンピアン・パラリンピアンと歩こう 2017 春  

・日  程：平成 29 年 6 月 17 日（土） 

・会  場：仙台市陸上競技場ほか 

・参加者数：先着 2,000 名  

・主  催：ジャパンウォーク 2017 春実行委員会（朝日新聞社ほか）  共  催：仙台市  

 

3.日米対抗ソフトボール 2017 

・日  程：平成 29 年 6 月 23 日（金）～24 日（土） 

・会  場：シェルコムせんだい 

・主  催：（公財）日本ソフトボール協会、読売新聞社   共  催：仙台市  

 

4.FIVB ワールドグランプリ 2017 女子仙台大会  

・日  程：平成 29 年 7 月 14 日（金）～16 日（日） 

・会  場：カメイアリーナ仙台  

・主  催：国際バレーボール連盟（FIVB）  共  催：仙台市  

 

5.平成 29 年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

・日  程：平成 29 年 7 月 28 日（金）～8 月 20 日（日） 

・会  場：カメイアリーナ仙台・宮城野体育館、ユアテックスタジアム仙台等  

・主  催：（公財）全国高等学校体育連盟・宮城県・各県教育委員会・関係中央競技団体等  

・サッカー、なぎなた、剣道、弓道  主  催：仙台市  

 

6.せんだいサイクルフェスティバル 2017 第 2 回  JBCF 仙台クリテリウム 

・日  程：平成 29 年 8 月 13 日（日） 

・会  場：仙台卸商団地周辺  メイン会場  サンフェスタ（宮城県仙台市若林区卸町 2 丁目 15-2） 

・主  催：せんだいサイクルフェスティバル実行委員会   共  催：仙台市  

 

7.第３５回全日本大学女子駅伝対校選手権大会「杜の都駅伝」 

・期  日：平成 29 年 10 月 29 日（日） 

・コース：仙台市陸上競技場～勾当台公園市民広場（６区間） 

・主  催：（公社）日本学生陸上競技連合、読売新聞社    共  催：仙台市  
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   8.第２８回全日本都市職員バドミントン大会  

・日  程：平成 29 年 11 月 2 日（木）～5 日（日） 

・会  場：仙台市宮城野体育館、仙台市青葉体育館  

・主  催：日本都市職員バドミントン連盟   共  催：仙台市  

 

9.第３７回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会  

・期  日：平成 29 年 11 月 26 日（日） 

・コース：松島町文化観光交流館前～仙台市陸上競技場（６区間） 

・主  催：日本実業団陸上競技連合   共  催：仙台市、宮城県、毎日新聞社、TBS テレビ 

 

 

Ｂ.市民参加型イベント 
 

1.仙台泉ヶ岳トレイルラン２０１７ 

・期  日：平成 29 年 9 月 23 日（土）～9 月 24 日（日） 

・会  場：スプリングバレー泉高原スキー場ほか特設コース 

・主  催：（公財）仙台市スポーツ振興事業団、仙台市、河北新報社 

 

2.マイタウンスポーツデー 

・期  日：平成 29 年 10 月 9 日（月・祝） 

・会  場：各区拠点体育館（主会場）ほか仙台市内各スポーツ施設（一部公園施設含む）  

・主  催：仙台市、（公財）仙台市スポーツ振興事業団、各区マイタウンスポーツ協会  

・主  管：各区マイタウンスポーツ活動推進協議会、各区拠点体育館  

 

3.第 7 回仙台リレーマラソン  

・期  日：平成 29 年 11 月 11 日（土）～12 日（日） 

・会  場：仙台市陸上競技場及び宮城野原総合運動場   

・主  催：（公財）仙台市スポーツ振興事業団、仙台市、仙台市陸上競技協会  

 

Ｃ.地域スポーツ大会  

 

1.第 18 回仙台市民レクリエーションまつり 

・期  日：平成 29 年 6 月 25 日（日） 

・会  場：シェルコムせんだい、泉総合運動場（体育館）  

・主  催：仙台市レクリエーション協会、仙台市  

 

2.仙台市学区民家庭バレーボール大会  

・期  日：平成２９年７月９日（日） 

・会  場：仙台市体育館（第１競技場、第２競技場） 

・主  催：仙台市学区民体育振興会連合会、仙台市  

・参加チーム数：青葉区１０、宮城野区１４、若林区５、太白区８、泉区４  計４１チーム 
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3.仙台市学区民ソフトボール大会  

・期  日：平成２９年８月２０日（日） 

・会  場：シェルコムせんだい 

・主  催：仙台市学区民体育振興会連合会、仙台市  

・参加チーム数：各区４チーム 計２０チーム 

 

4.第 24 回仙台市カップ小学生バスケットボール大会  

・期  日：平成 29 年 9 月 2 日（土）～9 月 3 日（日）、9 月 8 日（金）～9 月 10 日（日） 

・会  場：カメイアリーナ仙台、青葉体育館、若林体育館、泉体育館、宮城野体育館   

・主  催：（公財）仙台市スポーツ振興事業団、仙台市スポーツ少年団   共  催：仙台市 

 

5.仙台市学区民グラウンド・ゴルフ大会  

・期  日：平成２９年９月１０日（日） 

・会  場：シェルコムせんだい 

・主  催：仙台市学区民体育振興会連合会、仙台市  

・参加チーム数：青葉区１０、宮城野区１０、若林区８、太白区１０、泉区１０  計４８チーム 

 

6.仙台市学区民バドミントン大会  

・期  日：平成２９年１１月１２日（日） 

・会  場：仙台市体育館（第１競技場、第２競技場） 

・主  催：仙台市学区民体育振興会連合会、仙台市  

・参加チーム数：青葉区８、宮城野区１１、若林区４、太白区８、泉区５  計３６チーム 

 

   7.第 24 回仙台市カップ小学生バレーボール大会  

・期  日：平成 29 年 11 月 25 日（土）～11 月 26 日（日） 

・会  場：カメイアリーナ仙台  

・共  催：（公財）仙台市スポーツ振興事業団、仙台市スポーツ少年団、仙台市  

 

8.仙台市学区民卓球大会  

・期  日：平成２９年１２月２４日（日） 

・会  場：仙台市体育館（第１競技場、第２競技場） 

・主  催：仙台市学区民体育振興会連合会、仙台市  

・参加チーム数：青葉区１０、宮城野区１３、若林区７、太白区１２、泉区６  計４８チーム 

 

   9.平成２９年度ジュニアアスリート育成セミナー（バレーボール） 

・期  日：平成 29 年 9 月 10 日（日） 

・会  場：仙台市青葉体育館  会議室（2・3） 

・主  催：スポーツコミッションせんだい  共  催：仙台大学、仙台市  
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Ｄ.その他  

    

1.スポーツコミッションせんだい 

・大規模なスポーツイベントを誘致し、交流人口の拡大を図るとともに、スポーツに様々な角度

から関わる機会を充実させ、街の活性化につながる取り組みを実施する。 

（１）開催補助金（H29 年度見込み） 

交付件数  8 件  ／ 交付額  2、620、000 円  

・第 6 回全国ミニテニス親善大会仙台大会  

・第 39 回全日本レディースソフトテニス決勝大会  

・第 35 回全国道場対抗剣道大会及び全国道場少年剣道選手権大会  

・第１７回全日本剛柔流空手道選手権大会  

・2017 北斗旗全日本空道無差別選手権大会及び 2017 全日本空道ジュニア選手権大会  

・第 69 回全日本大学バスケットボール選手権大会（女子） 

・第 12 回全日本レディースバドミントン競技大会  

・第 10 回全国バドミントントリプルス選手権大会  

     

（２）誘致スポーツイベントへの開催支援（会場優先予約、ボランティア紹介、広報等） 

   ・Ｕ16 インターナショナルドリームカップ 2017 

   ・日米対抗ソフトボール 201７ 

   ・ＦＩＶＢワールドグランプリ 2017 女子仙台大会  

・平成２９年度大相撲夏巡業  

・2017/2018Ｖリーグ女子プレミアリーグ開幕戦  

・卓球団体世界選手権大会国内予選会（仮称） 

・バドミントンＳ/Ｊリーグカップ戦（仮称） 

・ジャパンウォーク in SENDAI－オリンピアン・パラリンピアンと歩こう 2017 春  

・平成 29 年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

・第 69 回全日本大学バスケットボール選手権大会（女子） 

・第 12 回全日本レディースバドミントン競技大会  

 

（３）主催事業  

・フィギュアスケートモニュメント設置記念イベント 

・ジュニアアスリート育成セミナー 

・中高生のスポーツボランティア育成講座  

・中高生スポーツボランティア・ワークショップ 

・スポーツボランティアマッチング企画  

 

2.仙台市スポーツ賞表彰  

・平成２９年において、素晴しい成績をおさめられたアマチュアスポーツの個人・団体などに対し

て表彰するもの。 

・期日：平成３０年２月上旬に開催予定  


