
■各地区・学校・町民運動会の年表

和暦 西暦 月日 内 容

明治44年 1911 6月15日 常呂原野教育所で常呂で初めての運動会実施（岐阜部落開基８０周年記念誌）

大正3年 1914 10月16日 常呂・常呂第二小学校連合運動会。

大正7年 1918 7月1日 常呂第二尋常小学校（川沿小）運動会当日、東京三越店から致着した上川沿青年会

団旗の入魂式（豊川区開基百年記念誌 ふるさと）

大正11年 1922 7月2日 常呂村連合青年団結成、運動会開催。

大正12年 1923 7月15日 常呂村連合青年大運動会が常呂で開催。上川沿青年団５１人が参加、競技種目数１１、

午前１０時から午後６時まで行い上川沿青年団が優勝（豊川区開基百年記念誌）

昭和７年 1932 7月10日 常呂村連合青年団運動会開催。選手資格認定問題発生するが川沿青年団は最後まで

競技参加（豊川区開基百年記念誌））

昭和21年 1946 6月30日 （常呂小）記念運動会再開（常呂小百年史）

昭和22年 1947 6月22日 常呂中学校と常呂小学校合同の第１回運動会を開催（常呂中２０年のあゆみ）

昭和25年 1950 6月26日 商工会運動会：職域・役場、総合・栄町優勝（当直日誌）

昭和29年 1954 6月15日 （登小）第１回運動会挙行（吉野・登小閉校記念誌）

昭和30年 1955 6月24日 商工会体育会開催準備打合せ会：於議事堂（当直日誌）

6月25日 商工会運動会開催について打合せを応接室で行う（当直日誌）

7月3日 常呂町町民体育会：於小学校グランド（当直日誌）＊町民運動会

8月28日 常呂小学校・中学校合同秋季運動会：常呂小グランド（当直日誌）

昭和31年 1956 8月12日 町民運動会打合せ：於議事堂（当直日誌）

8月24日 常呂町商工会主催第１回町民運動会：小学校グランド（当直日誌）

農協青年部福山支部が豊川・共立・富丘の部落に呼びかけ、４部落合同の

大運動会を開催、昭和３２年も開催（イワケシュ郷土史）

昭和33年 1958 6月29日 町民運動会を常呂小グランドで開催、末広が２年連続優勝。１位末広７８点、

２位大通り７７点、３位新町７４点。４位豊浜・開進町７２点（広報ところ）

昭和34年 1959 2月17日 常呂町商工会の臨時総会開催、年度事業計画で商工運動会・港まつりの実施決定

（広報ところ）＊実施月日・成績不明

6月15日 常呂町青年団体協議会体育常任委員会：於共立会館

第１回青年体育記録会打合せ
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6月22日 （常呂中）常呂小との合同運動会から分離し、第１回体育祭開催

6月28日 常呂町青年陸上競技記録会：常呂中グランド 各青年団体から選抜１２０人参加

＊１００ｍ ２００ｍ １５００ｍ ５０００ｍ １００００ｍ 砲丸投げ

ソフトボール投げ ３段跳び 走り高跳び（広報ところ）

※当直日誌、広報ところともに、この年の町民運動会（商工運動会）の記載なし

昭和35年 1960 4月4日 農協青年部豊川支部長の呼びかけで、豊川・福山・共立・富丘４地区の地区別

対抗運動会開催を決定（毎年９月２３日開催）（イワケシュ郷土史）

6月26日 商工会主催の市街地区中心の町民運動会開催（広報ところ）

末広優勝、商工会主催運動会役員慰労会：議事堂（当直日誌）

9月23日 第１回地区別対抗運動会開催（豊川・福山・共立・富丘）共立地区優勝

（イワケシュ郷土史）

昭和36年 1961 6月18日 商工運動会開催（常呂町商工会第１回通常総会議案）＊成績記載なし

9月23日 第２回地区別対抗運動会開催（豊川・福山・共立・富丘4地区）富丘地区優勝

（イワケシュ郷土史）

昭和37年 1962 6月24日 町民運動会開催（常呂町商工会第２回通常総会議案）＊成績記載なし

＊商工会の事業計画では、商工運動会として、会員運動会と町民運動会の両意味合い

を記載

9月23日 第３回地区別対抗運動会開催（豊川・福山・共立・富丘4地区）福山地区優勝

（イワケシュ郷土史）

昭和38年 1963 6月30日 町民運動会開催（常呂町商工会第３回通常総会議案）＊成績記載なし

9月23日 第４回地区別対抗運動会開催（豊川・福山・共立・富丘4地区）豊川地区優勝

（イワケシュ郷土史）

＊翌３９年に各地区の代表者が話し合いで中止（豊川区開基百年誌）

昭和39年 1964 6月15日 （常呂中）本年より運動会を復活開催する（常呂中２０年のあゆみ））

7月12日 常呂町商工会主催の第８回町民運動会（常呂小グランド）開催

末広町が８年連続優勝、２位豊浜、３位本通り、４位大通り、５位大通西

６位弁天、７位新町・開進町、９位栄町、１０位朝日（広報ところ）

＊町民１５００人 ＊常呂小鼓笛隊が寄贈された隊服で賛助出演

＊賞金１万円付きの仮装コンクール

昭和41年 1965 7月1日 常呂町商工会第５回通常総会の昭和４０年度事業決算に「町民運動会」の記載なし
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昭和44年 1969 6月15日 常呂町商工会青年部主催の第９回町民運動会が５年ぶりに開催（常呂小）

末広町が９年連続優勝、２位豊浜、３位大通西、４位本通り、５位開進町、

６位栄町、７位大通り、８位新町、９位弁天、１０位朝日（広報ところ）

昭和45年 1970 6月28日 常呂町商工主催の第１０回町民運動会：常呂小校庭 優勝末広

２位豊浜、３位大通西、４位新町、５位開進町、６位弁天、７位大通り

８位本通り、９位朝日、１０位栄町（広報ところ）

昭和46年 1971 6月13日 常呂町商工会主催第１１回町民運動会開催（常呂小）豊浜初優勝

２位末広、３位大通西、４位開進町、５位大通り、６位弁天、７位新町

８位本通り、９位栄町、１０位朝日（広報ところ）

昭和47年 1972 6月27日 常呂町商工会主催第１２回町民運動会開催（常呂小）末広優勝

２位豊浜、３位大通西、４位開進町、５位新町、６位弁天、７位本通り

８位朝日、９位栄町、１０位大通り（広報ところ）

昭和48年 1973 6月24日 常呂町商工会主催第１３回町民運動会開催（常呂小）末広優勝

２位開進町、３位大通西、４位豊浜（広報ところ）

昭和49年 1974 6月23日 ２０００人が集まっての町民運動会開催（常呂小）、栄浦が初参加、末広が1点差で

優勝（広報ところ）＊広報写真の得点板では、参加は、大通り西・大通り・開進町

豊浜・栄浦・弁天・新町・末広・本通り（得点空欄）

昭和50年 1975 6月15日 町民運動会開催：広報の記載なし、広報用写真ネガに月日記載 ＊成績結果不明

昭和51年 1976 6月20日 常呂小学校の運動会にモントリオールオリンピック・マラソン代表選手が

飛び入り参加（宇佐見・水上・宗兄弟・君原コーチ）（広報ところ）

6月27日 第１６回町民運動会（１８町内の内、１７チーム）から常呂町主催に

競技１３種目 共立優勝、２位末広、３位大通西、４位開進町、５位本通り・岐阜

７位大島・東浜 玉入れ：本通り 地区対抗リレー：女／共立 男／開進町

綱引き：岐阜 ＊バトンガール、鼓笛隊に続いて選手入場、仮装のチームもあり

＊青年が自主運営 ）広報ところ）

＊参加チーム：豊浜・弁天・朝日・本通・大通・大通西・新町・末広・栄町・

開進町・土佐・岐阜・栄浦・共立・豊川・富丘・大島東浜

共立区が初めて町民運動会に参加し優勝する（共立百年史）

富丘が初参加、区民全員で出場することになり、区に体育部長を置く（富丘百年史）

昭和52年 1977 6月26日 第17回町民運動会開催（町民センター）主催は常呂町と町民憲章推進委員会
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２０町内の内、１８チーム参加 運営：青年会議 審判：体育協会

マラソン中継：アマチュア無線クラブ 日吉・福山初参加

小中校バトンガール、鼓笛隊、ブラスバンドに続き選手入場、仮装応援団も

岐阜優勝、２位共立'３位開進町、４位豊川、５位土佐、６位末広

玉入れ：岐阜 地区対抗リレー女／共立 男／開進町 綱引き：岐阜（広報ところ）

昭和53年 1978 6月25日 第１８回町民運動会（１７チーム）開催（町民センター）約３５００人参加

開会式で、子ども・青年・女性・高齢者代表が町民憲章朗読

競技種目：１３種目 昼休みにかき島太鼓が特別出演

岐阜優勝、２位共立 ３位豊川、４位日吉、５位土佐、６位福山（広報ところ）

町内対抗リレー 女／豊川 男／豊川 綱引き：岐阜 早く一升にして：大通・日吉

・共立 玉入れ：岐阜・日吉・福山・新町 常呂ばんば：日吉・土佐・末広

ムカデ競争：岐阜・栄浦・富丘・福山 障害物リレー：土佐・富丘・福山

スモーキングブギ：共立・福山・豊川（広報ところ）

8月14日 老人クラブ連合会と身障者常呂分会との合同運動会開催（老人クラブ５０周年記念誌）

昭和54年 1979 6月24日 第１９回町民運動会（町民センター）（広報ところ）

岐阜優勝、２位日吉・共立、４位土佐、５位福山、６位富丘 特別賞：大東

玉入れ：岐阜 町内対抗リレー 女／共立 男／日吉 綱引き：開進町

＊参加チーム１８：岐阜・日吉・共立・土佐・福山・富丘・豊川・開進町

末広・栄浦・本通・豊浜・栄町・弁天・大通・新町・大通西・大東

＊（日吉小）町民運動会に全校児童が鼓笛隊で参加（日吉小８０年史）

昭和55年 1980 6月29日 第２０回町民運動会（町民センター）小雨もよう・１８チーム

岐阜優勝 ２位栄浦 ３位日吉 ４位土佐、５位福山、６位豊川

スモーキングブキ：日吉・土佐・福山 夫婦対抗リレー：豊川・栄浦・本通

常呂川渡し：栄浦・岐阜・富丘・日吉 障害物リレー：福山・大東・土佐

玉入れ：岐阜 町内対抗リレー：女／豊川 男／開進町 綱引き：岐阜・本通・

＊参加チーム：末広・栄町・開進町・福山・日吉登・大東・豊浜・弁天・

大通・大通西・新町・土佐・岐阜・栄浦・共立・豊川・富丘（広報ところ）

9月5日 オホーツク大学・老人クラブ連合会・身障者福祉協会合同の第１回運動会開催

（スポーツセンター）（広報ところ）

昭和56年 1981 6月28日 第２１回町民運動会（町民センター） 市街地区の行政区が変わって初の運動会
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栄浦優勝、２位福山、３位共立 ４位岐阜、５位日吉、６位本通り

玉入れ：岐阜・栄浦・日吉 町内対抗リレー 女／北進町 男／本通 綱引き／岐阜

参加チーム１９：豊浜・本通・岐阜・南町・栄浦・豊川・日吉登・土佐・東浜・共立

末広・弁天・北進町・中央町・開進町・栄町・福山・西町 （広報ところ）

昭和57年 1982 6月27日 第２２回町民運動会１９チーム参加（町民センター）開会式で各小学校児童代表の

町民憲章斉唱 ＊新種目：ジャンボ宝くじ 岐阜優勝 ２位富丘 ３位栄浦

４位北進町、５位土佐、６位開進町 町内対抗リレー 女／栄浦 男／富丘

玉入れ：日吉・登 綱引き：岐阜 （広報ところ）

＊昼休みアトラクション：日吉小吹奏楽演奏・空手スポーツ少年団演武

外海ホタテ乗組員対定置網乗組員対抗綱引き

昭和58年 1983 6月19日 第２３回町民運動会１９チーム参加（町民センター）開会式で、各地区に贈呈された

開基百年シンボルマーク入りの区旗を先頭に入場行進

栄浦優勝、２位日吉・登 ３位土佐、４位末広、５位富丘、６位共立

町内区対抗リレー 女／栄浦 男／富丘 玉入れ：栄浦 綱引き：岐阜（広報ところ）

昭和59年 1984 6月24日 第２４回町民大運動会１９チーム参加（町民センター）栄浦優勝、２位日吉・登

３位南町、富丘（広報ところ）

昭和60年 1985 6月23日 第２５回町民大運動会１９チーム参加（町民センター）総合得点で栄浦と富丘が同点、

史上初の綱引きで優勝決定 優勝：富丘 ２位：栄浦 玉入れ：福山 綱引き：栄浦

町内対抗リレー 女／南町 男／富丘 （広報ところ）

昭和61年 1986 6月22日 第２６回町民運動会１９チーム（町民センター） 富丘優勝、２位栄浦、３位豊川

新種目：みんなでジャンプ・流氷引き 富丘小児童が一輪車演技披露（広報ところ）

昭和62年 1987 6月28日 第２７回町民運動会１９チーム参加 栄浦優勝、２位共立、３位富丘 綱引き：栄浦

町内対抗リレー 女／弁天 男／富丘 （広報ところ ＊開催回数誤記載）

昭和63年 1988 6月26日 第２８回町民運動会１９チーム参加 岐阜優勝、２位富丘、３位共立

＊ふるさとリレーの競技名あり（広報ところ）

平成元年 1989 6月15日 日吉小学校開校８０周年記念運動会（日吉小８０年史）

6月25日 第２９回町民運動会１９チーム（町民センター）（広報ところ）

子どもたちの空手演舞あり 優勝栄浦 ２位共立 ３位岐阜 ４位豊川

５位土佐 ６位福山 （広報ネガフィルムに記録あり）

平成2年 1990 6月10日 川沿小学校開校９０周年記念運動会（川沿小百年史）
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6月24日 第３０回町民運動会（広報ところネガ）

平成3年 1991 6月23日 第３１回町民運動会 共立優勝（広報ところ）

平成4年 1992 6月28日 第３２回町民運動会 岐阜優勝（広報ところ）２位富丘（富丘百年史）

平成5年 1993 7月4日 第３３回町民運動会 福山優勝（広報ところ）

平成6年 1994 7月3日 第３４回町民運動会 岐阜・富丘同点優勝（広報ところ）

平成7年 1995 7月2日 第３５回町民運動会（３チーム欠場）豊浜優勝（広報ところ）

参加チーム：末広・豊川・北進町・本通・日吉・栄町・土佐・富丘・弁天

岐阜・西町・中央町・豊浜・南町・福山・共立（広報写真ネガ）

平成9年 1997 7月3日 第３７回町民運動会 ＊平成８年度第３６回町民運動会は悪天候で中止

＊富丘優勝（平成１０年の広報ところ掲載） ＊チーム数不明

＊常呂中マーチングバンド演奏、よさこいソーラン（児童の部）演舞

（広報ネガフィルムに記録あり）

平成10年 1998 7月5日 第３８回町民運動会：１８チーム ＊富丘優勝（広報ところ）

平成11年 1999 7月4日 第３９回町民運動会：１８チーム 富丘３年連続優勝（広報ところ）

平成12年 2000 7月2日 第４０回町民運動会：１５チーム、１４種目 共立優勝（めぐりあい学びあい通信）

広報８月号で、「どうなる？どうする？運動会」という８ページの特集を組み、

町民運動会の歴史と現状／問題・課題・町民の声を掲載

平成13年 2001 7月1日 第４１回町民運動会：１７チーム、１０種目、約２０００人

３種目１位の岐阜優勝（広報ところ）

平成14年 2002 7月7日 第４２回町民運動会：１７チーム、１２種目 富丘優勝、２位豊川、３位共立

（広報ところ） ４位岐阜、５位弁天、６位西町、７位土佐、８位北進町

９位日吉 １０位末広、１１位豊浜、１２位東浜、１３位中央町

１４位南町、１５位栄町、１６位開進町、１７位本通（広報写真）

平成15年 2003 7月6日 第４３回町民運動会：１７チーム、１２種目、約２０００人 岐阜優勝（広報ところ）

＊豊川・日吉・共立・土佐・東浜・豊浜・北進町・西町・開進町・岐阜・栄町

本通・富丘・弁天・末広・南町・中央町（広報写真）

平成16年 2004 7月4日 第４４回町民運動会 綱引き：土佐優勝 岐阜総合優勝（広報ところ）

＊共立・日吉・豊川・富丘・岐阜・南町・末広・土佐・西町・北進町・開進町

栄浦・本通・豊浜・栄町・弁天・中央町（１７チーム：広報写真）

平成17年 2005 7月3日 第４５回町民運動会 １５チーム参加・１３種目・最後の運動会（広報ところ）
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＊岐阜・西町・北進町・栄町・日吉・富丘・弁天・豊川・開進町

本通・中央町・末広・共立・豊浜・土佐（広報写真）

総合１位：西町 ２位：土佐・北進町 ４位：富丘 ５位：岐阜 ６位：豊川

７位：共立 ８位：弁天 ９位：日吉 １０位：開進町 １１位：末広・豊浜

１３位：本通り １４位：中央町 １５位：栄町 （町民運動会資料）
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