
令和４年４月スポーツ行事予定 スポーツ推進課
2022/5/18

時間 行  事  名 会    場 結果

2 (土) ･ 3 (日) 8時
第43回山口県学童選手権大会兼宮本和知旗
争奪野球大会 岩国市予選

岩国市市民球場ほか ☆

2 (土) 9時 第65回岩国市春季エスキーテニス大会 岩国市総合体育館 武道場 ☆

2 (土) 13時
山口県地区サッカートレーニングセンター
岩国地区選考会

愛宕SC 陸上競技場 ―

2 (土) ･ 3 (日) 17時
中国新聞社旗争奪第19回ヤングリーグ少年
硬式野球山口大会

愛宕SC 絆スタジアムほか ☆

15 (金) 8時
第35回会長旗争奪軟式野球大会(成年)岩国
市予選

岩国市市民球場 ☆

3 (日) 9時 第68回近県中島杯ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

3 (日) 9時
第62回全日本実業団男子ソフトボール選手
権大会山口県予選会

愛宕SC ソフトボールフィールド ☆

3 (日) ･ 10 (日) 9時
第35回 山口県少年サッカー選手権大会 岩
国地区予選

愛宕SC 陸上競技場 4/29へ掲載

4 (月) ･ 5 (火) 9時 第25回中国オープンジュニア山口大会 岩国市テニスコート ☆

5 (火) 9時 春のふれあいGB大会 岩国市屋内ゲートボール場 ☆

6 (水) 9時 シニアテニス岩国春季親睦大会 岩国市テニスコート

9 (土) 8時
山口県地区サッカートレーニングセンター
周東ブロック選考会

玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

9 (土) 9時
第26回中国地区学童軟式野球選手権大会
岩国市予選

サンビレッジ周東多目的グラウンド ☆

9 (土) 9時
春季岩柳地区高等学校ソフトテニス大会兼
山口県春季選手権大会地区枠決定戦(男子)

岩国市テニスコート ☆

10 (日) 8時 中国地区社会人山口広島定期戦（社会人） 愛宕SC 絆スタジアム ☆

10 (日) ･ 24 (日) 8時
第55回中国五県軟式野球大会(一部)岩国市
予選

岩国市市民球場 ☆

10 (日) 9時
第43回レディースクラブ対抗ソフトテニス
大会

サン･ビレッジ周東テニスコート ☆

10 (日) 9時
山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選
ソフトテニス大会

岩国市テニスコート ☆

10 (日) 9時
山口県春季アーチェリー大会兼第77回国体
アーチェリー競技第1回･2回選考記録会

岩国市アーチェリー場 ☆

10 (日) 10時 2022シーズンイン岩国 愛宕SC 陸上競技場 ☆

14 (木) ～ 18 (月) 令和4年度春季高等学校野球大会 愛宕SC 絆スタジアム

15 (金) ～ 17 (日)
BリーグB3 2022-2023シーズンレギュラー
シーズン山口ペイトリオッツホームゲーム

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

16 (土) 8時
サッカーリーグ in 山口県岩国ブロック
リーグ 高学年

玖珂総合公園 多目的グラウンド

16 (土) 9時
第26回中国地区学童軟式野球選手権大会
岩国市予選

サンビレッジ周東多目的グラウンド ☆

16 (土) ･ 17 (日) 9時 第17回岩国地区中学校春季体育大会 岩国市テニスコートほか ☆

16 (土) 19時 シニアサッカートレーニングセンター 愛宕SC 陸上競技場 ―

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/c710a736fd644eca292a382d7021ef2d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/d695272a89d46d9a94baf9937d6af3b1.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/e4be579428f4f73e329db615a11d0e1e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/3e82af451fcd0f948a55e3562967906e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/0f72814fe97a4963494ea51bdad49a8f.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/942a6312083004c712f554f82604f4e6.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/c4a8b4b0925abf5bb6d903724fcc8088.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/8f5c252b2bce14b48f4f38ce172c2939.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/7a067d51e76d8b578f02c85769112af7.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/468d97c5c5ceb361abe6e950fa4afcdd.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/71bbe7de0a7076c675a97235f856aacd.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/b35f825e97e6e10221feadd0b3b7b7c3.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/05f4a8d5131ba4d4fdca4917cb3d8f16.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/0319c455131f3e45af2dd79b00fcd9aa.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/10d01c153658f8b246de042dbab7edb9.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/88114f95f1fc4f3af0457fe3825a55c0.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/b9e537b2bca9cd31b25531dfbccb54a4.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/7a067d51e76d8b578f02c85769112af7.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/6d636e43e7b6a8bad7b5ad67b5d08e36.pdf


令和４年４月スポーツ行事予定 スポーツ推進課
2022/5/18

時間 行  事  名 会    場 結果日(曜日)

3 (日) 8時
第55回中国五県軟式野球大会(二部)岩国市
予選

玖珂グラウンド

17 (日) ･ 24 (日) 8時
第46回会長旗争奪ソフトボール大会(第1日
目)

錦見河川敷運動広場ほか ☆

17 (日) 9時 岩国市社会人サッカーリーグ(1部･2部) 愛宕SC 陸上競技場

17 (日) 9時
第78回岩柳大島地区小学生バレーボール大
会

周東体育センター ☆

17 (日) ･ 24 (日) 9時
第35回 山口県少年サッカー選手権大会 岩
国地区予選

玖珂総合公園 人工芝グラウンド 4/29へ掲載

17 (日) ･ 24 (日) 9時 春季岩国市民テニス大会 岩国市テニスコート ☆

18 (月) 9時30分 岩国市フリーテニス審判講習会 岩国市総合体育館 アリーナ ―

22 (金) 9時 第2回白蛇杯GG交歓大会 横山河川敷運動広場 ☆

23 (土) ･ 24 (日) 9時 春季岩柳･徳山支部陸上競技大会 愛宕SC 陸上競技場 ☆

23 (土) 9時
サッカーリーグ in 山口県岩国ブロック
リーグ

玖珂総合公園　多目的グラウンド

24 (日) 8時
第39回全日本少年軟式野球大会 岩国市予
選

周東用田グラウンドほか ☆

29 (金) 9時
第35回 山口県少年サッカー選手権大会 岩
国地区予選

玖珂総合公園 人工芝グラウンド ☆

24 (日) 9時 春季岩国市民バドミントン大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

24 (日) 9時 中国地区社会人山口広島定期戦(中学部） 愛宕SC 絆スタジアム ☆

24 (日) 9時
山口県シニアソフトボール大会岩国予選会
(第2日目)

愛宕SC ソフトボールフィールド

24 (日) 9時 第158回岩国市ママさんバレーボール大会 和木町体育センター ☆

29 (金) 9時 山口県ラージボール卓球岩国大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

29 (金) 9時 山口県バレーボール審判講習会 愛宕SC CC アリーナ ―

29 (金) 10時
高円宮杯JFA U-18 2022山口県ユースリー
グ

玖珂総合公園 人工芝グラウンド

30 (土) 9時 岩国市 U-15サッカー フレンドリーマッチ 玖珂総合公園 人工芝グラウンドほか 5/1掲載

30 (土) 9時
第13回岩国錦帯橋カップソフトテニス研修
大会

岩国市テニスコート ☆

30 (土) 10時 第1回岩国市小学生ハンドボール大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

30 (土) 10時30分 春季岩柳大会柔道競技(高等学校の部) 岩国市総合体育館 武道場 ☆

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/d4e04aa3ebfbe18a887a7cef93cfdfcc.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/a990461a0e125f42737fe80fed9b8683.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/76a7dd5de9e9ee606e9e4502d18301d4.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/6e05c5335be97e24105739eb0d2ad9c5.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/a127544f43720b4d6a20916ea2387e7c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/8fa48e49fbf887b330b53540762ba774.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/8cc19044d4700179792c6054283705e4.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/7eb33a04809b07118cea1a32270ddeba.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/b95d0e2a5448293ee8ecc2dc430c1182.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/04/a84a05e70dc1a94f7a8a6b4422729a42.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/04481d7471c6789d6aeac771de986800.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/512678aa733b540e5e47eff627e4c257.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/adc9ca69bcdebe639f53d41d233b2241.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/4c90f61f8663a0606b2527ee187e7491.pdf


令和４年４月スポーツ行事予定 スポーツ推進課
2022/5/18

時間 行  事  名 会    場

10時 バレトン(第1期) 岩国市総合体育館 武道場

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート

13時 ミズノエンジョイダンス教室 岩国市総合体育館

16時30分 リズムダンス運動 由宇文化スポーツセンター 小体育室

16時30分 ミズノボールの蹴り方教室 岩国運動公園

18時 ミズノボールの蹴り方教室 岩国運動公園

9時15分 はじめてのエアロビクス 由宇文化スポーツセンター 小体育室

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート

11時 幼児体操教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

13時 陸上競技教室 愛宕SC 陸上競技場

13時15分 児童体操教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

15時 ＨＩＰＨＯＰ ダンス教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

18時30分 親子でエンジョイハンドボール教室 岩国市総合体育館 アリーナ

9時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート

17時 ミズノ運動教室 岩国市総合体育館

18時 ミズノ運動教室 岩国市総合体育館

10時 いきいき健康体操 岩国市総合体育館 武道場

10時 ストレッチポール教室 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム２

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート

13時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館

17時 ミズノ運動教室 岩国市総合体育館

18時 ミズノ運動教室 岩国市総合体育館

18時 スポーツスクール(フットサル) 玖珂体育センター

18時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場

19時
15時

トレーニング講習会 由宇文化スポーツセンター

9時15分 卓球デー 由宇文化スポーツセンター アリーナ

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート

10時 ＹＯＧＡ教室 由宇文化スポーツセンター

13時30分 ミズノフラダンス教室 岩国市総合体育館

13時30分 貯筋うんどう教室 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム１

15時30分 フラダンス教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室

18時 スポーツスクール(ホッケー) 玖珂総合公園 人工芝

1･8･22(金)

5･12･19･26(火)

1･8･15･22･29(金)

2･9･16･23･30(土)

6･13･20･27(水)

日(曜日)

5･12･19･26(火)

2(土)

3･10･17･24(日)

5･12･19･26(火)
2･16(土)

5･12･19･26(火)

6･13･20･27(水)

6･13･20･27(水)

6･13･20･27(水)

6･20(水)

4･11･18･25(月)

4･11･18･25(月)

5･12･19･26(火)

5･12･19･26(火)

1･8･22･29(金)

1･8･22･29(金)

1･8･22･29(金)

1･8･22･29(金)

2･9･16･23･30(土)

3･10･17･24(日)

2･9･16･23･30(土)

2･9･16･23･30(土)

2･9･16･23･30(土)

2(土)

5･12･19･26(火)

5･12･19･26(火)

6･13･20･27(水)

6･20(水)

5･12･19･26(火)



令和４年４月スポーツ行事予定 スポーツ推進課
2022/5/18

時間 行  事  名 会    場日(曜日)

19時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館

9時30分 ソフトバレーボールデー 由宇文化スポーツセンター アリーナ

9時30分 健康ストレッチ 由宇文化スポーツセンター

10時 ミズノ太極拳教室 岩国市総合体育館

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場

16時 岩国市ジュニアサッカースクール 愛宕SC 陸上競技場

17時30分 スポーツスクール(サッカー) 玖珂総合公園 人工芝

13時30分 ビーズ手芸講習会 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム１

18時45分
“アスリート育成のための”ハンドボール
教室(前期)

岩国市総合体育館 アリーナ

9時30分 顔ヨガ教室 由宇文化スポーツセンター ミーティングルーム１

10時30分 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館

18時15分 “初めての”ハンドボール教室(前期) 岩国市総合体育館 アリーナ

9時30分 運動塾 由宇文化スポーツセンター 小体育室

14時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場

18時30分 O-60シニアサッカークリニック 愛宕SC 陸上競技協会

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館

9時 陸上競技教室 愛宕SC 陸上競技場

8時 銭壺山グリーンハイキング
由宇文化スポーツセンター
由西小学校、神東小学校

18時 チャレンジスポーツ教室 岩国市総合体育館 アリーナ

13･20･27(水)

13･27(水)

8･22(金)

9(土)

10(日)

7･14･21･28(木)

7･14･21(木)

29(金)

9･23(土)

16(土)

17(日)

7･14･21･28(木)

7･14･21･28(木)

8･22(金)

7･14･21･28(木)

7･14･21･28(木)

7･14･21･28(木)

9･23(土)

12･26(火)

12･26(火)

13･27(水)

6･13･20･27(水)


