
令和４年５月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場 結果

1 (日) 9時
第30回岩国市近郊選抜ミニバスケットボール大
会

岩国市総合体育館 アリーナほか ☆

1 (日) 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 ☆

1 (日) 9時 岩国市 U-15サッカー フレンドリーマッチ 愛宕SC 陸上競技場ほか ☆

1 (日) ･ 15 (日) 9時
天皇賜杯 第77回全日本軟式野球大会(A級)
岩国柳井ブロック

愛宕SC 絆スタジアム ☆

1 (日) 9時30分 春季市民オリエンテーリング大会 二鹿野外活動センター ☆

1 (日) 9時45分
第49回田村杯兼第77回国体アーチェリー競技第3
回･4回選考記録会

岩国市アーチェリー場 ☆

3 (火) ･ 4 (水) 9時 第41回山口県ジュニアテニス選手権大会 岩国市テニスコート ☆

3 (火) ～ 5 (木) 9時 第42回ENEOS杯選抜中学校野球大会 愛宕SC 絆スタジアム ☆

3 (火) ～ 5 (木) 9時 山口県近県中学校交流ハンドボール大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

3 (火) ･ 5 (木) 10時 高円宮杯JFA U-18 2022山口県ユースリーグ 愛宕SC 陸上競技場ほか ―

5 (木) 9時 春季岩国近郊選抜高等学校ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

7 (土) 8時
第35回 山口県少年サッカー選手権大会
周東ブロック予選

玖珂総合公園 人工芝グラウンド ☆

7 (土) 8時 キャンプ 二鹿野外活動センター ―

7 (土) 13時 第1回山口県U-12岩国玖珂地区DC 由宇文化スポーツセンター アリーナ ―

21 (土) 13時 第1回 IDBスポーツクラブ 多世代交流会 岩国市総合体育館 アリーナ ―

8 (日) 8時
高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(二部)
山口県決勝大会

愛宕SC 絆スタジアム ☆

8 (日) 9時 春季岩国市民卓球大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

8 (日) 9時 春季岩国市内中学校ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

8 (日) 9時 第46回会長旗争奪ソフトボール大会 錦見河川敷運動広場 ☆

14 (土) 8時30分 第15回 IDBカップ 小学生ハンドボール交流会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

14 (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 人工芝グラウンド ―

15 (日) 9時 春季市民ソフトボール大会 S･Aゾーン 横山河川敷運動広場 ☆

15 (日) 29 (日) 9時
サッカーリーグ in 山口県岩国ブロックリーグ
低学年

愛宕SC ソフトボールフィールド ―

15 (日) 9時 岩国近郊職域テニスクラブ対抗戦 岩国市テニスコート ☆

15 (日) 10時 第13回玖珂総合公園小中学生ホッケー交流大会 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ☆

15 (日) 10時 岩国市陸上競技記録会 愛宕SC 陸上競技場 ☆

15 (日) 9時
天皇賜杯 第77回全日本軟式野球大会(A級)
岩国柳井ブロック

愛宕SC　絆スタジアム ☆

16 (月) 9時 第92回岩国市フリーテニス大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

17 (火) 9時 第77回岩国市レディースバドミントン大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

21 (土) 8時30分 第69回山口県中学校春季体育大会(柔道) 岩国市総合体育館 アリーナ ―

21 (土) 9時
第22回東山口高等学校ソフトテニスオープン大
会

岩国市テニスコート

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/b5130fe08bd232cb6bbd281ab031aa6b.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/512678aa733b540e5e47eff627e4c257-1.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/2deecf4911b95c19a579ccbc42c47a74.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/98b1b41494c35d201254679768f53f39.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/9ff05bb93e6b4bfbf88ddf327e2f211d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/82554ce2f603a0613143cd6dfda45a99.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/acfcb5b585b8c215643a5b25de30fb31.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/5.3ENEOS.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/28e0e850a456b26394d6eb53d46d8cfc.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/54fd553ae0122e5cbe4caffebce4994f.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/64f65d4555bfe62cc631da2d0a17d808.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/fccbba133d1495bb3db815bff8627b58.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/a1c37b8d56efd43efe6b34acce20e19e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/2acf37e44aabc656cb55189b28eb412c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/d4e04aa3ebfbe18a887a7cef93cfdfcc-1.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/95d983102a20229da44e24ee2ba09dcc.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/f10514e3d3a3c68d2d8d00e46a94155f.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/ffec3dc47db6af2fce79170750fde8c9.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/72d13083be1e048a773fda0d258a55b2.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/4eafd7d4f8d437499c15312eef9fde76.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/98b1b41494c35d201254679768f53f39.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/34dbd472f55b365e046234503c13a352.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/ce4f4811a459320f3af997384ec5bc8d-1.pdf


令和４年５月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場 結果日(曜日)

21 (土) 9時 岩国市ホッケーリーグ第1節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

22 (日) 8時 第55回中国五県軟式野球大会(二部)岩国市予選 岩国市市民球場 ☆

22 (日) 8時
第19回中国ろうきん杯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 6/4.5へ

22 (日) 9時 岩国市近郊レディース･男子ベテラン卓球大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

22 (日) 9時 春季市民ソフトボール大会 B･Cゾーン 横山河川敷運動広場 ☆

7 (土) ･ 8 (日) 9時
第42回かんぽ生命ドリームカップ全日本バレー
ボール小学生大会岩柳大島ブロック予選

周東体育センター ☆

24 (火) 8時30分 岩国近隣親睦GB大会 横山河川敷運動広場 ☆

27 (金) 16時 山口県高校総体(ホッケー) 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

28 (土) ～ 30 (月) 8時 山口県高等学校総合体育大会卓球競技 岩国市総合体育館 アリーナ ―

28 (土) 9時 山口県高校総体 女子の部(ホッケー) 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

28 (土) ･ 29 (日) 9時 山口県高等学校総合体育大会アーチェリー競技 岩国市アーチェリー場 ―

28 (土) ･ 29 (日) 9時 ヤングリーグ中国九州定期交流戦（中学部） 愛宕SC　絆スタジアム ☆

29 (日) 9時 山口県高校総体 男子の部(ホッケー) 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

29 (日) 9時 春季岩国近郊クラブ対抗ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

29 (日) 9時 第21回中国女子サッカーリーグ第5節 愛宕SC 陸上競技場 ―

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/7cd16bb641a91aa07eeadbae9abc8be4.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/b1c228e08745e8512046ecc95ca04166.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/f10514e3d3a3c68d2d8d00e46a94155f.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/df92e255e83805b20831de8030d62358.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/05/5.24GB.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/7f0f0659b9e200fa9f2d963db5a803d8.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/e1627a7f3642393ded1199b118a31098.pdf


令和４年５月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場日(曜日)

9時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場

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

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

18時 スポーツスクール(フットサル) 玖珂体育センター

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 ＹＯＧＡ教室 由宇文化スポーツセンター

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

18時 スポーツスクール(ホッケー) 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

19時 ミズノヨーガ教室 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

17時30分 スポーツスクール(サッカー) 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

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

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 武道場

16時30分 リズムダンス教室(年中以上) 由宇文化スポーツセンター 小体育室

17時45分 ミズノボールの蹴り方教室 岩国市総合体育館 

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30分 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館

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 前期初心者アーチェリー教室 岩国市アーチェリー場

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(小学生以上) 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

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 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

6･13･20･27(金)

6･13･20･27(金)

6･13･20･27(金)

6･13･20･27(金)

7･21(土)

9･16･23･30(月)

10･17･24･31(火)

10･17･24･31(火)

3･10･17･24･31(火)

4･11･18･25(水)

7･14･21･28(土)

7･14･21･28(土)

7･14･21･28(土)

7･14･21･28(土)

5･12･19･26(木)

4･11･18･25(水)

4･11･18･25(水)

4･11･18･25(水)

5･12･19･26(木)

5･12･19･26(木)

4･18(水)

7･14(土)

1･8･15･22･29(日)

6･13(金)

10･17･24･31(火)

1(日)

7･14･21(土)

6･13･20･27(金)

5(木)･15(日)･22(日)

3･10･17･24･31(火) 7･21(土)

3･10･17･24･31(火)



令和４年５月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場日(曜日)

14時 ミズノヨーガ教室 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 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

13時30分 ミズノフラダンス教室 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

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 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館

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

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

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

13時30分 初心者弓道教室 岩国市弓道練習場

19時
初心者前期(男女小中学生)のための
バレーボール教室

岩国商業高等学校体育館

9時30分 運動塾 由宇文化スポーツセンター 小体育室

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館

10時 ミズノベビーダンス教室 岩国市総合体育館

9時30分 初心者フリーテニス教室 岩国市総合体育館 アリーナ

9時 陸上競技教室 愛宕SC 陸上競技場

11･18･25(水)

12･19･26(木)

12･19･26(木)

17･31(火)

11･18(水)

13･27(金)

14(土)

18(水)

10･17･24･31(火)

10･24(火)

15(日)

11･18･25(水)

11･18(水)

28(土)

23(月)

14･21･28(土)

14･21･28(土)

12･19･26(木)

12･19･26(木)

11･18･25(水)

11(水)･25(水)

10･17･24･31(火)


