
令和４年６月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2022/7/19

時間 行  事  名 会  場 種別 区分 問い合わせ 結果

4 (土) ･ 5 (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

愛宕SC ソフトボールフィールドほか 共催 大会 体育協会 11日へ

4 (土) ･ 5 (日) 8時30分 山口県中学校選手権大会岩国支部予選 岩国市テニスコート 共催 大会 体育協会 18日へ

4 (土) 9時
岩国市スポーツ少年団 チャレンジプログ
ラム①横山･錦帯橋ウォークラリー

横山河川敷運動広場 共催 講習 体育協会 ―

4 (土) ･ 18 (土) 9時
サッカーリーグ in 山口県岩国ブロック
リーグ 高学年

愛宕SC 陸上競技場ほか 共催 大会 体育協会 ―

4 (土) ･ 5 (日) 11時
山口県総合体育大会ハンドボール競技兼
高松宮記念杯第73回全日本高等学校ハン
ドボール選手権大会山口県予選会

岩国市総合体育館 アリーナ 後援 大会 体育協会 ☆

4 (土) 13時 第2回山口県U-12岩国玖珂地区DC 平田小学校 共催 大会 体育協会 ―

4 (土) 17時30品
岩国市 ジュニアサッカートレーニングセ
ンター

愛宕SC 陸上競技場 共催 講習 体育協会 ―

5 (日) 9時 第106回岩国市ソフトバレーボール大会 周東体育センター 共催 大会 体育協会 ☆

5 (日) 9時
第77回国体アーチェリー競技第5･6回選考
記録会

岩国市アーチェリー場 共催 大会 体育協会 ☆

5 (日) 9時
第34回山口県知事旗争奪(一般男子2部)ソ
フトボール大会岩国地区予選会

横山河川敷運動広場 共催 大会 体育協会 ☆

5 (日) 9時30分
第7回岩柳地区大会兼第4回日米親善陸上
競技大会

愛宕SC 陸上競技場 共催 大会 体育協会 ☆

5 (日) 9時30分
令和4年度 山口県社会人サッカーリーグ
(1部)

玖珂総合公園 人工芝グラウンド 共催 大会 体育協会 ―

5 (日) 9時 春季岩国市フェンシング大会 岩国市総合体育館　武道場 共催 大会 体育協会 ☆

11 (土) 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 共催 大会 体育協会 ☆

11 (土) 9時 第1回岩国市近郊中学校ハンドボール大会 岩国市総合体育館 アリーナ 共催 大会 体育協会 ☆

11 (土) 9時
競技者育成プログラムStep2大会兼第76回
国民体育大会ソフトテニス競技山口県選
考会（ダブルスの部）

岩国市テニスコート 後援 大会 体育協会 ☆

11 (土) ･ 12 (日) 9時 山口県中学校選手権大会岩国支部予選 岩国市総合体育館 武道場ほか 共催 大会 体育協会 18日へ

11 (土) ･ 12 (日) 9時 第10回中国高等学校カヌー選手権大会 中山湖特設カヌーコース 後援 大会 体育協会 ―

12 (日) 8時 第30回ヤングリーグ選手権山口予選 愛宕SC 絆スタジアム 後援 大会 体育協会 ☆

12 (日) 8時
山口県体育大会兼第38回県知事杯軟式野
球大会（一部）岩国市予選

玖珂グラウンド 共催 大会 体育協会 7月へ

12 (日) 9時 第43回市長旗争奪ソフトボール大会 横山河川敷運動広場 共催 大会 体育協会 ７月へ

12 (日) 9時 岩国市スポーツ少年団 空手道演武大会 由宇文化スポーツセンター アリーナ 共催 大会 体育協会 ☆

12 (日) 9時 わいわいサッカー親睦大会 愛宕SC 陸上競技場 共催 大会 体育協会 ―

12 (日) 9時45分 岩国市民ターゲットアーチェリー大会 岩国市アーチェリー場 共催 大会 体育協会 ☆

15 (水) 9時 第30回浜田杯近郊GG交歓大会 横山河川敷運動広場 共催 大会 体育協会 ☆

16 (木) ～ 19 (日) 9時
第43回中国高等学校ホッケー選手権大会
兼全国高等学校総合体育大会中国地区予
選

玖珂総合公園 人工芝グラウンド 後援 大会 体育協会 ☆

18 (土) 8時
第3回サン･リフォーム旗少年ソフトボー
ル大会

横山河川敷運動広場 共催 大会 体育協会 ☆

18 (土) 8時30分 山口県中学校選手権大会岩国支部予選 岩国市市民球場ほか 共催 大会 体育協会 ☆

18 (土) 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ほか 共催 大会 体育協会 ―

18 (土) ･ 19 (日) 9時
第38回山口県小学生ハンドボール大会兼
第35回全国小学生ハンドボール大会山口
県予選会

岩国市総合体育館 アリーナ 共催 大会 体育協会 ☆

18 (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 共催 講習 体育協会 ―

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/3983e12821dd7beff6e5125b85d287b7.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/d84bb2304fee1efe04f15005fb41e6de.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/8fd30f6e89eca40ff9fcaace4f95b313.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/38672bf8f950a92a91773c779e15759f.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/0ccb28d23da89e8b430a18b26074748d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/82352fb7fc563a1463f6610b9bfc4593-1.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/587b17e66ba798d4899cebdb2ccc4220.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/dfb398e5ce7bbfabe93c870cd31fb971.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/2eff963663699e4a9267ff8763cf7994.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/a316da21dccccf1221dfdab5f743cb0d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/48a364bf0b68641477e4ce94a2a83326-1.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/a8fe6eb203cdb97ca0d2cb361b72ce1b.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/6.15gg.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/417395d9f285b89e7b32e3b593d27bcc.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/49d16088949214d77937d4af56269264.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/2fe88b2edbf0bee52b5de4661c86ed2e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/1a9a9601dfe8b363dc0885cdefedfd8f.pdf


令和４年６月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2022/7/19

時間 行  事  名 会  場 種別 区分 問い合わせ 結果日(曜日)

19 (日) 9時 第45回岩国近郊社会人ソフトテニス大会 岩国市テニスコート 共催 大会 体育協会 ☆

19 (日) 9時
サッカーリーグ in 山口県岩国ブロック
リーグ

愛宕SC 陸上競技場 共催 大会 体育協会 ―

19 (日) 9時
第117回岩国市民バスケットボール大会
(一般･高校･ママさんの部)

愛宕SC CC アリーナ 共催 大会 体育協会 ☆

19 (日) 9時 岩国市社会人サッカーリーグ(1部･2部) 各企業グラウンド 共催 大会 体育協会 ―

19 (日) 9時 第43回理事長旗争奪ソフトボール大会 横山河川敷運動広場 共催 大会 体育協会 ７月へ

19 (日) 9時 第43回理事長旗争奪ソフトボール大会 横山河川敷運動広場 共催 大会 体育協会 ７月へ

19 (日) 9時
第48回岩国市近郊ママさんバレーボール
大会

周東体育センター 共催 大会 体育協会 ☆

25 (土) 9時 岩国市近郊ラージボール＆硬式卓球大会 岩国市総合体育館 アリーナ 共催 大会 体育協会 ☆

26 (日) 8時 第36回横山友好ソフトボール大会 横山河川敷運動広場 共催 大会 体育協会 ☆

26 (日) 9時
第28回岩国市近郊バドミントン大会団体
戦

岩国市総合体育館 アリーナ 共催 大会 体育協会 ☆

26 (日) 9時
第18回岩国市内ソフトテニスシングルス
大会

岩国市テニスコート 共催 大会 体育協会 ☆

26 (日) 9時 2022年度 山口県シニアサッカーリーグ 玖珂総合公園 人工芝グラウンド 共催 大会 体育協会 ―

26 (日) 9時
第26回西日本軟式野球選手権大会(A級)岩
国柳井ブロック

岩国市市民球場 共催 大会 体育協会 ☆

27 (月) 9時 前期岩国市バウンドテニス親睦大会 岩国市総合体育館 武道場 共催 大会 体育協会 ☆

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/df7d9754450f2214820b0be2feaa5771.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/df29944fada6fb4aa3b8ca59e50efa7b.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/1ff2d35c8722aa0dc009c0d39772bf7d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/796284b425490728bdebb4d968d19d9c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/c809d4d9929bd7f87d700b47d07cd11f.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/c36c55f429a82ef9b20ec8bab8c5d476.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/27158ffa4787bdd9aa3572aca0cc9a27.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/2621ea7f27e26dd17a6d59ce7d9cb002.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/06/6.27bt.pdf


令和４年６月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2022/7/19

時間 行  事  名 会  場 種別 区分 問い合わせ日(曜日)

時間 行  事  名 会  場 種別 区分 問い合わせ

9時15分 卓球デー 由宇文化スポーツセンター アリーナ 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10時 ＹＯＧＡ教室 由宇文化スポーツセンター 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート 後援 教室 岩国市体育協会グループ

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

13時30分 ミズノフラダンス教室 岩国市総合体育館 後援 教室 岩国市体育協会グループ

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

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 共催 教室 体育協会

19時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館 武道場 後援 教室 岩国市体育協会グループ

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

9時30分 健康ストレッチ 由宇文化スポーツセンター 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10時 ミズノ太極拳教室 岩国市総合体育館 武道場 後援 教室 岩国市体育協会グループ

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート 後援 教室 岩国市体育協会グループ

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

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 共催 教室 体育協会

18時 IWAKUNIアスリートキッズプロジェクト 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

18時30分 初心者テニス教室 岩国市テニスコート 共催 教室 体育協会

19時 エスキーテニス初心者教室 岩国市総合体育館 アリーナ 共催 教室 体育協会

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 共催 教室 体育協会

10時 バレトン(第1期) 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート 後援 教室 岩国市体育協会グループ

13時30分 ミズノエンジョイダンス教室 岩国市総合体育館 武道場 後援 教室 岩国市体育協会グループ

16時30分 リズムダンス運動(初級) 由宇文化スポーツセンター 小体育室 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

17時45分 ミズノボールの蹴り方教室 岩国運動公園 後援 教室 岩国市体育協会グループ

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

11時 幼児体操教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

13時30分 初心者弓道教室 岩国市弓道練習場 共催 教室 体育協会

15時 ＨＩＰＨＯＰ ダンス教室 由宇文化スポーツセンター 小体育室 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

8時 令和4年度第47回由宇近郷少年柔道大会 由宇文化スポーツセンター 共催 大会 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

9時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場 共催 教室 体育協会

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 共催 教室 体育協会

9時30分 前期バウンドテニス教室 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

4･11･18･25(土)

4･11･18･25(土)

4･11･18･25(土)

4･11･18･25(土)

5･12･19･26(日)

1･8･15･22･29(水)

1･15(水)

1･8･15･22･29(水)

1･8･15･22･29(水)

2･9･16･23･30(木)

2･9･16･23･30(木)

1･15(水)

1･15･22･29(水)

1･15･22･29(水)

5(日)

1･15･22･29(水)

1･15･29(水)

2･9･16･23･30(木)

日(曜日)

2･9･16･23･30(木)

2･9･16･23･30(木)

2･9･16･23(木)

6･13･20(月)

3･10･17(金)

3(金)･6･13･20･27(月)

5(日)

2･9･16･23･30(木)

2･9･16･23(木)

3･10･17･24(金)

3･10･17･24(金)

3･10･17･24(金)

4･11･18･25(土)

3･10･17･24(金)

2･9･16･23･30(木)
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2022/7/19

時間 行  事  名 会  場 種別 区分 問い合わせ日(曜日)

18時 ミズノ運動教室 岩国運動公園 後援 教室 岩国市体育協会グループ

10時 いきいき健康体操 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

10時 初心者レディースバドミントン教室 岩国市総合体育館 アリーナ 共催 教室 体育協会

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10時 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート 後援 教室 岩国市体育協会グループ

13時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館 武道場 後援 教室 岩国市体育協会グループ

18時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場 共催 教室 体育協会

18時 ミズノキッズダンス教室 岩国市総合体育館 武道場 後援 教室 岩国市体育協会グループ

18時 ミズノ運動教室 岩国運動公園 後援 教室 岩国市体育協会グループ

18時30分 初心者バドミントン教室 岩国市総合体育館 アリーナ 共催 教室 体育協会

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室 後援 教室 岩国市体育協会グループ

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室 後援 教室 岩国市体育協会グループ

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

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 共催 教室 体育協会

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 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

10時30分 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室 後援 教室 岩国市体育協会グループ

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 共催 教室 体育協会

13時 ミズノﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞサークル 岩国市内 後援 教室 岩国市体育協会グループ

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 共催 教室 体育協会

14時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室 後援 教室 岩国市体育協会グループ

15時 エクササイズ教室 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室 後援 教室 岩国市体育協会グループ

10時 ミズノベビーダンス教室 岩国市総合体育館 会議室 後援 教室 岩国市体育協会グループ

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室 後援 教室 岩国市体育協会グループ

9時 少年少女ソフトテニス教室 岩国市テニスコート 共催 教室 体育協会

13時 陸上競技教室 愛宕SC 陸上競技場 共催 教室 体育協会

9時30分 運動塾 由宇文化スポーツセンター 共催 講座 ゆうｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

13時 ミニテニス教室(前期) 岩国市総合体育館 アリーナ 共催 教室 体育協会

10時 バレトン(第2期) 岩国市総合体育館 武道場 共催 教室 体育協会

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 共催 教室 体育協会
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24(金)

18･25(土)
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11(土)
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7･14･21･28(火)
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