
令和４年７月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2022/8/22

時間 行   事   名 会  場

2 (土) 9時 岩国市ホッケーリーグ第2節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

2 (土) 13時 第3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 ―

2 (土) ハンドボールクリニック 岩国市総合体育館 アリーナ ―

2 (土) ･ 3 (日) 第56回中国五県軟式野球大会(一部)東部大会 愛宕SC 絆スタジアム ☆

2 (土) ･ 3 (日) 第10回太平洋オープン岩国大会 愛宕SC ソフトボールフィールドほか ☆

3 (日) 9時 第21回中国女子サッカーリーグ第3節 愛宕SC 陸上競技場 ―

3 (日) 9時 岩国市ホッケーリーグ第3節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

3 (日) 13時 サッカーレフェリーフィジカルチェック 愛宕SC 陸上競技場 ―

3 (日)
第31回マルキュウカップ山口県ママさんバ
レーボール選手権予選大会

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

5 (火) 9時
第36回岩国市近郊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 ☆

6 (水) 9時 山口県理事長杯東部地区GG大会 横山河川敷運動広場 ☆

9 (土) 9時 岩国市ホッケーリーグ第4節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

9 (土) 17時30分
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 ―

10 (日) 9時 岩国カップ小学生ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

10 (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 ―

10 (日) 9時 岩国市ホッケーリーグ第5節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

10 (日)
第77回国体アーチェリー競技最終選考記録会
(第7回･8回)

岩国市アーチェリー場 ☆

10 (日) 岩国少年ソフトボール同好会会長旗大会 横山河川敷運動広場 ☆

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

愛宕SC 絆スタジアムほか 8月へ

15 (金) 9時 第44回岩国市フリーテニス親睦大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

16 (土) 9時 岩国市ホッケーリーグ第6節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

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 ―

17 (日) 9時
第43回朝日岩国レディースオープンテニス選
手権大会

岩国市テニスコート ☆

17 (日) 9時
第43回市長旗争奪･第43回理事長期争奪ソフ
トボール大会 決勝大会

愛宕SC ソフトボールフィールドほか ☆

17 (日) 9時
山口県中学生ホッケー選手権大会兼第28回中
国中学生ホッケー選手権大会山口県予選会第
4回山口県ホッケー選手権大会

玖珂総合公園 人工芝グラウンド

17 (日)
山口県体育大会兼第38回山口県知事杯軟式野
球大会(二部)岩国市予選

周東用田グラウンド 8月へ

17 (日) 山口福岡定期交流戦(社会人) 愛宕SC 絆スタジアム ☆

18 (月) 山口福岡定期交流戦(中学部) 周東用田グラウンドほか ☆

24 (日) 山口福岡定期交流戦(中学部) ☆

18 (月) 9時 ＫＵＧＡＣＵＰホッケーリーグ9節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/df7acabe38ba211fb4ab1b7f15853510.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/14cfaa45d9bb0a2c5f7f4d37a3e86969.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/aaad55f43a9b49d96469ad7ebc5e1e76.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/dad774096095873fe01ef22ebe81948e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/7.7gg.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/08f27adedccc43e31db971493c2a24e4.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/56beaffb0f01fb33f5891163bbc3513c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/f9cfe206f510a17f7e66c57bbf71fc12.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/bad7a839444cc64aceef8c630658431b.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/df263d1c0b8a8fc2c624496e42c7cf91.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/65739b6e9ba5b7bba57fdb95e7fb614b.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/e8cd4384e1c9fb88a0379bc38e26f30a.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/118f6c2b3cf5ba8e4f13cab4017db4e8.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/5e51e53f17741ac1f8b4d716b1476bf7.pdf
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時間 行   事   名 会  場日(曜日)

18 (月) 10時
岩国市空手道連盟一刀会少年の部空手道選手
権大会

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

18 (月) 第12回灘リーグ会長旗少年ソフトボール大会 横山河川敷運動広場 ☆

20 (水) 18時30分 岩国市剣道連盟合同稽古会 岩国市総合体育館 武道場 ―

21 (木) ～ 23 (土) 第55回山口県中学校剣道選手権大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

23 (土) 9時 ＫＵＧＡＣＵＰホッケーリーグ10節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

30 (土) ･ 31 (日)
第19回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大
会 山口県決勝大会

愛宕SC 絆スタジアム ☆

24 (日)
夏季市民ソフトボール大会 S･Aゾーン 第24
回山口県会長旗争奪大会岩国予選会

愛宕SC ソフトボールフィールドほか ☆

24 (土) 30 (土) 9時 岩国市剣道連盟昇段昇級講習会・審査会 岩国市総合体育館 アリーナほか ―

28 (木) ～ 31 (日) 9時
第27回中国中学生ホッケー選手権大会兼第51
回全日本中学生ホッケー選手権大会中国地区
予選

玖珂総合公園 人工芝グラウンド ☆

29 (金) ～ 31 (日) 9時 山口サーブルランキングマッチ 岩国市総合体育館 武道場

30 (土) 17時 岩国市陸上競技協会ナイター記録会 愛宕SC 陸上競技場 ☆

30 (土) ･ 31 (日) 18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 ―

31 (日) 9時 第1回岩国地区中学校夏季バレーボール大会 愛宕SC アリーナ ☆

31 (日) 18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 ―

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/fc147ee0cb1fdedadcfe70902074d11a.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/07/0922fe29195632d111522300b58c556d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/328e4443149190968e6c9a16baca524d.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/02f608f397ecee627f132f2b97533409.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/6c84c6a596a100980f8873d8674ba05c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/2dd653380ec54249da06caf1dafe8a5c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/c7aa19c0185982c50318a7f6719d8b91.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/77b937bf9b301825cebbca96e5e8ce41.pdf
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時間 行   事   名 会  場日(曜日)

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

10時 バレトン(第2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

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

16時30分 リズムダンス教室 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 岩国運動公園

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 少年少女ソフトテニス教室 岩国市テニスコート

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

10時30分 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

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

13時30分 初心者弓道教室 岩国市弓道練習場

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

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

13時 ミニテニス教室(前期) 岩国市総合体育館 アリーナ

17時 ミズノ運動教室 岩国運動公園

18時 ミズノ運動教室 岩国運動公園

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

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

10時 いきいき健康体操 岩国市総合体育館 武道場

13時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館 武道場

14時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

18時 ミズノキッズダンス教室 岩国市総合体育館 武道場

18時 ミズノ運動教室 岩国運動公園

5･12･19･26(火)

5･12･19･26(火)

5･19(火)

5･12･19･26(火)

1･8･15･22(金)

1･8･15･22(金)

1･8･22･29(金)

2･9･16･23･30(土)

2･16(土)

3･10･17･24･31(日)

3･10･17･24･31(日)

1･8(金)

1･15(金)

1･8･15･22･29(金)

2･9･16･23･30(土)

4(月)

1(金)･4(月)

1･8･15(金)

2(土)

2･16(土)

2･9(土)･3(日)

2･9･16･23･30(土)

2･9･16･23･30(土)

2･9･16･23･30(土)

5･12･19･26(火)

2･9･16･23･30(土)

4･11･25(月)

4･11･25(月)

5･12･19･26(火)

5･12･19･26(火)

5･12･26(火)
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時間 行   事   名 会  場日(曜日)

18時 岩国市民ジュニア相撲教室 岩国市相撲場

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

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 会議室

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

16時35分 kidsフラダンス 由宇文化スポーツセンター

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 武道場

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
16時35分 バレエ教室 由宇文化スポーツセンター

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 人工芝グラウンド

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

18時30分 初心者テニス教室 岩国市テニスコート

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

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

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

15時 エクササイズ教室 岩国市総合体育館 武道場

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

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 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

9時30分 運動塾 由宇文化スポーツセンター

12･26(火)

13･27(水)

6･13･20･27(水)

7･28(木)

7･14･21･28(木)

7･14･21･28(木)

7･14(木)

5･12･19･26(火)

6･13･20･27(水)

5･12･19･26(火)

9(土)

13･27(水)

12･26(火)

7･14･21･28(木)

7･14･21･28(木)

7･14･21･28(木)

8･22(金)

9(土)

7･14･21･28(木)

6･13･20･27(水)

6･20(水)

6･13･20･27(水)

6･13･20･27(水)

7･14･21･28(木)

5･12･19(火)

17(日)

6･20(水)

7･14･21･28(木)

6･13･20･27(水)

7･14･21･28(木)

5･12･26(火)
2･16(土)
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時間 行   事   名 会  場日(曜日)

9時30分 夏休みゆうたん教室 由宇文化スポーツセンター

17時 岩国市ジュニアリーダーサッカースクール 愛宕SC 陸上競技協会

13時30分 初心者(泳げない児童)水泳教室 東小･中学校プール

13時
9時30
分

夏休み親子教室 由宇文化スポーツセンター

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31(日)

25(月)･26(火)
27(水)･28(木)

27(水)
31(日)

21(木)･22(金)･26(火)
27(水)･29(金)

23(土)


