
令和４年１０月スポーツ行事予定

時間 行   事   名 会   場 結果

1 (土) 9時 第41回田坂杯岩国市近郊卓球大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

1 (土) 13時 第6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 (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 ―

8 (土) 10時 市民健康スポーツのつどい 岩国市総合体育館 アリーナ ―

9 (日) 8時30分 山口県中学校新人体育大会ホッケー競技 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

9 (日) ･ 10 (月) 9時
第30回ヤングリーグ中国秋季大会兼グラ
ンドチャンピオン大会中国予選

愛宕SC 絆スタジアムほか ☆

9 (日) ･ 10 (月) 9時
JFA 第46回 全日本U-12サッカー選手権大
会 岩国地区予選

愛宕SC 陸上競技場 ☆

15 (土) ･ 16 (日) 8時 第9回岩国市長杯6人制ホッケー大会 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ☆

15 (土) ･ 16 (日) 9時 秋季岩国市シングルス選手権テニス大会 岩国市テニスコート ☆

15 (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 ―

16 (日) 8時
高松宮賜杯第67回全日本軟式野球大会(一
部)岩国市予選

岩国市市民球場ほか 11/27へ

16 (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 ―

16 (日) 9時
第45回西日本オープンアーチェリー大会
兼スポレク競技交流会

岩国市アーチェリー場 ☆

16 (日) 9時
第37回マルキュウカップ山口県大会岩柳
大島ブロック予選

TAIKOスポーツセンターほか ☆

16 (日) ･ 22 (土) 9時
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会
岩国地区予選

愛宕SC 陸上競技場 ☆

19 (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 ―

22 (土) ･ 23 (日) 8時 第10回麻里布クラブ少年野球大会 愛宕SC 絆スタジアムほか 29日へ

22 (土) 9時 第8回岩国市オープン卓球大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

22 (土) 9時
全国選抜ホッケー競技山口県予選 男子の
部

玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

22 (土) 9時 秋季岩柳地区高等学校ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

22 (土) 9時
山口県高体連アーチェリー専門部第1回記
念会

岩国市アーチェリー場 ―

23 (日) 8時 山口福岡定期交流戦(中学部) 周東用田グラウンド ☆

23 (日) ･ 29 (土) 8時
JFA第46回全日本U-12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 ☆

23 (日) 9時 第46回岩国市スポーツ少年団 剣道大会 岩国市総合体育館 武道場 ☆

23 (日) 9時
第29回会長杯ターゲットアーチェリー大
会

岩国市アーチェリー場 ☆

23 (日) 9時 秋季岩国市シングルス選手権テニス大会 岩国市テニスコート ☆

23 (日) 9時30分 秋季岩国市民オリエンテーリング大会 玖珂総合公園 研修棟 ☆

23 (日) 10時 岩国市陸上競技協会記録会 愛宕SC 陸上競技場 ☆

25 (火) 9時 秋のふれあいGB大会 岩国市屋内ゲートボール場 ☆

29 (土) 8時 第10回麻里布クラブ少年野球大会 愛宕SC 絆スタジアムほか ☆

30 (日) 8時
JFA第46回全日本U-12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 ☆

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/3eacd0f4e31ff2e1305a66fcfcfd0a68.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/3909a7d1b8a97b4abedc38d3143980b5.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/c7e3856375b123ac7925680749e9f6d6.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/1f176a403bdf6a237abd29a99d476450.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/3c02aed25b3d58366c353eccb05aa392.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/e77d9b2ee9ebe487c5e9f275f10984a3.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/a3ef963d21af0f0b3efec0f54da71dab.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/c7e3856375b123ac7925680749e9f6d6.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/8c328629269de5e520ef815c5d512dc4.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/12/76b8474c7fdea6a0282542238712dba9.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/dc846d63f9424b860557038a070efea5.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/c7e3856375b123ac7925680749e9f6d6.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/77a922f2121ce01c797fe373c7b1c406.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/dc846d63f9424b860557038a070efea5.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/2fbe98607147b11bf4770b2f7a34125b.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/10.23ol.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/40f54ad2008550d82bc11c45fd618ca7.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/2d4a1fb3525444fe376519e580cc4a91.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/8fde1f88f8b8d3bcbea9521da5e97564.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/c7e3856375b123ac7925680749e9f6d6.pdf


令和４年１０月スポーツ行事予定

時間 行   事   名 会   場 結果

30 (日) 9時 IWAKUNI絆EKIDEN 愛宕SC 陸上競技場 ☆

30 (日) 9時
秋季岩国市近郊バレーボール大会(男女6
人制の部)

由宇文化スポーツセンター アリーナ ☆

30 (日) 13時 第47回日本ハンドボールリーグ 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/10.30EKIDEN.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/b078c5ab69347707341b03e1803b62cf.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/d80334a29733a16628ec69610a14ecc7.pdf


令和４年１０月スポーツ行事予定

時間 行   事   名 会   場

9時 くがまちホッケー教室 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

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

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

19時
初心者後期(男女小学生)のためのバレー
ボール教室

岩国商業高等学校体育館

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 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

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

17時 ミズノ 運動教室 岩国市屋内ゲートボール場

18時 ミズノ 運動教室 岩国市屋内ゲートボール場

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

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

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 運動教室 岩国市屋内ゲートボール場

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 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

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

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 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 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

1･22(土)

4･11･18･25(火)

2(日)･10(月)

4･11･18･25(火)

日(曜日)

1･15(土)

1(土)

1･8･15･22(土)

5･12･19･26(水)

2･9･16･23･30(日)

4･11･18･25(火)

4･11･18･25(火)

1･15(土)

1･8･15･22(土)

2･9･16･23･30(日)

3･17･24･31(月)

3･17･24･31(月)

4･11･18･25(火)

4･18(火)

4･11･18･25(火)

4･11･18･25(火)

5･12･19･26(水)

5･12･19･26(水)

5･19(水)

5･12･19･26(水)

5･12･19･26(水)

1･8･15･22･29(土)

1･8･15･22･29(土)

1･8･15･29(土)

1･8･15･29(土)

1･15(土)
4･18･25(火)

4･18･25(火)



令和４年１０月スポーツ行事予定

時間 行   事   名 会   場

16時35分 Kids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グラウンド

19時 ミズノ真美体操教室 岩国市総合体育館 武道場

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00分 バレエ教室(キッズクラス) 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

16時35分 バレエ教室(ジュニアクラス) 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

19時 後期バウンドテニス教室 岩国市総合体育館 アリーナ

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

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

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 岩国市屋内ゲートボール場

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

YOU･ゆうスポーツフェスタ2022 由宇文化スポーツセンター

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

10時 バレトン(第3期) 岩国市総合体育館 武道場

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 運動塾 由宇文化スポーツセンター

9時 ソフトテニス教室 岩国市テニスコート

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28(金)

12･26(水)

14･21･28(金)

5･12･19･26(水)

6･13･20･27(木)

22(土)

6･13･20･27(木)

6･13･20･27(木)

18･25(火)

6･13･20(木)

5･12･19･26(水)

6･13･20･27(木)

6･13･20･27(木)

6･13･20･27(木)

5･19(水)

11･25(火)

12･26(水)

7･14･21･28(金)

7･14･21･28(金)

7･14･21･28(金)

10(月)

9(日)･21(金)

6･13･20･27(木)

6･27(木)

6･13･20･27(木)

6･13･20･27(木)

日(曜日)

16(日)

8(土)

7･14･21･28(金)

14･28(金)


