
令和４年８月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場 結果

1 (月) 9時30分
YAMAGUCHIサーブルチャレンジカップ及
び、フォローアップ研修会

岩国市総合体育館 武道場 ―

6 (土) 9時 岩国市ホッケーリーグ第7節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

6 (土) 9時
山口県オープン団体リーグ卓球大会(R4年
前期)

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

6 (土) ･ 11 (木) 9時 夏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 ☆

7 (日) 9時 岩国市ホッケーリーグ第8節 玖珂総合公園 人工芝グラウンド ―

7 (日) 9時
第23回中国地区シニアバドミントン選手
権大会山口県予選会兼会長杯

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

7 (日) 9時 第56回岩国市長杯市民ソフトテニス大会 岩国市テニスコート ☆

14 (日) 9時 第25回岩国オープンアーチェリー大会 岩国市アーチェリー場 ☆

7 (日) 9時
山口県体育大会兼第38回山口県知事杯軟
式野球大会(A級)岩国柳井ブロック

愛宕SC 絆スタジアム ☆

11 (木) 9時 第4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 ―

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

13 (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 ―

14 (日) 8時
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 ☆

14 (日) ･ 21 (日) 8時
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

岩国市市民球場ほか ☆

17 (水) ～ 19 (金) 8時50分 秋季岩柳支部大会テニス競技 岩国市テニスコート ☆

20 (土) 9時 岩国市カデット･ホープス卓球大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

20 (土) ･ 21 (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 陸上競技場ほか ―

21 (日) ･ 28 (日) 8時
第45回西日本軟式野球大会(一部)岩国市
予選

岩国市市民球場ほか 9/4へ

21 (日) 8時30分 岩国弓道大会 岩国高等学校弓道場 ☆

21 (日) 9時
第67回山口県体育大会(一般男子2部)ソフ
トボール選手権大会岩国市予選会

愛宕SC ソフトボールフィールド ☆

21 (日) 9時10分 夏季岩国市近郊バレーボール大会 由宇文化スポーツセンター アリーナ ☆

23 (火) ･ 24 (水) 9時
山口県高等学校ソフトテニスシングルス
大会岩柳地区予選会

岩国市テニスコート ☆

24 (水) 9時 秋季岩柳･徳山支部陸上競技大会 愛宕SC 陸上競技場 ☆

27 (土) ･ 28 (日) 8時
加納虹輝杯 ジュニア･カデ･エペ･ランキ
ングマッチ

岩国市総合体育館 アリーナほか ☆

27 (土) 9時
原田裕花杯ミニバスケットボール岩国市
男子代表決定大会

周東体育センター ☆

27 (土) ･ 28 (日) 9時
岩国市ホッケーフェスティバル(高校生の
部)

玖珂総合公園 人工芝グラウンド

27 (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 ☆

28 (日)
第34回山口県知事旗争奪ソフトボール大
会（一般男子2部）岩国地区予選会

愛宕SC　ソフトボールフィールド ☆

28 (日) 8時
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

岩国市市民球場 ☆

28 (日) 9時 岩国市近郷新人中学校バレーボール大会 愛宕SC CC アリーナほか ☆

28 (日) 9時 第53回山口県アーチェリー選手権大会 岩国市アーチェリー場 ☆

日(曜日)

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/c39e3ed0a580714a16ba3d7957c10113.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/4874871df164dc7f0f3df636337a665c.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/9095cb7d55b156a2d47851f9ea804ac3.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/2b9c47f9fa9f827625e92326a7ae5f72.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/00dfed46cf4d8edbe29bf78acdb9d0b1.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/1d9a43896d19463b1fe99826fe2e6e00.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/2827ff3eb8374931c529db4c451b1fb7.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/980fe496381796bc71462d2815fb0451.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/00e105974ce53b951d91a4b8b4562146.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/e3607aa5481ce2748f0d4b07bd38f59e.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/74047a9f29c9e6bb2bbb98998aa927a0.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/de2cf601fc1009e55d41b7717ec4376a.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/f22f7a9342fb83561ca9f1d16e9b2534.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/f93016633dd8f66afbf8addeb0f88929.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/d0a2527ed6ead663be2569d4eca3b6ac.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/11/30b2488eaa856b41894affc1cea78bf9.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/29ce896f3404670dcb8ae25de02d0d96.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/a7e50ad8ca6dbb0f6f80afbbf00f4435.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/2f38e396967fb7ec4ce7aeeef55f16b9.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/2f38e396967fb7ec4ce7aeeef55f16b9.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/49fdca28c13f996466585e5674c7bf33.pdf
https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/1acc5e0650479aee0fc46fcff9af3109.pdf


令和４年８月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場 結果日(曜日)

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

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2022/08/019d453a7a8efc2ce3db4bdf74ce64b1.pdf


令和４年８月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場日(曜日)

時間 行  事  名 会   場

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

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

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

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 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 ミズノ運動教室 岩国運動公園

18時 ミズノキッズダンス教室 岩国市総合体育館 武道場

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

9時30分 夏休みバウンドテニスキッズ教室 岩国市総合体育館 武道場

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 夏休み親子教室 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

14時 ボール運動教室 岩国市総合体育館 アリーナ

15時30分 特化練習体操教室 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

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 

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 ミズノテニススクール 岩国市テニスコート

10時 ミズノ太極拳教室 岩国市総合体育館 武道場

2(火)･3(水)･5(金)･
9(火)･10(水)･16(火)
17(水)･19(金)･23(火)･
24(水)

2･9･16･23･30(火)

6･20(土)

2･9･16･23･30(火)

3･17(水)

3･17(水)

3･10･17･24･31(水)

3･10･17･24･31(水)

3･10･17･24･31(水)

日(曜日)

3(水)

3･10･17(水)

3(水)･4(木)

2･9･16･23･30(火)

1･8･22･29(月)

1･8･22･29(月)

2･9･16･23･30(火)

2･9･23･30(火)

3･10･17･24･31(水)

4･11･18･25(木)

4･11･18･25(木)

3･10･17･24･31(水)

3･10･17･24･31(水)

2･9･23･30(火)

2･23(火)

2･9･23･30(火)

4･18･25(木)

4･11･18･25(木)

3･10(水)

2･9･23･30(火)

2･9･16･23･30(火)



令和４年８月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場日(曜日)

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

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

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

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 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

8時30分
第30回由宇･YOU親睦ミニバスケットボー
ル大会

由宇文化スポーツセンター

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

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

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

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

8時 第3回YSC理事長杯争奪軟式野球大会 由宇グラウンド

13･20(土)

5･12･19(金)･29(月)

5･12･19･26(金)

14(日)

5･12(金)

5･12･19･26(金)

7･14･21･28(日)

10･24(水)

4･11･18･25(木)

4･18･25(木)

5･12･19(金)

9･23･30(火)

9･30(火)

10･24(水)

6･13･20･27(土)

12･26(金)

13(土)

7･14･21･28(日)

6･13･20･27(土)

6･13･20･27(土)

6･13･20･27(土)

6(土)

4･11･18･25(木)

4･11･18･25(木)

6･13･20･27(土)

6･13･20･27(土)

6･20(土)

4･18･25(木)

4･11･18･25(木)

4･25(木)

5･12･19･26(金)



令和４年８月スポーツ行事予定

時間 行  事  名 会   場日(曜日)

14時 短期体操教室(8月クラス) 岩国市総合体育館 武道場

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場

15時30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場

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

9時
岩国市小･中学生のためのバスケットボー
ル教室

周東体育センター

9時30分 カヌー教室 中山湖

9時30分 運動塾 由宇文化スポーツセンター

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30分 加納虹輝杯 フェンシング教室 岩国市総合体育館 アリーナ

9時30分 山剛館空手道夏季大会 由宇文化スポーツセンター28(日)

23(火)･24(水)
25(木)･26(金)

21(日)

20(土)

18･25(木)

21(日)

21(日)

19(金)

17･24･31(水)

17(水)･18(木)
24(水)･25(木)


