
令和４年１２月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2023/1/30

時間 行   事   名 会   場 結果

3 (土) 9時 野村謙二郎CUP第14回西日本中学野球大会 愛宕SC 絆スタジアムほか ☆

3 (土) ･ 4 (日) 9時
第38回 岩国市サッカー協会 会長杯争奪
サッカー大会(中学校の部)

玖珂総合公園 人工芝グラウンドほか ☆

3 (土) ･ 4 (日) 9時 第26回岩国オープンテニストーナメント 岩国市テニスコート 10.11日へ

3 (土) 13時 第8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 ―

3 (土)
第2回岩国市小学生ハンドボール大会兼第
14回会長杯ハンドボール大会

岩国市総合体育館　アリーナ ☆

4 (日) 8時 藤河友好ソフトボール大会 横山河川敷運動広場 ☆

4 (日) 9時
第118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)

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

9 (金) ～ 11 (日) 13時
第20回中国地区インドアアーチェリー選
手権大会

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

10 (土) ･ 11 (日) 8時 第5回五橋クラブ旗争奪学童野球大会 岩国市市民球場ほか ☆

10 (土) ･ 11 (日) 8時
令和4年度 岩国錦ライオンズカップサッ
カー大会

玖珂総合公園 人工芝グラウンドほか ☆

10 (土) ･ 11 (日) 9時 第26回岩国オープンテニストーナメント 岩国市テニスコート ☆

10 (土) ･ 11 (日) 9時
第95回岩国市民バスケットボール大会(中
学校の部)

玖珂体育センターほか ☆

10 (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 ―

10 (土) 9時
第34回岩国市近郊中学校バレーボール大
会岩国地区予選

和木中学校 ☆

11 (日) 9時
第30回 金冠黒松杯争奪サッカー大会(予
選)

愛宕SC 陸上競技場 3/12決勝

11 (日) 10時 第56回岩国ミニテニス大会 川下小学校 ☆

16 (金) 9時 岩国市GG協会チャンピオンシップ大会 横山河川敷運動広場 ☆

17 (土) 9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 ―

17 (土) 9時
岩国市ジュニアサッカートレーンビング
センター交流試合

愛宕SC 陸上競技場 ―

17 (土) 9時 岩国市卓球選手権大会 岩国市総合体育館 アリーナ ☆

17 (土) 9時
第4回冬季岩国バレーボール協会小学生バ
レーボール大会

愛宕SC CC アリーナ ☆

17 (土) ･ 18 (日) 9時 第26回岩国オープンテニストーナメント 岩国市テニスコート ☆

17 (土) ･ 18 (日) 10時 秋季岩柳地区高等学校サッカー大会 未定 ☆

18 (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 ―

18 (日) 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 ―

18 (日) 9時 第14回岩国市剣道大会 愛宕SC CC アリーナ ☆

21 (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 ―

24 (土) ～ 26 (月) 9時 山口県柔道冬季練成会 岩国市総合体育館 武道場 ―

24 (土) 9時
岩国市地区中学生女子冬季バレーボール
錬成会

愛宕SC CC アリーナ ☆

25 (日) 8時30分 納射会 岩国高等学校弓道場 ☆

25 (日) 9時 わいわいサッカー親睦大会 愛宕SC 陸上競技場 ―

日(曜日)
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令和４年１２月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2023/1/30

時間 行   事   名 会   場 結果日(曜日)

25 (日) 9時 第25回中洋杯(男子の部) 愛宕SC CC アリーナ ☆

25 (日) 9時
第28回近県選抜インドアソフトテニス岩
国大会

岩国市総合体育館 アリーナ ☆

28 (水) 17時30分 第2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 ―

https://iwakuni-taikyo.jp/wp-content/uploads/2023/01/f8fd9b72b2989d85709f36a9c05d2e27.pdf
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令和４年１２月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2023/1/30

時間 行   事   名 会   場日(曜日)

時間 行   事   名 会   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30分 体操教室 岩国市総合体育館 武道場

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

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

10時 バレトン(第3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

16時30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

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 岩国市屋内ゲートボール場

18時45分
"アスリート育成のための"ハンドボール
教室(後期)

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 ミズノ テニススクール 岩国市テニスコート

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

15時
19時

トレーニング講習会 由宇文化スポーツセンター

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

8時 ゆうたんビーチレース2022 潮風公園

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

17時 ミズノ 運動教室 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

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

3･17(土)
6･13･20･27(火)

日(曜日)
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6･13･20･27(火)
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4(日)
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2･9･16･23(金)

3･10(土)



令和４年１２月スポーツ行事予定 文化スポーツ課
2023/1/30

時間 行   事   名 会   場日(曜日)

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 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 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 岩国市総合体育館

19時 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

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 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

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

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

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

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

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 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30分 ミズノヨーガ教室 岩国市総合体育館 会議室

9時 山口県ホッケーセミナー 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

18時15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

9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

13時 ジュニアホッケーセミナー 玖珂総合公園 人工芝グラウンド

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30分 運動塾 由宇文化スポーツセンター
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