
日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

第3回岩手・宮城県際 中東北ゲート
ボール大会

弥栄市民センター特設
ゲートボール場

第54回東北地区高等専門学校体育大会
（ソフトテニス競技）

一関運動公園テニス
コート　＜※雨天時

（男子）一関工業高等
専門学校体育館（女
子）花泉体育館＞

第54回東北地区高等専門学校体育大会
（柔道競技）

一関武道館

第62回岩手県種目別バドミントン
選手権大会

一関市総合体育館

高円宮杯第9回岩手県U-15サッカー
リーグ

一関サッカー・ラグ
ビー場

高円宮杯U-18サッカーリーグ2017
i.LEAGUE

一関サッカー・ラグ
ビー場、一関運動公園

陸上競技場

第54回東北地区高等専門学校体育大会
（ソフトテニス競技）

一関運動公園テニス
コート　＜※雨天時

（男子）一関工業高等
専門学校体育館（女
子）花泉体育館＞

第20回磐井杯親善バレーボール大会 大東中学校体育館

第54回東北地区高等専門学校体育大会
（柔道競技）

一関武道館

第62回岩手県種目別バドミントン
選手権大会

一関市総合体育館

岩手県社会人サッカーリーグ1部
一関サッカー・ラグ

ビー場

こくみん共済リーグ（サッカー）
一関運動公園陸上競技

場

関東東北壮年大会（野球） 一関運動公園野球場

第33回一関市長杯早起き野球大会 東台野球場

平成29年度TSCバスケットボールア
カデミー一関校

山目市民センター体育
館、一関学院高校体育

館

平成29年度千厩早起き野球春季
リーグ

千厩野球場

2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

5 水 第33回一関市長杯早起き野球大会 東台野球場

6 木 シニアスポーツ大会選手選考会
一関運動公園陸上競技

場
バウンドテニス教室 大東体育館 2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

第33回一関市長杯早起き野球大会 東台野球場 スポーツ吹矢教室 千厩武道館

一関地方ふれあいスポーツ大会 一関市総合体育館 一関・両磐ブロックG・G交流大会

千厩多目的グラウンド
サッカー場・ソフト

ボール場・ゲートボー
ル場

4 火
岩手県中学生サッカートレーニングセ
ンター兼一関地区中学生サッカート

レーニングセンター

一関サッカー・ラグ
ビー場

7 金

平成29年度第10回一関市千厩地域
シャフルボード大会

スポーツ吹き矢教室 花夢パル

2 日

第30回東北電力旗ミニバスケット
ボール岩手県大会一関地区予選兼第
20回岩手県ミニバスケットボール

交流大会一関地区予選

大東体育館

第31回岩手県学童軟式野球大会
もりしん杯東磐井地区予選

大東野球場
大東グラウンド

第68回奥玉地区野球大会

小学生ソフトテニス教室

1 土

第30回東北電力旗ミニバスケット
ボール岩手県大会一関地区予選兼第
20回岩手県ミニバスケットボール

交流大会一関地区予選

大東体育館

大東地域市民登山

ヨガ教室 花夢パル

平成29年7月　スポーツカレンダー（一関・花泉・大東・千厩地域）
※主催者等の都合により変更する場合もありますので、あらかじめ会場等にご確認をお願いいたします。

大東地域 千厩地域地域名 一関地域 花泉地域

3 月

千厩体育館

千厩野球場

清田テニスコート

大東体育館

第31回岩手県学童軟式野球大会
もりしん杯東磐井地区予選

大東野球場
大東グラウンド



日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

平成29年7月　スポーツカレンダー（一関・花泉・大東・千厩地域）
※主催者等の都合により変更する場合もありますので、あらかじめ会場等にご確認をお願いいたします。

大東地域 千厩地域地域名 一関地域 花泉地域

第69回岩手県民体育大会
（フェンシング競技）

一関市産業教養文化体
育施設

平成29年度国体選手選考会（少年種
別）（ソフトテニス競技）

一関運動公園テニス
コート

第53回岩手・宮城県下中学校剣道大会
（錬成会）

一関市総合体育館

高円宮杯U-18サッカーリーグ2017
i.LEAGUE

一関サッカー・ラグ
ビー場、一関運動公園

陸上競技場

第12回ビギナーズダブルステニス
トーナメント

一関運動公園テニス
コート

躍進 一関市ゲートボール協会 2017年
チャンピオンシリーズ

弥栄市民センター特設
ゲートボールコート

第69回岩手県民体育大会
（フェンシング競技）

一関市産業教養文化体
育施設

平成29年度国体選手選考会（少年種
別）（ソフトテニス競技）

一関運動公園テニス
コート

第53回岩手・宮城県下中学校剣道大会 一関市総合体育館

一関市社会人サッカーリーグ
一関サッカー・ラグ

ビー場

岩手県社会人サッカーリーグ1部
一関運動公園陸上競技

場

第33回一関市長杯早起き野球大会 東台野球場

平成29年度TSCバスケットボールア
カデミー一関校

山目市民センター体育
館、一関学院高校体育

館

平成29年度千厩早起き野球春季
リーグ

千厩野球場

2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

12 水 第33回一関市長杯早起き野球大会 東台野球場

13 木 バウンドテニス教室 　　大東体育館 2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

中３スポーツ教室
千厩体育館、千厩武道

館

スポーツ吹矢教室 千厩武道館

第13回東北高体連ソフトテニス専門部
女子強化事業

一関運動公園テニス
コート

第64回岩手県中学校総合体育大会
（バスケットボール競技）

一関市総合体育館

第29回JABA一関市長旗争奪クラブ野
球大会

一関運動公園野球場

高円宮杯U-18サッカーリーグ2017
i.LEAGUE

一関サッカー・ラグ
ビー場、一関運動公園

陸上競技場

スポーツ吹き矢教室 花夢パル

第48回一関地方小学生女子
ソフトボール大会

大東野球場15 土

第29回JABA一関市長旗争奪
クラブ野球大会

花泉運動公園野球場

小学生ソフトテニス教室 清田テニスコート

11 火

14 金 第33回一関市長杯早起き野球大会 東台野球場 ヨガ教室 花夢パル

土
第4回小学生3×3選手権一関地区

予選
大東体育館

9 日 老松地区夏季球技大会 花泉運動公園野球場
チャレンジフットサルGP2017～

ボールでつなぐ絆～ season2
大東体育館

10 月

8



日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

平成29年7月　スポーツカレンダー（一関・花泉・大東・千厩地域）
※主催者等の都合により変更する場合もありますので、あらかじめ会場等にご確認をお願いいたします。

大東地域 千厩地域地域名 一関地域 花泉地域

第13回東北高体連ソフトテニス専門部
女子強化事業

一関運動公園テニス
コート

第64回岩手県中学校総合体育大会
（バスケットボール競技）

一関市総合体育館

第29回JABA一関市長旗争奪クラブ野
球大会

一関運動公園野球場

一関地域市民体育大会
（ペタンク競技）

東台野球場

第10回高円宮杯東北U-15みちのく
リーグ

一関サッカー・ラグ
ビー場

第64回岩手県中学校総合体育大会
（バスケットボール競技）

一関市総合体育館

第10回高円宮杯東北U-15みちのく
リーグ

一関サッカー・ラグ
ビー場

平成29年度千厩早起き野球春季
リーグ

千厩野球場

2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

19 水

20 木 バウンドテニス教室 大東体育館 2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

中３スポーツ教室
千厩体育館、千厩武道

館

スポーツ吹矢教室 千厩武道館

JFAキッズ（U-6/U-8/U-10）サッ
カーフェスティバル 2017 いわて

inいちのせき

一関運動公園
陸上競技場

第5回岩手県障がい者フットサル
交流会

一関市総合体育館

岩手県中学生サッカートレーニングセ
ンター兼一関地区中学生サッカート

レーニングセンター

一関サッカー・ラグ
ビー場

少年二部新人大会（野球）
一関運動公園野球場、

多目的広場

第30回一関市レディースバドミントン
連盟会長杯バドミントン大会

一関市総合体育館

一関市社会人サッカーリーグ
一関サッカー・ラグ

ビー場

少年二部新人大会（野球）
一関運動公園野球場、

多目的広場

岩手県社会人サッカーリーグ1部
一関運動公園陸上競技

場

第3回ゼビオドリームカップ2017
岩手県予選

東台野球場

第26回会長杯バウンドテニス大会 一関市総合体育館

24 月
平成29年度TSCバスケットボールア

カデミー一関校

山目市民センター体育
館、一関学院高校体育

館

21 金 ヨガ教室 花夢パル

23 日
第40回東日本軟式野球大会２部

西磐井予選
花泉運動公園野球場

大東野球場

梅の里バスケットボール交流大会 千厩体育館

小学生ソフトテニス教室 清田テニスコート

16 日
第29回JABA一関市長旗争奪

クラブ野球大会
花泉運動公園野球場

第48回一関地方小学生女子
ソフトボール大会

第30回大東町民バドミントン
ダブルス大会

大東体育館

小学生ソフトテニス教室 清田テニスコート

千厩地区ソフトボール大会
千厩多目的グラウンド
サッカー場・ソフト

ボール場

18 火

17 月
第22回千厩町大船渡沿線

ゲートボール大会

千厩多目的グラウンド
サッカー場・ソフト

ボール場・ゲートボー
ル場

22 土
第15回岩手県少年軟式野球新人大会
兼第15回東北少年軟式野球新人大会

西磐井予選
花泉運動公園野球場



日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

平成29年7月　スポーツカレンダー（一関・花泉・大東・千厩地域）
※主催者等の都合により変更する場合もありますので、あらかじめ会場等にご確認をお願いいたします。

大東地域 千厩地域地域名 一関地域 花泉地域

平成29年度千厩早起き野球春季
リーグ

千厩野球場

2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

26 水
岩手県中学生サッカートレーニングセ
ンター兼一関地区中学生サッカート

レーニングセンター

一関サッカー・ラグ
ビー場

27 木
第9回イオンスーパー杯
（グラウンド・ゴルフ）

一関サッカー・ラグ
ビー場

バウンドテニス教室 大東体育館 2017一関市千厩フットサルリーグ 千厩アイスアリーナ

中３スポーツ教室
千厩体育館、千厩武道

館

スポーツ吹矢教室 千厩武道館

一関市スポーツ実技講習会　日本一の
チームに会える！「NECレッドロケッ

ツバレーボール教室inいちのせき」
一関市総合体育館

第10回高円宮杯東北U-15みちのく
リーグ（サッカー）

一関サッカー・ラグ
ビー場

第54回一関市民水泳大会兼第33回
一関地方学童水泳記録会

一関水泳プール

東北電力旗第30回東北ミニバスケット
ボール大会岩手県大会

一関市総合体育館

第10回高円宮杯東北U-15みちのく
リーグ（サッカー）

一関サッカー・ラグ
ビー場

岩手県社会人サッカーリーグ1部
一関運動公園陸上競技

場

第3回ゼビオドリームカップ2017岩
手県予選

東台野球場

東北電力旗第30回東北ミニバスケット
ボール大会岩手県大会

一関市総合体育館

平成29年度TSCバスケットボールア
カデミー一関校

山目市民センター体育
館、一関学院高校体育

館

東北電力旗第30回東北ミニバスケッ
トボール大会岩手県大会

千厩体育館

30 日 摺沢地区自治会対抗ソフトボール大会
大東野球場、大東グラ

ウンド

小学生ソフトテニス教室 清田テニスコート

ソフトテニス公認審判員（ジュニア・
二級）資格更新・認定講習会

千厩体育館

花夢パル

29 土
東北電力旗第30回東北ミニバスケッ

トボール大会岩手県大会
大東体育館

25 火

28 金 ヨガ教室

31 月


