
日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

1 水 イブニングエアロビクス教室 大東体育館 剣道教室 千厩武道館

2 木
宮城県高体連大崎・栗原・登米地区新人

大会テニス競技
一関運動公園
テニスコート

第63回岩手県高等学校新人卓球大会 一関市総合体育館

宮城県高体連大崎・栗原・登米地区新人
大会テニス競技

一関運動公園
テニスコート

第60回一関市内駅伝競走大会
第27回一関地方スポーツ少年団駅伝競

走交流大会
一関市総合体育館周辺

第63回岩手県高等学校新人卓球大会 一関市総合体育館

萩荘スポ少交流（野球）
一関運動公園野球場、
ソフトボール場、多目

的広場

横山杯（ソフトテニス）
一関運動公園
テニスコート

平成29年度第56回岩手県高等学校弓道
新人大会県南地区予選

一関武道館弓道場

2017年度一関市内クラブ対抗戦
（テニス）

一関運動公園テニス
コート

一関市ソフトテニス協会会長杯副会長杯
一関運動公園テニス

コート

第68回岩手県サッカー選手権大会
決勝ラウンド

一関サッカー・ラグ
ビー場

第40回一関市民バスケットボール
リーグ戦

サン・アビリティーズ
一関、狐禅寺市民セン

ター体育館

萩荘スポ少交流（野球）
一関運動公園野球場、

ソフトボール場

第63回岩手県高等学校新人卓球大会 一関市総合体育館

第27回一関市ペタンク協会長杯
一関運動公園
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

6 月

7 火 イブニングヨガ教室 一関市総合体育館
第35回大東町バレーボール

夜間リーグ
大東体育館 卓球教室（小中対象） 千厩武道館

8 水 イブニングエアロビクス教室 大東体育館 剣道教室 千厩武道館

9 木 バウンドテニス教室 一関市総合体育館

10 金 平成29年度スポーツ吹矢教室 花夢パル
第35回大東町バレーボール

夜間リーグ
大東体育館

大東体育館

4 土
平成29年度東日本薬学生バスケット

ボール選手権秋季大会
大東体育館

3 金
平成29年度東日本薬学生バスケット

ボール選手権秋季大会

平成29年11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

5 日 岩手県社会人リーグ（サッカー）
花泉運動公園
多目的競技場

第119回いわい卓球リーグ 大東体育館



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11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

一関地域スポーツ少年団運動適正テスト
会

一関市総合体育館

第10回ヒーローズカップ東北大会
（ラグビーフットボール）

一関サッカー・ラグ
ビー場

Iリーグ（野球）
一関運動公園野球場、

多目的広場

平成29年度岩手県スポーツチャンバラ
オープン大会

一関武道館

オリンピックデー・フェスタ in 一関 一関市総合体育館

第47回一関市民体育大会
（バドミントン、卓球）

山目市民センター
山目小学校

第10回ヒーローズカップ東北大会
（ラグビーフットボール）

一関サッカー・ラグ
ビー場

Iリーグ（野球）
一関運動公園野球場、

多目的広場

一関市サッカー協会長杯争奪
社会人サッカー大会

一関運動公園
陸上競技場

13 月

14 火 イブニングヨガ教室 一関市総合体育館
第35回大東町バレーボール

夜間リーグ
大東体育館 卓球教室（小中対象） 千厩武道館

15 水 剣道教室 千厩武道館

16 木 バウンドテニス教室 一関市総合体育館

17 金 平成29年度スポーツ吹矢教室 花泉パル
第49回グラウンド・ゴルフ協会大東

支部大会
大東野球場 市老連会長杯ユニカール大会 千厩武道館

平成29年度第47回岩手県中学校新人大
会バレーボール競技（女子）

一関市総合体育館

第52回岩手県高校新人サッカー大会
一関サッカー・ラグ

ビー場

気仙沼・本吉地区ソフトテニス
学年別大会

一関運動公園
テニスコート

平成29年度第47回岩手県中学校新人大
会バレーボール競技（男女）

一関市総合体育館

第52回岩手県高校新人サッカー大会
一関サッカー・ラグ

ビー場

20 月

21 火 イブニングヨガ教室 一関市総合体育館 障がい者スポーツ大会 花泉体育館
第35回大東町バレーボール

夜間リーグ
大東体育館 卓球教室（小中対象） 千厩武道館

22 水 剣道教室 千厩武道館

一関・盛岡間駅伝競走大会（一般の部）
一ノ関駅前スタート～

盛岡市内

平成29年度新人バスケットボール大会
県南地区予選

一関市総合体育館

一関市サッカー協会会長杯 U-11
一関サッカー・ラグ

ビー場

23 木

平成29年度東日本薬学生バスケット
ボール選手権秋季大会

大東体育館

12 日 摺沢地区自治会対抗バドミントン大会 大東体育館

11 土

第36回一関地区柔道選手権大会 千厩武道館

油島地区秋季球技大会 花泉体育館

岩手県社会人リーグ（サッカー）
花泉運動公園
多目的競技場

平成29年度第47回岩手県中学校新人
大会バレーボール競技（男子）

大東体育館

19 日 町内一周駅伝大会
花泉運動公園
多目的競技場

第36回一関市スポーツ少年団
大東地域交流大会

大東体育館

18 土



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11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

24 金
平成29年度新人バスケットボール大会

県南地区予選
一関市総合体育館

いちのせきの体操まつり 一関市総合体育館

岩手県中学校サッカートレーニングセン
ター 兼 一関地区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

第40回一関市民バスケットボール
リーグ戦

サン・アビリティーズ
一関、狐禅寺市民セン

ター体育館

第11回市民交流スポーツ大会 一関市総合体育館

一関市サッカー協会会長杯 U-12
一関サッカー・ラグ

ビー場

27 月

28 火 イブニングヨガ教室 一関市総合体育館 卓球教室（小中対象） 千厩武道館

29 水 剣道教室 千厩武道館

30 木

25 土

26 日
平成29年度一関市総合6人制バレー

ボール大会
花泉体育館

花泉第二体育館
第41回岩手県ミニバスケットボール

交歓大会一関地区予選
大東体育館

第39回大船渡沿線バドミントン
選手権大会（一般）

千厩体育館
千厩武道館


