
日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

2018岩手県サッカー協会キッズ委員会
県南支部　補欠ゼロリーグ

東山総合体育館 バウンドテニス教室 藤沢体育館

高円宮杯第10回岩手県Ｕ-15サッカー
リーグ3部サウスエリア

東山多目的グラウンド
少年スイミングクラブ
アクアエクササイズ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

第21回東山野球協会長杯学童野球
岩手南大会

東山野球 気仙沼地区新人団体テニス競技会 藤沢テニスコート

第21回東山野球協会長杯学童野球
岩手南大会

東山野球

東北フットサルリーグ 東山総合体育館

高円宮杯第8回岩手県Ｕ-13サッカー
リーグ3部サウスエリア

東山多目的グラウンド

第41回東山町朝ソフトボール 東山多目的グラウンド

3 月

4 火 第43回東山地域サッカー大会 東山多目的グラウンド 近江建設杯ゲートボール大会 すぱーく藤沢

5 水 第43回東山地域サッカー大会 東山多目的グラウンド 室根自治会対抗ナイターソフトボール 室根野球場
少年スイミングクラブ

レディーススイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

第43回東山地域サッカー大会 東山多目的グラウンド
シニア・シルバースイミングクラブ

少年スイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

長坂地区シルバー運動会 東山総合体育館 リフレッシュヨガ教室 ニコニコドーム

7 金 第43回東山地域サッカー大会 東山多目的グラウンド いきいきシニアスポーツ大会 室根テニスコート 少年スイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

高円宮杯第8回岩手県Ｕ-13サッカー
リーグ3部サウスエリア

東山多目的グラウンド

(一社)岩手県建築士会支部対抗野球大会 東山球場

(一社)岩手県建築士会支部対抗野球大会 東山球場

一関市社会人サッカーリーグ 東山多目的グラウンド

10 月

11 火 第43回東山地域サッカー大会 東山多目的グラウンド がんばる宮城・岩手古希野球大会 室根野球場

12 水 第43回東山地域サッカー大会 東山多目的グラウンド がんばる宮城・岩手古希野球大会 室根野球場
少年スイミングクラブ

レディーススイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

シニアスイミングクラブ
少年スイミングクラブ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

リフレッシュヨガ教室 ニコニコドーム

アクアエクササイズ
少年スイミングクラブ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

第7回藤沢支部ゲートボール大会 すぱーく藤沢

平成30年9月　スポーツカレンダー（東山・室根・川崎・藤沢地域）
※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。

地域名 東山地域 室根地域 川崎地域 藤沢地域

1 土
第13回岩手日日杯岩手県南中学女子

ソフトボール大会
川崎運動広場

気仙沼地区新人団体テニス競技会 藤沢テニスコート

6 木

8 土 気仙沼350歳野球大会 室根野球場 少年スイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

2 日
第13回岩手日日杯岩手県南中学女子

ソフトボール大会
川崎運動広場

9 日 気仙沼350歳野球大会 室根野球場

13 木
一関市グラウンド・ゴルフ協会東山支部

月例会
東山多目的グラウンド がんばる宮城・岩手古希野球大会 室根野球場

14 金 がんばる宮城・岩手古希野球大会 室根野球場



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30年9月　スポーツカレンダー（東山・室根・川崎・藤沢地域）
※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。

地域名 東山地域 室根地域 川崎地域 藤沢地域

2018秋季テニススクール 東山テニスコート

第13回一関地方中学校新人大会
（卓球競技）

東山総合体育館

第13回一関地方中学校新人大会
（軟式野球競技）

東山球場

第13回一関地方中学校新人大会
（サッカー競技）

東山多目的グラウンド

第13回一関地方中学校新人大会
（卓球競技）

東山総合体育館

第13回一関地方中学校新人大会
（軟式野球競技）

東山球場

第13回一関地方中学校新人大会
（サッカー競技）

東山多目的グラウンド

17 月

18 火

19 水
第39回岩手県高等学校選抜バスケット

ボール大会県南地区予選
東山総合体育館 室根自治会対抗ナイターソフトボール 室根野球場

一関・両磐ブロック グラウンド・
ゴルフ交歓大会

川崎運動広場
少年スイミングクラブ

レディーススイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

第65回岩手県高等学校新人大会ソフ
トボール競技県南地区大会

　川崎運動広場多目的
グラウンド

シニア・シルバースイミングクラブ
少年スイミングクラブ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

イブニングエアロビクス教室 川崎体育センター リフレッシュヨガ教室 ニコニコドーム

月例交流大会（グラウンド・ゴルフ） 藤沢運動広場

少年スイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

第21回岩手県ミニバスケットボール
交流大会

東山総合体育館 バウンドテニス教室 藤沢体育館

第36回岩手県選抜軟式野球大会 東山球場 少年スイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

第21回岩手県ミニバスケットボール
交流大会

東山総合体育館

第36回岩手県選抜軟式野球大会 東山球場

岩手県中学生サッカートレーニング
センターマッチ

東山多目的グラウンド

24 月
高円宮杯第10回岩手県Ｕ-15サッカー

リーグ3部サウスエリア
東山多目的グラウンド

25 火

26 水
少年スイミングクラブ

レディーススイミングクラブ
藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

27 木 イブニングエアロビクス教室 川崎体育センター
シニアスイミングクラブ
少年スイミングクラブ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

15 土 気仙沼中学生交流大会（野球） 室根野球場
第13回一関地方中学校新人大会

（ソフトボール競技）
川崎運動広場

バウンドテニス教室 藤沢体育館

少年スイミングクラブ
アクアエクササイズ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

川崎運動広場

20 木
第39回岩手県高等学校選抜バスケット

ボール大会県南地区予選
東山総合体育館

日16 気仙沼中学生交流大会（野球） 室根野球場
第13回一関地方中学校新人大会

（ソフトボール競技）

室根野球場 テニスの日 in ふじさわ

室根テニスコート

22 土 気仙沼市中学校新人大会 室根野球場

21 金
一関市グラウンド・ゴルフ協会室根支

部月例大会

藤沢テニスコート23 日 気仙沼市中学校新人大会



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30年9月　スポーツカレンダー（東山・室根・川崎・藤沢地域）
※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。

地域名 東山地域 室根地域 川崎地域 藤沢地域

サファリパーク杯野球大会 藤沢運動広場

アクアエクササイズ
少年スイミングクラブ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

親睦交流大会 すぱーく藤沢

サファリパーク杯野球大会 藤沢運動広場

少年スイミングクラブ
アクアエクササイズ

藤沢Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

30 日 サファリパーク杯野球大会 藤沢運動広場

28 金

29 土


