
日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

第101回全国高等学校サッカー
選手権大会岩手県大会　1回戦

一関サッカー・ラグビー場
 第27回一関市スポーツ少年団選抜

新人野球大会（両磐）
千厩野球場

スラックライン教室　1/5回目 東口体育館
第43回東磐井中学校
ソフトテニス新人大会

清田テニスコート

日本リーグ女子1部リーグ 一関運動公園野球場

一関市社会人サッカーリーグ 一関サッカー・ラグビー場
2022岩手県育成センターU12

（一関地区）
大東体育館

 第27回一関市スポーツ少年団選抜
新人野球大会（両磐）

千厩野球場

第3回黄金杯争奪
一関市空手道選手権大会

東口体育館

東北社会人サッカーリーグ2部北 一関サッカー・ラグビー場

日本リーグ女子1部リーグ 一関運動公園野球場

ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥプロレス2022
一関大会

アイドーム

3 月

4 火 バウンドテニス教室① 花泉体育館 千厩町老人クラブゲートボール大会
千厩多目的グラウンド
運動広場・ゲートボール

5 水
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

令和４年一関・両磐ブロック
グランドゴルフ交流大会

一関サッカー・ラグビー場

シニアスポーツウェルネス
吹矢初心者大会

東口体育館

ボール遊び教室 東口体育館

7 金 ニュースポーツ体験会 東口体育館 リフレッシュヨガ教室 千厩体育館

第101回全国高等学校サッカー
選手権大会岩手県大会　2回戦

一関サッカー・ラグビー場 第45回東日本1部岩手県予選 千厩野球場

東日本軟式野球(1部)県大会(1日目) 一関運動公園野球場

第33回日野杯(1-10ｺｰﾄ)
一関運動公園
テニスコート

スラックライン教室　2/5回目
（予備施設）

東口体育館

いちのせきオリエンテーリング
交流会2022

一関市総合体育館
第33回花泉マラソン大会

『瀬古利彦杯』
花泉町 第45回東日本1部岩手県予選 千厩野球場

一関協会主催　一関ラグビー祭 一関サッカー・ラグビー場 第44回東日本軟式野球大会（１部） 花泉運動公園野球場

東日本軟式野球(1部)県大会(最終日) 一関運動公園野球場

10 月
一関地域スポーツ振興会
グラウンド・ゴルフ交流大会

一関サッカー・ラグビー場 第44回東日本軟式野球大会（１部） 花泉運動公園野球場

日9

令和４年10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。

地域名 一関地域 花泉地域 大東地域 千厩地域

土8

日2

土1

木6



日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

令和４年10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。

地域名 一関地域 花泉地域 大東地域 千厩地域

11 火

12 水 いわてグルージャ盛岡サッカースクール 一関サッカー・ラグビー場
JOYCUPソフトバレーボール

リーグ（前期）
千厩体育館

13 木 ボール遊び教室 東口体育館

14 金
リフレッシュヨガ教室
リラクゼーション教室

千厩体育館

第13回一関カップ中学校選抜
バレーボール大会

一関市総合体育館
/東口体育館

岩手県バスケットボール協会
社会人リーグ戦

大東体育館
小学生対象

ソフトボール教室
千厩多目的グラウンド

（ソフト）

スラックライン教室　3/5回目
（予備施設）

東口体育館

第13回一関カップ中学校選抜
バレーボール大会

一関市総合体育館
/東口体育館

岩手県バスケットボール協会
社会人リーグ戦

大東体育館 いきいき太夫黒秋季ゲートボール大会
千厩多目的グラウンド
運動広場・ゲートボール

第45回一関ｵｰﾌﾟﾝｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ
一関運動公園
テニスコート

17 月
 障がい者ふれあい事業
（ペタンク教室）

千厩体育館

18 火 バウンドテニス教室② 花泉体育館

19 水 いわてグルージャ盛岡サッカースクール 一関サッカー・ラグビー場
JOYCUPソフトバレーボール

リーグ（前期）
千厩体育館

20 木 千厩分会紅葉ゲートボール交流会
千厩多目的グラウンド
運動広場・ゲートボール

日16

土15



日 曜日 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場 事業名 会場

令和４年10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。

地域名 一関地域 花泉地域 大東地域 千厩地域

21 金  リフレッシュヨガ教室 千厩体育館

ボール遊び教室 東口体育館

スラックライン教室　4/5回目
（予備施設）

東口体育館

第169回いわい小中学生卓球リーグ 一関市総合体育館

やまのめグラウンド・ゴルフ大会 一関サッカー・ラグビー場

JFAｷｯｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙIWATE
inいちのせき

一関運動公園
陸上競技場

親子テニス教室 東口体育館 千厩地区ソフトボール大会
千厩多目的グラウンド

（ソフト）

一関市社会人サッカーリーグ 一関サッカー・ラグビー場

一関ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会会長旗
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

一関運動公園
野球場・ソフトボール場

高体連ｿﾌﾄﾃﾆｽ専門部県南支部
ｼﾝｸﾞﾙｽ大会

一関運動公園
テニスコート

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

24 月

25 火 バウンドテニス教室③ 花泉体育館 卓球大会夜間リーグ 大東体育館

26 水 いわてグルージャ盛岡サッカースクール 一関サッカー・ラグビー場 卓球大会夜間リーグ 大東体育館
JOYCUPソフトバレーボール

リーグ（前期）
千厩体育館

27 木 ボール遊び教室 東口体育館

28 金 リフレッシュヨガ教室 千厩体育館

スラックライン教室　5/5回目
（予備施設）

東口体育館
第16回一関市花泉町近隣中学校
選抜大会（ソフトテニス）

花泉運動公園
テニスコート

秋季交流ゲートボール大会
千厩多目的グラウンド
運動広場・ゲートボール

第41回一関中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ旗争奪
中学校新人ｻｯｶｰ大会

一関サッカー・ラグビー場
/一関運動公園陸上競技場

令和4年度U17・20選考大会
一関運動公園
テニスコート

第16回一関市花泉町近隣中学校
選抜大会（ソフトテニス）

花泉運動公園
テニスコート

第41回一関中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ旗争奪
中学校新人ｻｯｶｰ大会

一関サッカー・ラグビー場
/一関運動公園陸上競技場

岩手県社会人サッカー２部リーグ 一関サッカー・ラグビー場

31 月 10月親睦ゲートボール交流会
千厩多目的グラウンド
運動広場・ゲートボール

日30

土22

日23
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