
行事予定表

期日 行事名 場所

４（土） 山口県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟強化練成会 鹿野総合体育館

４（土） 平成27年度ソフトテニス技術講習会（小中学生）　　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（8）

４（土）～５（日） 高松宮賜杯第５９回全日本軟式野球大会（一部）山口県東部大会（B級） 津田スタジアム

４（土）～５（日） 第２０回ジャパンオープンハンドボールトーナメント
第３５回全国クラブ選手権大会　　山口県予選会 熊毛体育センター

４（土）～５（日） 第５１回周南市野球連盟学童部大会（第８回出光杯） 新南陽球場・東ソーグラウンド他

５（日） 山口県医師テニス大会 キリンビバレッジ周南庭球場（８面）

５（日） 山口県無刀会 新南陽体育センター

５（日） 第２１回周南ソフトボール選手権大会兼第３６回県２部選手権大会予選会（４月１２日予備日） ソフトボール球場・東３～５G

５（日） 山口県サッカーリーグ 周南市陸上競技場

９（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１１（土） 春季昇段審査会・審判講習会 徳山高校

１１（土） 平成27年度徳山地区高校春季体育大会弓道競技（高体連） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１１（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１１（土） 平成27年度山口県春季グランドベテランソフトテニス大会（４月１４日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

１１（土）～１３（月） 中国六大学野球春季リーグ戦 津田スタジアム

１２（日） 周南市近郷小学生バレーボール菊川大会 菊川小学校・富田西小学校

１２（日） 理事長杯争奪バドミントン大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１２（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

１２（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

１２（日） 平成27年度山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選ソフトテニス大会（４月２９日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

１２（日）・１９（日） 第２５回周南B級軟式野球大会　第４８回中国五県軟式野球大会（一部）周南支部予選 中央グランド・東ソーグラウンド他

１６（木）～２０（月） 春季山口県高等学校野球大会防徳地区予選 津田スタジアム

１８（土）～１９（日） 第一次山口公式クレー射撃大会 熊毛総合射撃場

１８（土）～１９（日） 平成２７年度周南市中学校春季体育大会（各競技） 学び・交流プラザほか

１８（土）～２０（月） 第５８回中国高等学校バドミントン選手権大会　山口県予選会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１９（日） 周南市春季市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 中止 新南陽体育ｾﾝﾀｰ

１９（日） シマヤ杯グルメレディーステニス大会（４月２０日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

１９（日） 山口県フットサルリーグ 鹿野総合体育館

１９（日） 第２１回周南親睦ソフトボール大会（６月２６日予備日） ソフトボール球場・東３～５G

１９（日） 第５９回向道湖マラソン大会 向道湖ふれあいの家周辺

１９（日） 高等学校体育連盟バスケットボール地区大会 学び・交流プラザ

２３（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２５（土） 山口県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟審判講習会 鹿野総合体育館

２５（土） 徳山地区春季高校柔道大会 徳山高校

２５（土） 周南市卓球協会加盟団体結成30周年記念大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２５（土） 第63回中国高等学校相撲選手権山口予選会 南陽工業高校相撲場

２５（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２５（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

２５（土） 新南陽近郊軟式野球大会 津田スタジアム

２５（土）～２６（日） 平成27年度 山口県春季高校ソフトテニス選手権大会（４月２７日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

２６（日） 周南市家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟審判講習会 鹿野総合体育館

２６（日） 周南市スポーツ少年団野球部会　春季５年生大会 長田グラウンド・西部グラウンド

２６（日） 第９９回市民グラウンドゴルフ大会 高瀬サンスポーツランド

２６（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２６（日） 山口県サッカーリーグ 周南市陸上競技場

２６（日） 知事杯争奪２０１５第２０回ダンススポーツ競技山口大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

２６（日）５/２４（日）５/３１（日） 第２５回周南C級案式野球大会　第４８回中国五県（二部）予選 津田スタジアム・新南陽球場他

２６（日）５/９（土） 周南ブロックA級軟式野球大会　第７０回天皇賜杯予選 津田スタジアム・
新南陽球場

２９（水・祝） 周南市スポーツ少年団の集い　柔道大会 徳山高校

２９（水・祝） 周南市スポーツ少年団結団式大会（空手道競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２９（水・祝） 第１３回周南市少林寺拳法大会 出光会館　体育場

２９（水・祝） 周南市スポーツ少年団総合結団式・集い 周南市陸上競技場ほか

４月～３月 周南市ジュニアスキー強化練習会 周南緑地公園周辺or広島県スキー場

４月～３月 周南市初心者スキー教室（ローラースキー・インライン） 周南緑地公園周辺
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１（金）～５（火・祝） 中国学生ソフトテニス大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

２（土）～５（水・祝） 第２３回西日本地区中学校ハンドボール交流大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター・熊毛体育センター・鹿野総合体育館

２（土）～５（火・祝） 第４５回JABA徳山（スポニチ）大会兼第４０回全日本クラブ野球選手権大会中国地区予選 津田スタジアム

３（祝）～４（月・祝） 周南市ユース（U-15）サッカーフェスティバル 陸上競技場・サッカー場ほか

３（日） 第２３回山下杯市民アーチェリー大会 周南市アーチェリー場

６（水・祝） 春季市民テニス大会（５月９日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

６（水・祝）） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

８（金） 輝きクラブ周南ペタンク親睦大会 周南市陸上競技場

８（金） グラウンドゴルフ親睦大会（５月１２日予備日） 周南市陸上競技場

８（金）～１０（日） 第６６回中国高等学校ハンドボール選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

８日（金）～６/８（月） 春季弓道初心者教室（昼の部・夜の部）月・金 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

９（土） 周南市弓道連盟　会長杯 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

９（土）～１０（日） 近県中学校ハンドボール交流会 熊毛体育センター

９（日）～１０（日）１６（土） 第５２回周南市野球連盟学童部大会（第８回東ソー杯） 津田スタジアム・中央グラウンド他

１０（日） 第３５回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ小学生大会周南ﾌﾞﾛｯｸ予選会 鹿野総合体育館

１０（日） 第３４回周南市スポーツ少年団剣道大会 富田西小学校体育館

１０（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

１０（日） 平成27年度全日本レディースソフトテニス県予選大会（５月１１日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

１０（日） 第２１回周南会長杯ソフトボール大会兼第１７回県２部会長旗大会予選会（５月１７日予備日） ソフトボール球場・東３～５G

１０（日） 徳山夏季ゲートボール大会（５月３１日予備日） 周南市陸上競技場

１２（火） なぎなた競技交流稽古会 尚白園

１３（水） 第９回周南市婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ　開会式 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｾﾝ（ﾒｲﾝ）

１４（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１６（土）～１７（日） 第62回山口県中学生春季体育大会（東部）ソフトテニス競技 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

１６（土）～１７（日） 第６２回山口県中学校春季体育大会（東部） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターほか

１７（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

２０（水） シニアテニス連盟周南支部大会（５月２７日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

２３（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

２３（土） 平成２７年度周南市春季ミニバスケットボール交歓会　兼　第１４回藤井真杯ミニバスケットボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

２３（土）～２４（日） 第47回中国地区ソフトテニス選手権大会（５月２５日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

２４（日） 第６７回周南市スポーツ少年団バレーボール春季交歓会 翔北中学校・長穂小学校

２４（日） 第９２回周南市民卓球大会（硬式の部）                        キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２４（日） 周南市スポーツ少年団野球部会　春季４年生大会 未定

２４（日） 第１００回市民グラウンドゴルフ大会 富田東小学校

２４（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２４（日） 山口県フットサルリーグ 鹿野総合体育館

２５（月） 第９２回周南市民卓球大会(ラージの部)   キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２８（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

３０（土） 周南ベテラン会第５９回卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

３０（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

３０（土） 平成27年度全日本小学生ソフトテニス選手権大会県予選大会（５月３１日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

３０（土） 全国一斉あそびの日in周南２０１５ 周南市陸上競技場

３０（土） リトルシニア日本選手権中国支部予選 津田スタジアム

３０日（土）～３１日（日）６／６（土） 第６６回山口県高校総合体育大会（弓道競技）（高体連） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

３１（日）  第５回 周南市民ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

３１（日） 平成27年度ソフトテニス強化練習会　1　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（8）

３１（日） 第２０回全日本レディースソフトボール大会　山口県予選会兼第８回中国レディースソフトボール大会山口県予選会（６月７日予備日） ソフトボール球場・東５G

５月～１０月 周南市鹿野地区ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦 鹿野総合体育館

５月～１１月（水曜日） 第９回周南市婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｾﾝ（多目）         

５月～６月 周南市鹿野地区春季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 鹿野総合体育館
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２（火） 輝きクラブ周南ペタンク親睦大会 周南市陸上競技場

２（火） グラウンドゴルフ親睦大会（６月３日予備日） 周南市陸上競技場

５（金）～１１（木） 第８６回都市対抗野球大会中国予選兼第６３回中国地区社会人野球選手権大会 津田スタジアム

６（土） 新南陽主催春季シングルステニス大会 高瀬サンスポーツランド

６（土） 第７回伊藤繁雄さんを称える卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

６（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

６（土）  平成27年度春季市民ソフトテニス大会<個人戦> ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

６（土） Vリーグ選手と一緒にバレーボール教室 学び・交流プラザ（交流アリーナ）

６（土）７（日） 天皇賜杯第７０回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント山口県決勝大会（A級） 新南陽球場

７（日） 第９回周南市家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟会長杯大会 学び・交流プラザ（交流アリーナ）

７（日） 平成27年度山口県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ・ﾌｧﾐﾘｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 新南陽体育センター

７（日） 全日本ジュニア体重別選手権大会山口県予選 徳山大学武道場

７（日） 周南市バドミントン協会　協会結成記念大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

７（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

７（日） 第29回　ソフトテニス中国地区実業団リーグ大会（６月１４日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

７（日） 第１０回周南地区陸上競技選手権大会 徳山大学総合グラウンド陸上競技場

７（日） 山口県クラブバスケットボールリーグ 鹿野総合体育館

９（火） なぎなた競技交流稽古会 尚白園

１１（木） 第１０回JUNEピンポンフェスタ キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１１（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１２（金）～１４（日） 第７回中国大学バスケットボール新人大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

１３（土）～１４（日） 第７０回国民体育大会山口県選手選考会（ハンドボール競技）（成年の部） 熊毛体育センター

１３（土）～１４（日） 山口県中学校選手権大会　周南市選考会（各競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターほか

１４（日） 第１２回弓道百射会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１４（日） 第２２回周南親睦ソフトボール大会兼第２７回県２部県知事旗大会予選会（６月２１日予備日） ソフトボール球場・東３～５G

１９（金）～２１（日） 第58回中国高等学校バドミントン選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

２０（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２０（土）～２１（日） 周陽テニスクラス別大会（シングルス）（６月２７日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１８面）

２０（日）２７（日）７/５（日）１１（土） 第５３回周南市野球連盟学童部大会（第１９回西京銀行杯）兼周南市野球連盟会長杯 津田スタジアム・中央グラウンド他

２１（日） 第１５回マスターズバレーボール大会　山口県予選 日新製鋼体育館

２１（日）  平成２７年度 周南市民ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 春季大会  周南市熊毛体育ｾﾝﾀー

２１（日） 第１回周南市親睦ダブルス抽選卓球大会 学び・交流プラザ

２１（日） 第１０１回市民グラウンドゴルフ大会 福川南小学校

２１（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２１（日） 山口県フットサルリーグ 鹿野総合体育館

２１（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

２１（日）８/９（日） 第２６回B級周南市１０周年記念野球大会　県体兼第３１回山口県知事杯予選 津田スタジアム・新南陽球場他

２５（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２７（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

２７（土）～２８（日） ﾌｧﾐﾘｰｶｯﾌﾟ第３５回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ小学生大会　県決勝大会第３回県小連ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｾﾝ　（ﾒｲﾝ・多目）

２７（土）～２８（日） 第２５回山口県小学生ハンドボール大会全国予選会　兼　第２８回全国小学生ハンドボール大会山口県予選会 熊毛体育センター

２８（日） 第７５回周南市スポーツ少年団柔道大会 徳山高校

２８（日） 周南地区空手道選手権大会 鹿野総合体育館

２８（日） 平成27年度ソフトテニス強化練習会　2　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（8）

２８（日） 平成27年度夏季市民ソフトテニスの日大会（旧百才会） まなび交流プラザ　（2面）（大会議室）

２８（日）７/５（日）１２（日） 第２６回周南C級軟式野球大会　県大兼第３１回山口県知事杯予選 新南陽球場・中央グランド他
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４（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

４（土）～５（日） 第５１回中国地区高等専門学校体育大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｾﾝ　（ﾒｲﾝ）

４（土）～５（日） 第５１回中国地区高等専門学校体育大会（テニス競技） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

４（土）～５（日） 第51回中国地区高等専門学校体育大会（卓球競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

４（土）～５（日） 第５１回中国地区高等専門学校体育大会（バレーボール競技・卓球競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

４（土）～５（日） 第５１回中国地区高等専門学校体育大会（剣道競技） 学び・交流プラザ

５（日） 山口県体重別柔道選手権大会 徳山大学武道場

５（日） 中国女子サッカーリーグ 陸上競技場

５（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

５（日） 平成２７年度県体一般男子１・２部予選会　第１１回周南B・C級ソフトボール大会（７月１２日予備日） ソフトボール球場・東３～５G

５（日） 第２３回山口県マスターズハンドボール大会 鹿野総合体育館

７（火） 輝きクラブ周南ペタンク親睦大会 周南市陸上競技場

７（火） グラウンドゴルフ親睦大会（７月８日予備日） 周南市陸上競技場

９（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１０（金）～１３（月） 第９７回全国高等学校野球選手権山口大会地区予選 津田スタジアム

１１（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

１１（土） 第２９回のびゆく周南っ子少年相談員連絡会会長旗争奪綱引き大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

１１（土）～１２（日） 第三次山口公式クレー射撃大会 熊毛総合射撃場

１１（土）～１２（日） 第２１回全日本（U-15）フットサル大会中国地域予選山口県大会 鹿野総合体育館

１１（土）～１２（日） 第7回おいでませ山口近県選抜中学校女子ソフトテニス大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

１１（土）～１２（日） 山口県弓道少年国体練成会（高体連） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１２（日）  平成２７年度 周南市民ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ トリム大会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (多目的)

１２（日） 周南市バドミントン協会　ダブルス大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１２（日） 周南市スポーツ少年団野球部会　春季５年生大会 未定

１２（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

１２（日） 山口県サッカーリーグ 周南市陸上競技場

１２（日） 山口県クラブバスケットボールリーグ 学び・交流プラザ

１２（日）・１８（土）～２０（月・祝） 近県中学校ハンドボール交流会 熊毛体育センター

１２（日）・１９（日） Ymaguchi Technical High School Soccer Champion ships 2015 サッカー場・サブサッカー場

１８（土） NECバレーボール教室 鹿野総合体育館

１８（土） 高校会長杯卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１８（土） 第１４８回市内高校弓道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１８（土） 第１０２回市民グラウンドゴルフ大会 熊毛中央グラウンド

１８（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１８（土） 平成27年度ソフトテニス強化練習会　3　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（8）

１８（土） 第３６回ライオンズ杯ミニバスケットボール交歓会　兼　山口県体育大会　スポ少の部　バスケットボール予選会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）・新南陽体育センター

１８（土）～１９（日） 第９７回全国高等学校野球選手権山口大会地区予選 津田スタジアム

１９（日） 周南市近郷ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 鹿野総合体育館・他

１９（日） 第17回山口県ソフトバレーボール・サマーカーニバル  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

１９（日） 周陽テニス選手権大会（ダブルス）（７月２５日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

１９（日） 国体(少年・少女の部)代表選考会(卓球競技) キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１９（日） 第５０回山口県遠的・第５２回山口県近的弓道選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１９（日） 第１２回周南市レディースソフトボール大会 ソフトボール球場

２０（月）～２５（土） 第３４回市民水泳教室 新南陽プール

２０（月・祝） 平成２７年度山口県バドミントン夏季選手権大会 学び・交流プラザ

２０（月・祝） 第26回山口県萩山杯ソフトテニス大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

２０（月・祝） 周南ライオンズ杯少年ソフトボール大会 熊毛中央グラウンド

２１（火） 第９７回全国高等学校野球選手権山口大会地区予選 津田スタジアム

２３（木）～２５（土） 第５１回山口県中学校選手権大会兼第42回中国中学校選手権大会、第２４回JOCジュニアオリンピック県予選会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

２５（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２５（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

２６（日） 周南市スポーツ少年団野球部会　春季４年生大会 未定

２６（日）～２７（月） 平成２７年度周南市中学校秋季体育大会（各競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターほか

２６（日）８/１６（日） 第２７回周南B級軟式野球大会　第３８回西日本選手権予選 津田スタジアム・新南陽球場他

３０（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

３１（金）～８/２（日） ススマサッカーフェスティバル 陸上競技場・サッカー場ほか
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１（土） 第３回弓道講習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１（土） 平成27年度ムラシゲ杯ソフトテニス大会（小中学生） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

１（土）～３（月） 第３回津田恒実杯学童軟式野球大会 津田スタジアム・新南陽球場他

２（日）  平成２７年度 周南市民ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 夏季大会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

２（日） 第１２回市民弓道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

２（日） 平成27年度ムラシゲ杯ソフトテニス大会（一般高校） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

２（日） 夏季市民バスケットボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）・新南陽体育センター・学び・交流プラザ

６（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

７（金）～９（日） 第４３回中国中学校ハンドボール選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

８（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

８（土） 平成27年度ソフトテニス強化練習会　4　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（8）

８（日） 新南陽主催夏季ダブルステニス大会 高瀬サンスポーツランド

９（日） 第１２回周南市民水泳大会（第２９回しゅうなん水上フェスタ） 周南市水泳場

９（日） 第４２０回地方弓道審査会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

９（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

９（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

９（日） 平成26年度山口県郡市対抗ソフトテニス大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

９（日）３０（日）９/６（日） 第２７回C級周南市１０周年記念野球大会　第３８回西日本軟式野球大会（一部）周南支部予選 津田スタジアム・新南陽球場他

９（日） 周南市夏季市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 学び・交流プラザ（交流アリーナ）鹿野総合体育館

１０（月） 周南市ペタンク大会 東２G

１０（月）～１２（水） 高体連テニス部夏季強化錬成会 キリンビバレッジ周南庭球場（１８面）

１０（月）～１２（水） 第２０回バスケットボールサマーフェスティバルin周南（中学生） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）・新南陽体育センター・学び・交流プラザ

１０（月）・１２（水） 山口県少年少女ハンドボール国体選抜チーム強化合宿 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

１１（火） なぎなた競技交流稽古会 尚白園

１１（火）～１４（金） 山口県防徳地区新人高等学校野球大会 津田スタジアム

１２（水） 徳山地区支部高校新人体育大会（卓球競技）団体の部 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１３（木） 徳山地区支部高校新人体育大会（卓球競技）個人の部 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１６（日） 第１１９回周南地区対抗弓道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１６（日） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１６（日） 山口県フットサルリーグ 鹿野総合体育館

１７（月） 山口県高等学校剣道１年生大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１９（水）～２１（金） 第２１回山口県柔道周南錬成会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (多目的)

２２（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２２（土）～２３（日） 第４４回山口県柔道周南大会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (多目的)

２２（土）～２３（日） 周南市合気会合同合宿 真福寺道場・福川武道館

２２（土）～２３（日） 福岡県大野城市少年スポーツ交流事業（受入） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター・東２～３G

２３（日） 第４８回中国五県軟式野球大会（二部）山口県決勝大会（C級） 津田スタジアム

２３（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２３（日） 第１２回周南市小学生ソフトボール大会 ソフトボール球場・東３～５G

２４（月）～２８（金） 男子第５４回、女子第４３回中四国学生ハンドボール大会中国地区予選会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

２５（火）～２６（水） 高体連徳山支部新人体育大会（シングルス・ダブルス）（８月２７日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（８面）

２９（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

２９（土）～３０（日） 周南市サッカーフェスティバル（U-12） 陸上競技場・サッカー場ほか

２９（土）～３０（日） 第２４回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会
中国地区予選会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

２９（土）～３０（日） 山口県総合バスケットボール選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

２９（土）９/５（土）１２（土）１３（日） 第５４回周南市野球連盟学童部大会（第１９回遠石八幡宮杯）兼周南市野球連盟会長杯 津田スタジアム・新南陽球場他

３０（日） 平成27年度第3回市民シングルスソフトテニス大会（９月２０日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

３１（月） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

３１（日）～９/１１（金） 中国テニス選手権・ベテラン選手権大会 キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）
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２（水） 輝きクラブ周南ペタンク親睦大会 周南市陸上競技場

２（水） グラウンドゴルフ親睦大会（９月３日予備日） 周南市陸上競技場

３・１０・１７・２４（木） 周南市一般ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ戦（9人制男子） 学び・交流プラザ（交流アリーナ）

４（金）～１０／９（金） 秋季弓道初心者教室（昼の部・夜の部）月・金 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

５（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

５（土） 平成２７年度周南市秋季交歓会　兼　第２８回日刊新周南予選ミニバスケットボール 新南陽体育センター・熊毛体育センター

５（土） 周南市秋季交歓会兼日刊新周南杯予選ミニバスケットボール大会 新南陽体育センター・熊毛体育センター

５（土） 第６８回周南市スポーツ少年団バレーボール秋季交歓会 花岡小学校・公集小学校

６（日） 周南ベテラン会第６０回卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

６（日） 周南三市バドミントン大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

６（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

６（日） 山口県フットサルリーグ 鹿野総合体育館

６（日） 第２２回周南会長杯ソフトボール大会（９月１３日予備日） ソフトボール球場・東３～５G

６（日） 山口県クラブバスケットボールリーグ 学び・交流プラザ

６（日） ウエスタンリーグ公式戦　広島東洋カープvs中日ドラゴンズ 津田スタジアム

１０（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１１（金） なぎなた競技交流稽古会 尚白園

１１（金） 第１０３回市民グラウンドゴルフ大会 徳山中央グラウンド

１２（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

１２（土）～１３（日） 周陽テニス選手権大会（シングルス）（９月２６日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

１２（土）～１３（日） 近県中学校ハンドボール交流会 熊毛体育センター

１３（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

１７（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１７（木）～２０（日）・２２（火） 山口県体育大会高校野球競技（硬式）防徳地区予選 津田スタジアム

１９（土） 第1回周南オープン団体リーグ卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１９（土） 第２３回中国高等学校弓道新人大会山口県予選大会（高体連） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１９（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１９（土）～２１（月・祝） 近県中学校ハンドボール交流会 熊毛体育センター

２０（日） 第２４回ﾏﾙｷｭｳｶｯﾌﾟ山口県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会　決勝大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｾﾝ　（ﾒｲﾝ）

２０（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２０（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

２０（日） 平成27年度ソフトテニス強化練習会　5　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（8）

２０（日） 徳山広域ゲートボール大会 周南市陸上競技場

２１（月・祝） 平成27年度秋季市民ソフトテニス大会<団体戦>（９月２２日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

２３（水・祝） 第１５回周南オープンバドミントン大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２３（水・祝） 平成27年度ミズノレディースカップソフトテニス大会（９月２４日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

２６（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２６（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

２６（土）～２７（日） 第４回中村幸男杯ミニバスケットボール争奪周南大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター・学び・交流プラザ

２６（土）～２７（日） ２４時間リレーマラソン 周南市陸上競技場周辺

２７（日） 昇級・昇段審査会（合気道）　研修館道場 真福寺道場

２７（日） 全日本フットサル選手権大会周南予選会 鹿野総合体育館

２７（日）１１/１（日） 第２７回周南B級軟式野球大会　第１２回周南市体協杯 新南陽球場・東ソーグラウンド他

２８（月） 昇級・昇段審査会（合気道）　徳山道場 住吉中学校
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３（土） 第４回弓道講習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

３（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

３（土）～４（日） 第６８回山口県中学校秋季体育大会（ハンドボール競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

３（土）～４（日）・１１（日）～１２（月・祝） 周陽オープンテニストーナメント キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

３（土）～４（日）・６（火） 山口県体育大会高校野球競技（硬式）決勝大会 津田スタジアム

４（日）  平成２７年度 周南市民ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 秋季大会  周南市熊毛体育ｾﾝﾀー

４（日） 周南市スポーツ少年団野球部会　春季５年生大会 未定

４（日） 市民体育大会（空手道競技） 学び・交流プラザ

４（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

４（日） 山口県フットサルリーグ 鹿野総合体育館

４（日） 第２２回周南ソフトボール選手権大会（１０月２５日予備日） ソフトボール球場・東５G

４（日） ねんりんピックおいでませ山口！２０１５ペタンク大会競技記録員研修会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（カルチャールーム）

４（日） 周南３市身体障害者ふれあいフェスタ キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

７（水） 周南市小学校陸上記録会 周南市陸上競技場

８（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

９（金）～１０（土） 平成２７年度周南市中学校新人体育大会（各競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンターほか

１１（日） 第３５回周南市スポーツ少年団剣道大会 富田西小学校体育館

１１（日） 第7回山口県地域対抗弓道選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１１（日） 山口県サッカーリーグ 周南市陸上競技場

１１（日）～１３（火） 中国六大学野球秋季リーグ戦 津田スタジアム

１３（火） 輝きクラブ周南ペタンク親睦大会 周南市陸上競技場

１３（火） グラウンドゴルフ親睦大会（１０月２１日予備日） 周南市陸上競技場

１７（土） 原田裕花杯ミニバスケットボール周南地区予選会 新南陽体育センター・学び・交流プラザ

１７（土）～１８（日） 第６０回男子、第４３回女子中国一般ハンドボール選手権県予選会　兼　山口県体育大会（一般の部） 熊毛体育センター

１７（土）～１９（月） ねんりんピックおいでませ！山口２０１５（ペタンク競技） 周南市サッカー場

１７（土）～１９（月） ねんりんピックおいでませ！山口２０１５（ソフトバレーボール競技） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

１７（土）～１９（月） ねんりんピックおいでませ！山口２０１５（テニス競技） キリンビバレッジ周南庭球場

１８（日） 周南市秋季市民ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 学び・交流プラザ（交流アリーナ）

１８（日） 平成27年度ソフトテニス強化練習会　6【県体強化】 アクス周南（3）

１８（日） 市民スポーツフェスタ２０１５ 津田スタジアムほか

１９（月） 第１０４回市民グラウンドゴルフ大会 鹿野山村広場

２０（火） ゲートボール親睦大会 鹿野ふれあい広場

２１（水）～２５（日） 平成２７年度全日本卓球選手権大会（マスターズの部） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター・学び・交流プラザ

２４（土） 徳山地区高校秋季体育大会弓道競技（高体連） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

２４（土） 防徳地区高等学校野球大会（１年生大会） 津田スタジアム

２５（日） 周南市近郷小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟　周南ブロック指導者講習会・審判講習会 鹿野総合体育館・他

２５（日） 秋季市民テニス大会（１１月７日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

２５（日） 第14回周南市レディースオープンバドミントン大会 学び・交流プラザ

２５（日） 第４２１回地方弓道審査会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

２５（日） 周南市スポーツ少年団野球部会　春季４年生大会 未定

２５（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

２５（日） 周南こどもゆめまつりin熊毛 熊毛体育センター

２５（日） 全国スイーツマラソンin山口・周南 周南市陸上競技場周辺

２５（日）１１/１４（日） 周南ブロックA級軟式野球大会　第６７回中国五県都市対抗予選 津田スタジアム・
新南陽球場

２６（月） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

３０（金）～３１（土） やまぐち総合ビジネスメッセ キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

３１（土） 第２７回周南市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 鹿野総合体育館

３１（土） 徳山地区高校新人柔道大会 徳山高校

３１（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

３１（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

３１（土）～１１/２（月） 山口県体育大会テニス競技高校の部（団体）兼第３８回全国選抜高校テニス大会山口県予選（１１月４日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１８面）

１０月～１１月 周南市鹿野地区秋季ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 鹿野総合体育館
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１（日） 周南市小学生バレーボール男子交歓会 鹿野総合体育館・他

１（日） 第１６１回中国室内水泳競技大会 周南スイミングクラブ

１（日） 玄輝館近郷空手道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

１（日） 山口県壮年サッカー周南大会 陸上競技場

１（日） 第１２回周南市民ソフトボール大会 ソフトボール球場・東５G

３（火・祝） 市民バドミントン大会 学び・交流プラザ

３（火・祝） 第３回周南市剣道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

３（火・祝） 第２４回山口放送旗西日本弓道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

３（火・祝） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

３（火・祝） 平成2７年度山口県小学生選手権ソフトテニス大会<団体戦>（１１月２８日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

３（火・祝） 第７回周南軟式野球選手権大会 津田スタジアムほか

３（火・祝） 第１７回山口県体育大会九州ダンススポーツ競技 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

５（水） 輝きクラブ周南ペタンク親睦大会 周南市陸上競技場

５（水） グラウンドゴルフ親睦大会（１１月６日予備日） 周南市陸上競技場

７（土） 第１６回山口県市役所親睦テニス大会 キリンビバレッジ周南庭球場（８面）

７（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生）（Ｕ－１０） サッカー場・サブサッカー場

７（土）～８（日） 山口モーターフェスティバル２０１５in周南 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

７（土）～８（日） 周南ふるさとふれあい物産展 学び・交流プラザ

８（日） 周南市小学生バレーボール新南陽大会 富田西小学校・富田東小学校・福川小学校・福川南小学校

８（日） 第３２回周南市柔道協会月例大会（徳山大学柔道部柔道教室） 徳山大学武道場

８（日） 周陽テニスクラス別大会（ダブルス）（１２月１９日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１８面）

８（日） 第１０５回市民グラウンドゴルフ大会 周南市浄化センターグラウンド

８（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

８（日） 冬季市民バスケットボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）・新南陽体育センター・鹿野総合体育館

８（日）２２（日）２９（日） 第２８回周南C級軟式野球大会　第１２回周南市体協杯 中央グランド・東ソーグラウンド他

１１（水） 第９回周南市婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ　閉会式 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｾﾝ（ｶﾙﾁｬｰ）

１３（金） 第４回愛好者卓球大会(ラージの部) キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１４（土） 第４回愛好者卓球大会（硬式の部） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１４（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１４（土） 平成27年度中国地区中学校インドアソフトテニス大会山口県予選（１１月１５日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

１４（土）～１５（日） 第１６回中国高等学校柔道新人大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

１５（日） 第92回周南市民卓球大会（中学校の部） 学び・交流プラザ

１５（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

１５（日） 山口県U-15バスケットボール強化錬成会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

１５（日） サンデー早朝決勝トーナメント 津田スタジアムほか

１９（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２０（金）～２２（日） 第６０回男子、第４３回女子中国一般ハンドボール選手権県予選会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

２０（金）～２２（日） 中国地区大学野球新人戦 津田スタジアム

２１（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

２１（土） 平成27年度全国小学生ソフトテニス県予選大会（１１月２２日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

２１（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

２１（土）～２２（日） 周南地区居合道講習会 ㈱トクヤマ文化体育館

２２（日） 第４回原田裕花杯バスケットボールクリニック 学び・交流プラザ

２３（月・祝） 第１２回熊毛球友杯卓球大会 熊毛体育センター

２３（月・祝） JFAファミリーフットサルフェスティバルPUMA CUP2015第２０回全日本フットサル選手権大会周南市予選 鹿野総合体育館

２３（月・祝） 第10回山口県レディースソフトテニス周南大会（１２月５日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

２３（月・祝） 第１２回周南市駅伝競走大会 周南市陸上競技場周辺

２６（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２６（木）～２７（金） 第９回ソフトバレー生涯現役フェステバルin山口  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

２８（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生）（Ｕ－１１） サッカー場・サブサッカー場

２８（土） 山口県ミニバスケットボール決勝大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

２８（土）～２９（日） 第２６回山口県小学生ハンドボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

２９（日） 第９回周南市ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 鹿野総合体育館

２９（日）  第５回 周南市ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟会長杯  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

２９（日） 巡回テニス教室 キリンビバレッジ周南庭球場（８面）

２９（日） 第66回山口県バドミントン協会　結成記念大会 学び・交流プラザ

２９（日） 第３６回周南市スポーツ少年団剣道大会 富田西小学校体育館

２９（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２９（日） 山口県ミニバスケットボール決勝大会 熊毛体育センター

２９（日） 周南ベースボールクラブ決勝大会 津田スタジアム

２９（日） 徳山秋季ゲートボール大会 周南市陸上競技場

11



５（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

５（土）～６（日） 第6回中国地区小学生インドアソフトテニス大会　　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（ﾒｲﾝ･ﾀﾓｸ）

６（日） 第７６回周南市スポーツ少年団柔道大会 徳山高校

６（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

６（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

７（月） 周南市ペタンク大会 東２G

１０（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１０（水） 平成２７年度山口県教職員弓道大会（高体連） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１２（土）～１３（日） 第６回スポーツひのまるキッズ中国小学生柔道大会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

１２（土）～１３（日） 周南市サッカー協会会長杯（U-15） 陸上競技場・サッカー場ほか

１２（土）～１３（日） 近県中学校ハンドボール交流会 熊毛体育センター

１３（日） 第４回国体成年男子バスケットボールクリニック 学び・交流プラザ

１３（日） 第２４回山口県マスターズハンドボール大会
第４回中国地区マスターズハンドボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

１８（金） 第１４回周南オープン卓球大会(ラージの部)          キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１９（土） 第１４回周南オープン卓球大会（硬式の部） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１９（土） 第１４９回市内高校弓道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１９（土） 周南市弓道連盟　納射会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１９（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場・黒岩グラウンド

１９（土） 平成27年度市民選抜インドアソフトテニス大会（小中学生の部） まなび交流プラザ（2面）

１９（土）～２０（日） 平成２７年度吉岡杯若鷲旗争奪柔道大会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

１９（土）～２０（日） 近県中学校ハンドボール交流会 熊毛体育センター

２０（日） 周体連テニス大会（１２月２３日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

２０（日） 会長杯争奪バドミントン大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２０（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２０（日） 平成27年度市民選抜インドアソフトテニス大会（高校一般の部）　   　 まなび交流プラザ（2面）

２０（日） つるの里ゲートボール大会（１２月２３日予備日） 周南市陸上競技場

２３（水・祝） 秋季昇段審査会・審判講習会 徳山高校

２４（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２５（金） 周南市合気会稽古納め　研修館道場 福川武道館

２５（金）～２６（土） 高体連テニス部冬季強化練成会 キリンビバレッジ周南庭球場（１８面）

２５（金）～２７（日） 中国地区中学生インドアソフトテニス大会　　 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（ﾒｲﾝ･ﾀﾓｸ）

２６（土） 周南市合気会稽古納め　徳山道場 住吉中学校

２６（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２６（土） 山口県実業団ハンドボールリーグ 熊毛体育センター

２８（月） 徳山地区（卓球競技）強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）
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５（火） 消防出初式 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

５（火）～６（水） 徳山支部高校サッカー新春強化大会 サッカー場・サブサッカー場・浄化センター

７（木） 周南市合気会初稽古　鏡開き式 真福寺道場

９（土） 周南市弓道連盟　射初会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

９（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

９（土）～１０（日） 第３６回徳山オープン卓球伊藤杯争奪戦 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

９（土）～１０（日） 第２４回原田裕花杯争奪中学校バスケットボール大会 新南陽体育センター・学び・交流プラザ

９（土）～１１（月・祝） 近県中学校ハンドボール交流会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）・熊毛体育センター

１０（日） 周南地区剣道三段以下講習会 徳山小学校体育館

１０（日） 第４０回徳山ロードレース大会 周南市陸上競技場周辺

１０（日）～１１（月・祝） 第２５回原田裕花杯争奪ミニバスケットボール大会 学び・交流プラザ

１１（月） 第１７回Ｂ．Ｄ．ＴＣ周南卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１４（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１６（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１６（土） 周南市ミニバスケットボール新人交歓会 新南陽体育センター・熊毛体育センターほか

１６（土） 第４回中村幸男杯バスケットボール交歓大会　兼　第３５回周南市中学校バスケットボール大会 学び・交流プラザ

１７（日）  平成２７年度 周南市民ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 冬季大会  周南市熊毛体育ｾﾝﾀー

１７（日） 周南市バドミントン協会団体戦 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１７（日） 周南地区剣道三段以下講習会及び審査会 徳山小学校体育館

１７（日） 第２回国体候補選手練成会（弓道競技）（成年の部） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１７（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

１７（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

２３（土）～２４（日） 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ竣工記念第23回山口県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新人大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｾﾝ　（ﾒｲﾝ・多目）

２３（土）～２４（日） 周南市サッカー協会会長杯（U-12） 陸上競技場・サッカー場ほか

２３（土）～２４（日）・３０（土）～３１（日） 第1１回山口県中学校ハンドボール新人大会兼
第１１回全国中学生ハンドボール大会山口県予選会 熊毛体育センター

２４（日） クラブ対抗戦（テニス競技）（1月31日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

２８（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２９（土）～３０（日） 第11回山口県選抜インドアソフトテニス周南大会（一般男女）（Ｕ14男女） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（ﾒｲﾝ･ﾀﾓｸ）

３０（日）～３１（日）・２/６（土）～８（月） 中国高校サッカー新人大会山口県予選兼平成２７年度山口県体育大会 陸上競技場・サッカー場ほか

３１（日） テニス教室 学び・交流プラザ

３１（日） 平成２７年度周南市卓球選手権大会（硬式の部） キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

３１（日） 第１２０回周南地区対抗弓道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

３１（日） 第７９回中国駅伝競走大会 宇部～周南
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１（月） 平成27年度周南市ラージボール卓球選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

５（金）～７（日） 第３９回全国高等学校ハンドボール選抜大会中国地区
予選会兼第２１回中国地区高等学校新人大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

６（土） インドアテニス大会 学び・交流プラザ

７（日） 周南市熊毛近郷少年柔道大会 熊毛武道館

７（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

７（日） 中国地区ソフトテニス1級審判員研修会 まなび交流プラザ（2面）（大会議室）

１１（木・祝） 周北武道大会 沼城小学校

１１（木・祝） 第1回周南市スリーダブルス団体卓球大会 学び・交流プラザ

１１（木・祝） 周南市バドミントン協会ダブルス選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１１（木・祝） 第７回山口県中学校1年生大会 熊毛体育センター

１３（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１３（土） 第９回周南市中学校バスケットボール１年生大会 各小学校・学び・交流プラザ

１３（土）～１４（日） 第４回YMFGやまぎんカップ山口県中学校ハンドボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）・熊毛体育センター

１４（日）  平成２７年度 周南市民ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男・女大会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

１４（日） 熊毛少年剣道錬成会 熊毛武道館

１４（日） 第３６回山口県なぎなた選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１４（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２０（土） 第9回クラス別団体卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

２０（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２１（日） 第２０回 山口県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ周南ﾌﾞﾛｯｸｶｰﾆﾊﾞﾙ  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (多目的)

２１（日） 第３３回山口県柔道協会月次大会（徳山大学柔道部柔道教室） 徳山大学柔道場

２１（日） 周陽テニス職域クラブ対抗戦（2月28日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１８面）

２５（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２７（土） 周南市サッカー協会会長杯（U-１０） サッカー場・サブサッカー場ほか

２７（土） 周南市冬季ミニバスケットボール交歓会 学び・交流プラザ・新南陽体育センター

２７（土）～２８（日） 第１９回徳山少年レスリング選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メイン）

２８（日） 周南市レディースバドミントン大会 熊毛体育センター

２８（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

２８（日） 平成27年度春季市民ソフトテニスの日大会（旧百才会） まなび交流プラザ（2面）

２８（日） 第２８回日刊新周南杯ミニバスケットボール交歓会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）・新南陽体育センター

４（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

未定 第２０回周南市ジュニア・親子スキー教室 広島県ユートピアサイオトスキー場

未定 第１０回周南市スキー競技大会（アルペン） 広島県芸北国際スキー場

未定 第１０回周南市スキー競技大会（クロスカントリー） 広島県芸北国際スキー場
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２（水） 輝きクラブ周南ペタンク親睦大会 周南市陸上競技場

２（水） グラウンドゴルフ親睦大会（３月３日予備日） 周南市陸上競技場

５（土） 周南市サッカー協会会長杯（U-１１） サッカー場・サブサッカー場ほか

５（土） 第6回セントラルロータリー杯小学生ソフトテニス大会（３月６日予備日） ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（16）

５（土）～６（日） 山口県エンデバーU-12ミニバスケットボール交歓会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）

６（日）  第１１回 周南市民ｵｰﾌﾟﾝｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会  ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南 総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ (メイン)

６（日） 第２８回田中旗少年柔道大会 学び・交流プラザ

６（日） 第２８回田中旗少年剣道大会 新南陽体育センター

６（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

６（日） アーチェリー月例記録会 周南市アーチェリー場

８（火） ゲートボール親睦大会 鹿野ふれあい広場

１０（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

１２（土） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

１２（土） 平成27年度会長杯加盟団体ソフトテニス大会 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ周南庭球場（18）

１３（日） 第４０回周南市中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 鹿野総合体育館

１３（日） 周南市バドミントン協会　総合選手権大会 学び・交流プラザ

１３（日） 第７回周南市空手道連盟杯選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１３（日） 周南市社会人サッカーリーグ サッカー場

１９（土） 第３５回国広杯争奪戦卓球選手権大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

１９（土） 第１５０回市内高校弓道大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター弓道場

１９（土）～２０（日） 山口県中学校柔道熊毛錬成会 熊毛武道館

１９（日） 周南市４種サッカーリーグ（小学生） サッカー場・サブサッカー場

２０（日） 第２２回周南市近郊卓球大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（メインアリーナ）

２０（日） 周南市会長杯争奪バスケットボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的）・新南陽体育センター・学び・交流プラザ

２０（日）・２７（日） 市民サッカー大会 サッカー場・サブサッカー場

２１（月・祝） 市民ハンドボール大会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

２４（木） 周南市バドミントン協会　強化練習会 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（多目的ホール）

２６（土） 昇級・昇段審査会（合気道）　研修館道場 真福寺道場

２６（土）～２７（日） 第２７回山口県中学校新人柔道熊毛大会（石光孝彦杯） 熊毛武道館

２６（土）～２８（月） 山口県ジュニアテニス選手権　U18予選（4月1日予備日） キリンビバレッジ周南庭球場（１６面）

２７（日） 県バレーボールﾘｰｸﾞ 日新製鋼体育館・他

２７（日） 第２３回周南ソフトボール選手権大会（４月３日予備日） ソフトボール球場・東３～５G

２８（月） 昇級・昇段審査会（合気道） 住吉中学校
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