
大　　　　会　　　　等 場　　　所

1 （日） 第５回山形まるごとマラソン 全館

7 （土） こけら落としイベント きらやかスタジアム 1 （日）

8 （日） 第１０回山形市民スポーツフェスタ 全館 【屋内プール】

9 （月） 第３５回グランドチャンピオン大会　（ソフトボール） 多用途広場 8 （日）

9 （月） 第１３回山形市四師会野球大会 きらやかスタジアム 9 （月）

10 （火） チーム対抗戦　（テニス） テニスコート 10 （火）

12 （木） Yamagata Japanese Camp in October,２０１７　（文化交流） 第二体育館 11 （水）

13 （金） 山形県精神科デイケア交流会 第一体育館 12 （木）

13 （金） ～ 15 （日） 第３２回東北小学生バレーボール選手権大会 第一・第二体育館 13 （金）

14 （土） 全国高等学校弓道選抜大会山形県予選会 弓道場

14 （土） ～ 15 （日） 第３８回山形県なぎなた大会 武道場・弓道場

14 （土） 山形地区中学一年生大会　（ソフトテニス） テニスコート

14 （土） 第１６回ファミリードーム杯　少年軟式野球大会 きらやかスタジアム

15 （日） 市民テニス大会　一般ダブルス テニスコート

15 （日） 第４１回山形県親善野球大会 きらやかスタジアム

20 （金） ～ 22 （日） 第７０回全日本バレーボール高等学校選手権大会　山形県代表決定戦 第一・第二体育館

21 （土） 第５０回秋季四大学対抗弓道大会 弓道場

21 （土） 村山地区健康増進委員会　ソフトボール大会 多用途広場

21 （土） ～ 22 （日） 高校ビギナーズ　テニス大会 テニスコート

21 （土） 審判講習会　（ソフトテニス） テニスコート

21 （土） ～ 22 （日） 南東北中学生硬式野球クラブ選手権 きらやかスタジアム

22 （日） 山形市レクリエーション協会　指導者研修会 軽運動場

22 （日） 山形地区中学強化大会　（ソフトテニス） テニスコート

27 （金） ～ 29 （日） 全日本ジュニアブロック合宿　（柔道） 柔道場

28 （土） 山形学院高等学校　第２回オープンキャンパス　運動部体験 多用途広場

28 （土） 県オープン山形大会　一般シングルス　（テニス） テニスコート

28 （土） ～ 29 （日）
平成３０年全日本還暦軟式野球選手権大会山形県予選会
兼　北日本還暦軟式野球大会山形県予選

きらやかスタジアム

29 （日） 山形県弓道連盟　秋の審査会 弓道場

29 （日） 第４２回山形市PTA連合会ソフトボール大会 多用途広場

29 （日） 県オープン山形大会　一般シングルス・ダブルス　（テニス） テニスコート

29 （日） 山形地区秋季ソフトテニス選手権大会　一般 テニスコート

31 （火） 支部長杯　（テニス） テニスコート

大　　　　会　　　　等 場　　　所

2 （木） ～ 3 （金） 山形市体育振興会連合会　第１３回ソフトバレーボール交流大会 第一体育館 【屋内プール】

2 （木） ～ 3 （金） 第２０回ソフトボール交流大会 多用途広場 5 （日）

3 （金） ～ 5 （日） 山形県高等学校新人弓道大会 弓道場 19 （日）

3 （金） ～ 5 （日） 山形県中学校新人体育大会決勝大会　ソフトボール競技 多用途広場 26 （日）

3 （金） ～ 5 （日） 山五松野球スポーツ少年団　第２９回蔵王杯野球大会 きらやかスタジアム

4 （土） ～ 5 （日） 第２７回秋季東北マスターズ水泳競技大会 屋内プール

4 （土） ～ 5 （日） 山形県高等学校新人体育大会　バドミントン競技 第一・第二体育館

4 （土） 山形県ドリーム親善大会　兼　東北予選　（ソフトテニス） テニスコート

5 （日） 山形県高等学校新人体育大会　空手道競技 第二体育館・武道場

5 （日） 市民テニス大会　一般ミックスダブルス テニスコート

10 （金） ～ 12 （日） 第３回山形県小学生ティーボール新人交流大会 多用途広場

11 （土） 第３９回幼児体操・鼓笛フェスティバル山形県大会 第一体育館

11 （土） 村山地区高等学校弓道錬成大会 弓道場

11 （土） ～ 12 （日） 山形市長杯トランポリン競技選手権大会 第一体育館

12 （日） 第２５回山形市民バウンドテニス大会 第二体育館

12 （日） 第５８回山形市長杯争奪山形市民親善柔道大会 武道場

12 （日） 山形・宮城・福島合同強化試合　プレミアムシリーズ２０１７　（野球） きらやかスタジアム

16 （木） 村山地区高等学校体育連盟リーダー講習会 第二体育館

17 （金） ～ 18 （土） 第２６回山形県中学生なぎなた大会 第二体育館・武道場

18 （土） 山形市スポーツ少年団第２回体力測定 第一体育館

18 （土） ～ 19 （日） 全国大会予選山形地区予選会　ミニバスケットボール 第一体育館

19 （日） 村山地区スポーツ推進委員レディース研修会 第一体育館

19 （日） 山形地区弓道選手権大会 弓道場

19 （日） 第２４回山形市障がい者水泳競技大会 屋内プール

19 （日） ＡＫ杯　（野球） きらやかスタジアム

23 （木） 第２０回ミニソフトバレーボールフェスティバル 第一体育館

23 （木） 山形市キックボクシング協会　第３回交流大会　指導者講習会 武道場

23 （木） スケート場オープニングセレモニー スケート場

24 （金） ～ 26 （日） 東北実業団バスケットボール選手権大会 第一体育館

24 （金） ～ 26 （日） 山形県スポーツ少年団認定員養成講習会　兼　スポーツリーダー養成講習会東南村山コース 第二体育館・武道場

25 （土） 山形県社会保険協会　第７４回健康保険山形県卓球大会 第二体育館

26 （日） 第９回スペシャルオリンピックス日本・山形　水泳競技会 屋内プール

終日

終日

【全館】
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