
大　　　　会　　　　等 場　　　所

2 （日） 第４回山形まるごとマラソン 全館

7 （金） 天童市小学校特別支援学級　秋のなかよし学習会 第二体育館 1 （土）

8 （土） 山形地区高校秋季ソフトテニス選手権大会 テニスコート 2 （日）

9 （日） 第９回山形市民スポーツフェスタ 全館

10 （月） 山形地区ソフトバレーボール連盟　第２４回エンドー杯ソフトバレーボールフェスティバル 第一体育館 1 （土）

10 （月） 第３４回ソフトボールグランドチャンピオン大会 多用途広場 2 （日）

10 （月） 秋季山形市民テニス大会一般ミックスダブルス テニスコート 9 （日）

11 （火） チーム対抗戦　（テニス） テニスコート 10 （月）

15 （土） 山形地検バレー部　仙台高検管内検察庁親善バレーボール大会 第一体育館 11 （火）

15 （土） 山形県中学校新人体育大会南ブロック大会　（剣道） 第二体育館・武道場 12 （水）

15 （土） 全国高校弓道選抜大会山形県予選 弓道場 13 （木）

15 （土） ～ 16 （日） 山形県中体連サッカー専門部新人南ブロック大会 多用途広場 14 （金）

16 （日） 秋の審査会　（弓道） 弓道場

16 （日） ～ 24 （月） 第５４回技能五輪全国大会 第一・第二体育館・武道場

16 （日） 成原杯　（テニス） テニスコート

22 （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

22 （土） 山形地区中学生一年生大会　（ソフトテニス） テニスコート

23 （日） 第４１回山形市PTA連合会ソフトボール大会 多用途広場

23 （日） 山形地区中学生強化大会　（ソフトテニス） テニスコート

25 （月） 支部長杯　（テニス） テニスコート

27 （木） ～ 28 （金） 山形城北高校クラスマッチ 第一・第二体育館・多用途広場

28 （金） 山形県プロダンスインストラクター協会　P．P．I認定試験　及び　昇級試験 軽運動場

29 （土） ～ 30 （日） 第６９回全日本バレーボール高等学校選手権大会山形県予選 第一・第二体育館

29 （土） ～ 30 （日） 県オープンテニス山形大会一般シングルス・ダブルス テニスコート

30 （日） 第６２回山形県柔道連盟会長杯争奪　南北対抗柔道大会　山形県柔道高段者大会 武道場

30 （日） 第９回徳洲会東北ブロックソフトボール大会 多用途広場

大　　　　会　　　　等 場　　　所

2 （水） ～ 3 （木） 山形市体育振興会連合会　第１２回ソフトバレーボール大会 第一体育館 【屋内プール】

2 （月） ～ 3 （火） 山形市体育振興会連合会　第１９回ソフトボール交流大会 多用途広場 6 （日）

3 （火） 県ジュニアテニス室内予選大会ダブルス テニスコート 20 （日）

4 （金） ～ 6 （日） 山形県高等学校新人体育大会　弓道競技 弓道場 27 （日）

5 （土） ～ 6 （日） 山形県高等学校新人体育大会　剣道競技 第一体育館・剣道場

5 （土） ～ 6 （日） 第２７回秋季東北マスターズ水泳競技大会 屋内プール

5 （土） 村山地区レディーススポーツ推進委員研修会 第二体育館

5 （土） ～ 6 （日） 東北・山形・秋田新幹線沿線都市対抗ソフトテニス大会 テニスコート

6 （日） 第２４回山形市民バウンドテニス大会 第二体育館

6 （日） 北部親善少年サッカー大会 多用途広場

11 （金） 山形県精神科デイケア交流会 第一体育館

12 （土） 第３８回幼児体操鼓笛フェスティバル山形県大会 第一体育館

12 （土） 村山地区高等学校弓道錬成大会 弓道場

12 （土） ～ 13 （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 （土） ～ 13 （日） 第２回山形県小学生ティーボール新人交流大会 多用途広場

17 （木） 村山地区高等学校体育連盟スポーツリーダー研修会 第一体育館

19 （土） 山形市スポーツ少年団第２回体力測定 第一体育館

19 （土） 山形県高等学校体育連盟選手強化講習会 第二体育館

19 （土） ～ 20 （日） 全国大会予選山形地区予選　（ミニバスケットボール） 第一体育館

19 （土） 第２５回山形県中学生なぎなた大会 第二体育館・武道場

20 （日） 日本小学生バレーボール連盟　全国指導者講習会三次講習会 第二体育館

20 （日） 第５７回山形市長杯争奪山形市民親善柔道大会 武道場

20 （日） 山形地区弓道選手権大会 弓道場

20 （日） 第２３回山形市障がい者水泳競技大会 屋内プール

23 （水） JR東労組仙台地方本部　スポーツフェスティバル２０１６ 第一体育館

23 （水） スケート場オープニングセレモニー スケート場

25 （金） ～ 26 （土） 第２９回山形市ジュニア体操選手権大会 第一体育館

25 （金） ～ 27 （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 第二体育館・武道場

26 （土） 山形県社会保険協会　第７３回健康保険卓球大会 第二体育館

27 （日） 第２８回全国家庭婦人バレーボール大会いそじ大会山形県予選会 第一体育館

27 （日） 第８回スペシャルオリンピックス日本　水泳競技大会 屋内プール

終日

終日

山 形 市 総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 大 会 ・ 催 事 予 定
９月２３日現在

※　予定は変更になる場合が御座います。最新の情報は事務室までお問い合わせください。　　　

＜お問い合わせ先＞　山形市総合スポーツセンター　
　０２３－６２５－２２８８　

　１０月
日　　　程 一般利用休場日時

【トレーニングルーム】

終日

終日

【屋内プール】

終日

終日

終日

終日

終日

終日

終日

　１１月
日　　　程 一般利用休場日時

終日

終日


