
大　　　　会　　　　等 場　　　所

2 （土） 第３１回学童まつり 第一体育館

2 （土） 村山地区高等学校新人体育大会　水泳競技 屋内プール 30 （土）

2 （土） 村山地区高等学校バドミントン部　リーグ戦 第二体育館・剣道場

2 （土） ～ 3 （日） 第２４回東北スポーツチャンバラ選手権大会 第二体育館 2 （土）

3 （日） 山形県フロアホッケー競技大会 第一体育館 9 （土） 10：00 ～ 13：00

3 （日） 山形市中学校PTA親善ソフトボール大会　第１８回船山杯大会 多用途広場 22 （金） 15：00 ～ 20：30

3 （日） 市民テニス大会　一般・シングルス テニスコート 23 （土）

5 （火） ～ 6 （水） ソニー生命カップ全国レディース大会　（テニス） テニスコート 24 （日）

7 （木） ～ 10 （日） ２０１７－２０１８シーズン　第６回東北カップ　（バスケットボール） 第一体育館

8 （金） ～ 10 （日） 村山地区高等学校新人体育大会　柔道・サッカー・ソフトテニス競技
武道場・多用途広場

テニスコート

9 （土） 山形市中学校体育連盟スポーツ教室　水泳 屋内プール

12 （火） ～ 15 （金） 東京女子体育大学新体操競技部合宿 第一・第二体育館

15 （金） きらやかスタジアム開場式 きらやかスタジアム

15 （金） ～ 16 （土） 村山地区高等学校新人体育大会　体操競技 第一体育館

15 （金） ～ 18 （月） 第９回東日本大震災復興支援　Do　Wonders　ソフトボール大会 多用途広場

15 （金） ～ 16 （土） 第４７回山形市少年剣道錬成大会 第二体育館・武道場

16 （土） ～ 17 （日） 村山地区高等学校新人弓道大会 弓道場

16 （土） 山形県私立高校ソフトテニス選手権大会 テニスコート

16 （土） 第５回山形市スポーツ少年団ソフトテニス交流大会 テニスコート

16 （土） 第１６回山形市市長杯還暦軟式野球大会 きらやかスタジアム

17 （日） 第４３回YTS杯山形県ママさんバレーボール優勝大会 第一体育館

17 （日） ミズノカップ山形県ソフトテニス大会 テニスコート

17 （日） 成原杯　（テニス） テニスコート

17 （日） 千歳地区内覧会 きらやかスタジアム

18 （月） 社会保険事業所対抗ソフトバレーボール大会 第一体育館

18 （月） 小嶋・佐藤杯山形地区中学生大会　（ソフトテニス） テニスコート

18 （月） 第１１回ミズノ旗杯秋季新人山形県支部大会　（野球） きらやかスタジアム

19 （火） ポラリス杯　（テニス） テニスコート

22 （金） ～ 25 （月）
山形市中学校新人体育大会
卓球・体操・新体操・柔道・水泳・サッカー・ソフトテニス・野球競技

第一・第二体育館・武道場
屋内プール・多用途広場

テニスコート・きらやかスタジアム

23 （土） 全国高等学校弓道選抜大会村山地区予選会 弓道場

30 （土） 第４３回山形県実業人野球大会 きらやかスタジアム

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） 終日

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） 終日

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） 終日

10 （火） チーム対抗戦　（テニス） テニスコート 10 （火） 終日

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

13 （金） 山形県精神科デイケア交流会 第一体育館 12 （木） 終日

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） 終日

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） ～ 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） 山形市長杯争奪親善柔道大会 武道場

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

山 形 市 総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 大 会 ・ 催 事 予 定
８月２２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　

【全館】

終日

終日

終日

【屋内プール】

終日

　１０月

日　　　程 一般利用休場日時

【全館】

　９月

日　　　程 一般利用休場日時


