
（令和４年４月時点）
日程 行事名 会場
4月9日(土) ～ 4月10日(日) 盛岡市スプリング記録会 県営運動公園陸上競技場

4月10日(日) ～ 10月29日(土) 盛岡市民体育大会　軟式野球競技 盛岡市営野球場

5月15日(日) 盛岡市民体育大会　ハンドボール競技 盛岡タカヤアリーナ（盛岡市総合アリーナ）
4月16日(土) ～ 4月23日(土) 盛岡市民体育大会　軟式テニス競技（一般・高校） 盛岡市立太田テニスコート
4月17日(日) 盛岡市民体育大会　ジュニアの部　カーリング競技 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
4月17日(日) 盛岡オープン卓球大会 盛岡体育館
4月17日(日) ほか 剣道　段審査会 盛岡市立武道館
4月17日(日) 盛岡市内一周継走 盛岡市内
4月21日(木) ～ 4月24日(日) 盛岡市民体育大会バレーボール競技 盛岡体育館
4月22日(金) ～ 4月24日(日) 盛岡市民体育大会　陸上競技 県営運動公園陸上競技場
4月23日(土) ～ 4月24日(日) 盛岡市民体育大会　一般の部　カーリング競技 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
4月23日(土) ～ 4月24日(日) 盛岡市民体育大会　サッカー競技（中学） 盛岡市立つなぎ多目的運動場
4月23日(土) ～ 4月24日(日) 盛岡市民体育大会　陸上競技 県営運動公園陸上競技場
4月23日(土) ほか 盛岡市民体育大会　サッカー競技 県営運動公園第1グラウンドほか
4月23日(土) ～ 4月24日(日) 盛岡市民体育大会　体操・新体操競技 県営体育館
4月24日(日) ～ 4月25日(月) 盛岡市民体育大会　柔道競技 盛岡市立武道館
4月24日(日) 盛岡市民体育大会　硬式テニス競技（中学） 盛岡市立太田テニスコート
4月24日(日) 盛岡市立総合プール障がい者記録会兼泳力検定会 盛岡市立総合プール

4月27日(水) ほか 盛岡市民体育大会　バドミントン競技 県営体育館

4月27日(水) ほか 盛岡市民体育大会　バスケットボール競技 渋民運動公園総合体育館
4月29日(金) 盛岡市民体育大会　空手道競技 県営武道館
4月29日(金) 盛岡市民体育大会スポーツウエルネス吹矢競技 盛岡体育館
4月29日(金) 盛岡市民体育大会ボクシング競技 盛岡体育館
4月29日(金) 盛岡市民体育大会　弓道競技 県営武道館
4月30日(土) 盛岡市民体育大会　剣道競技 県営武道館
4月30日(土) 盛岡市民体育大会バレーボール競技 盛岡体育館
4月30日(土) ～ 5月1日(日) 岩手県アイスホッケー連盟理事長杯アイスホッケー大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
4月30日(土) ～ 5月1日(日) 盛岡市民体育大会　ソフトボール競技 渋民運動公園
5月1日(日) 盛岡南ライオンズクラブ杯アイスホッケー大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
5月1日(日) 市町村対抗　硬式テニス競技 盛岡市立太田テニスコート
5月1日(日) 盛岡市民体育大会　サッカー競技（一般） 盛岡市立つなぎ多目的運動場
5月4日(水) ～ 5月5日(木) 盛岡市民体育大会　サッカー競技（少年） 盛岡市立つなぎ多目的運動場
5月7日(土) ～ 5月8日(日) 盛岡市民体育大会　なぎなた競技 盛岡市立武道館
5月7日(土) ～ 5月8日(日) 日本マスターズ水泳短水路大会 盛岡市立プール
5月8日(日) ～ 6月4日(土) 盛岡市民体育大会　アイスホッケー競技 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
5月8日(日) 盛岡市民体育大会バレーボール競技 盛岡体育館

5月10日(火) 盛岡市民体育大会　グラウンドゴルフ競技 県営運動公園第１グラウンド

5月15日(日) 盛岡市民体育大会ソフトバレーボール競技 盛岡体育館
5月15日(日) 盛岡市民体育大会　合気道演競技 盛岡市立武道館

5月20日(金) ～ 5月22日(日) 東北高校春季水球競技大会兼第10回高瀬杯 盛岡市立総合プール

5月21日(土) ～ 5月22日(日) 盛岡市民体育大会　ラグビーフットボール競技（15人制） いわぎんスタジアム（盛岡南公園球技場）
5月21日(土) ～ 5月22日(日) 岩手県高等学校総合体育大会　男子サッカー競技 盛岡市立つなぎ多目的運動場
5月22日(日) 盛岡市民体育大会バウンドテニス競技 盛岡体育館
5月22日(日) 全日本選手権大会選手強化講習会（武術太極拳） 盛岡市立武道館
5月24日(火) 盛岡市民体育大会　パークゴルフ競技 リバーサイドパークゴルフ場
5月28日(土) 全国教職員大会予選会 盛岡市立武道館
5月29日(日) ほか 中学生剣道教室 盛岡市立武道館
5月29日(日) 健康ウォークin御所湖 盛岡市内

5月29日(日) JTU（公益財団法人日本トライアスロン連合）認定記録会 盛岡市立総合プール

6月4日(土) 理事長杯アイスホッケー大会（東北交流戦）小学 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
6月5日(日) 理事長杯アイスホッケー大会（東北交流戦）中学 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）

6月5日(日) ほか 空手 昇段審査 盛岡市立武道館

6月5日(日) ほか 合気道 昇段／昇級審査 盛岡市立武道館
6月5日(日) ほか 盛岡地区昇段形講習会 盛岡市立武道館
6月5日(日) 市民体力テスト 盛岡体育館

6月5日(日) 盛岡市民体育大会　水泳競技 盛岡市立総合プール

6月7日(火) 盛岡市婦人バドミントン大会 盛岡体育館
6月11日(土) 福島県ミックスカーリング選手権大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
6月11日(土) ～ 6月12日(日) 国体県代表選手選考会兼岩手県選手権水泳競技大会 盛岡市立総合プール
6月12日(日) 秋田県ミックスカーリング選手権大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
6月18日(土) ～ 6月19日(日) 岩手県ミックスカーリング選手権大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
6月18日(土) ～ 6月19日(日) 盛岡市中学校総合体育大会 柔道競技 盛岡市立武道館
6月18日(土) ～ 6月20日(月) 盛岡市中学校総合体育大会　サッカー競技 盛岡市立つなぎ多目的運動場
6月19日(日) 盛岡市民体育大会　トライアスロン競技 盛岡市立総合プール
6月24日(金) 岩手県高等学校総合体育大会（競泳） 盛岡市立総合プール
6月25日(土) ～ 6月26日(日) 岩手県高等学校総合体育大会（競泳・飛込）
6月25日(土) ～ 6月26日(日) メモリアルカップ男子 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
6月26日(日) スポーツウエルネス吹矢岩手県大会盛岡・県北地区大会 盛岡体育館
7月2日(土) ～ 7月3日(日) 宮城県ミックスカーリング選手権大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
7月2日(土) 春季東北マスターズ水泳競技大会 盛岡市立総合プール

7月2日(土) ～ 7月3日(日) NPO法人盛岡市水泳協会夏季スイミングフェスティバル公認記録会 盛岡市立総合プール

7月9日(土) ～ 7月10日(日) メモリアルカップ女子 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
7月10日(日) 親睦団体戦卓球大会 盛岡体育館

令和４年度スポーツ行事予定表



日程 行事名 会場
7月15日(金) ～ 7月17日(日) 岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール
7月16日(土) ～ 7月17日(日) 七夕カーリング大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）

7月16日(土) ～ 7月18日(月) 岩手県U18アイスホッケー大会（東北交流戦） みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）

7月23日(土) ～ 7月24日(日) 十文字チキンカンパニー杯アイスホッケー大会（U12） みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）

7月23日(土) ～ 7月24日(日) 合気道本部道場師範特別講習会 盛岡市立武道館
7月23日(土) ～ 7月24日(日) 全国JOC夏季水泳競技大会岩手県予選会 盛岡市立総合プール
7月24日(日) せきれい親善ママさんバレーボール大会 盛岡体育館

7月24日(日) ほか 太極拳技能検定1次試験 盛岡市立武道館

7月24日(日) 北上川ゴムボート川下り大会 北上川

7月24日(日) 盛岡市長杯・社会人の部 県営運動公園テニスコート

7月31日(日) 盛岡市民体育大会　相撲競技 市立好摩相撲場

7月31日(日) 盛岡市ソフトバレーボール夏季大会 盛岡体育館

7月31日(日) ほか カーリング　みちのくリーグ みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）

8月3日(水) 盛岡市卓球協会会長杯新人卓球大会 盛岡体育館

8月6日(土) ～ 8月7日(日) サマーカップアイスホッケー大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）

8月7日(日) 岩手スポーツの祭典クラブ対抗卓球大会 盛岡体育館

8月11日(木) 盛岡市中高年ミックスダブルス卓球大会 盛岡タカヤアリーナ（盛岡市総合アリーナ）
8月21日(日) 盛岡市婦人卓球大会 盛岡体育館
8月27日(土) ～ 8月28日(日) 24Hカーリングフェスティバル みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
8月27日(土) 盛岡市中学校水泳競技大会兼岩手県中学校学年別水泳競技大会中央ブロック大会 盛岡市立総合プール
8月28日(日) 岩手県社会人ハンドボールリーグ 盛岡タカヤアリーナ（盛岡市総合アリーナ）
9月3日(土) ～ 9月4日(日) 盛岡市ママさんバレーボール大会 盛岡体育館
9月3日(土) ～ 9月4日(日) 日本スポーツマスターズ2022岩手県大会（水泳） 盛岡市立総合プール
9月4日(日) ～ 9月11日(日) 盛岡市長杯オープンテニストーナメント　硬式テニス 盛岡市立太田テニスコート

9月4日(日) 啄木の里ふれあいマラソン大会 渋民運動公園

9月10日(土) ～ 9月11日(日) 岩手県学童水泳競技大会 盛岡市立総合プール

9月15日(木) 岩手県高校新人盛岡地区予選会 柔道競技 盛岡市立武道館

9月17日(土) ～ 9月18日(日) 盛岡市中学校新人体育大会 柔道競技 盛岡市立武道館

9月17日(土) ～ 9月20日(火) 盛岡市中学校新人体育大会　サッカー競技 盛岡市立つなぎ多目的運動場
9月19日(月) 盛岡市中高年ミックスダブルス団体戦卓球大会 盛岡体育館
9月22日(木) ～ 9月26日(月) 日本スポーツマスターズ2022岩手大会（バスケットボール等） 盛岡タカヤアリーナ（盛岡市総合アリーナ）等
9月23日(金) 山形県カーリング選手権大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
9月24日(土) ～ 9月25日(日) 十文字チキンカンパニー杯アイスホッケー大会（中学） みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
9月25日(日) 秋田県ジュニア選手権大会 みちのくCCリンク（盛岡市アイスリンク）　
10月1日(土) ほか 全国高等学校サッカー選手権岩手県大会 盛岡市立つなぎ多目的運動場
10月1日(土) ～ 10月2日(日) 岩手県女子学生アイスホッケー大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
10月1日(土) ～ 10月2日(日) 岩手県シニアスカーリング選手権大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
10月2日(日) IBC杯ラグビー（一般） いわぎんスタジアム（盛岡南公園球技場）
10月7日(金) ～ 10月9日(日) イーハトーブマスターズ水泳盛岡大会 盛岡市立総合プール
10月8日(土) ～ 10月9日(日) 宮城県スカーリング選手権大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
10月9日(日) 盛岡市ソフトバレーボールシニア大会 盛岡体育館

10月9日(日) 盛岡市選手権大会 県営運動公園テニスコート

10月10日(月) 市民総参加スポーツの集い 盛岡市立武道館

10月15日(土) ～ 10月16日(日) 岩手県学生社会人大会（東北） みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
10月15日(土) ～ 10月16日(日) 東北ジュニアオープン大会 みちのくCCリンク　（盛岡市アイスリンク）
10月15日(土) 市民体力テスト＆ファミリー体力測定会 盛岡体育館
10月16日(日) 盛岡市バレーボール協会長杯「絆」大会 盛岡体育館
10月20日(木) ～ 10月22日(土) IFSCスポーツクライミングクールドカップB＆Lコンバインドいわて盛岡2022 県営運動公園スポーツクライミング競技場
10月20日(木) 盛岡市婦人バドミントン大会 盛岡体育館

10月23日(日) いわて盛岡シティマラソン2022 盛岡市内

10月30日(日) JSCA（日本スイミングクラブ協会）東北支部ジュニア水泳競技大会 盛岡市立総合プール

11月2日(水) シングルスダブルス卓球大会 盛岡体育館
11月3日(木) 障がい者サッカー交流大会 いわぎんスタジアム（盛岡南公園球技場）

11月19日(土) ～ 11月20日(日) NPO法人盛岡市水泳協会冬季スイミングフェスティバル公認記録会 盛岡市立総合プール

11月27日(日) ほか 居合道講習会及び審査会 盛岡市立武道館

12月11日(日) ～ 3月12日(日) 盛岡市フットサルリーグ 盛岡体育館
12月25日(日) ほか 盛岡市中高年ミックスダブルス卓球大会 盛岡タカヤアリーナ（盛岡市総合アリーナ）
1月9日(月) 新春初打ち卓球大会 盛岡体育館

1月14日(土) ～ 1月15日(日) 岩手県冬季選手権水泳競技大会 盛岡市立総合プール

1月15日(日) 瀬川・金田一杯柔道大会 盛岡市立武道館

1月21日(土) ～ 1月22日(日) 盛岡市春季バレーボール交流大会 盛岡体育館
2月5日(日) 岩手県下居合道三浦正雄杯錬成大会 盛岡市立武道館
2月11日(土) 盛岡市春季バレーボール交流大会 盛岡体育館
2月18日(土) 盛岡市バレーボール協会長杯シニア大会 盛岡体育館

2月12日(日) 盛岡市ソフトバレーボール冬季大会 盛岡体育館

2月25日(土) 盛岡市立総合プール公認記録会 盛岡市立総合プール

2月26日(日) 盛岡市ラージボール大会 盛岡体育館

2月26日(日) 全国JOC春季水泳競技大会岩手県予選会 盛岡市立総合プール

3月4日(土) ～ 3月5日(日) 岩手県春季学童水泳競技大会 盛岡市立総合プール
3月4日(土) 盛岡市スポーツ・レクリエーション祭 盛岡体育館

作成：盛岡市交流推進部スポーツ推進課℡：019-603-8013
各施設年間行事予定表を元に作成しています。詳細については各施設までお問い合わせください。

事情により中止又は延期する場合があります。


