４月
日

月

1
鳥海剣道錬成大会（国体）

鳥海剣道錬成大会（国体）

火

水

木

金

2

3

4

5

鳥海剣道錬成大会（国体）

土

6
興武館剣道大会(武道館)
酒田春季陸上競技記録会（陸上）
ソフトテニス飽海地区春季強化大会（光テ）
ラグビー庄内地区高校・社会人交流試合（球技場）

7

8

9

10

11

12

ソフトテニス飽海地区春季強化大会（光テ）
テニス春季クラブカップ（国テ）

13
卓球研修酒田大会（国体）
ＪＡ庄内みどりカップ（光野 他）
陸上酒田春季記録会(陸上)
庄内エアポートカップ近県小学校大会（光テ）

テニス地区春季高校シングルス（国テ）
ラグビー庄内・内陸不惑交流試合（球技場）

ソフトボール地区中学生大会(光G)
グラウンドゴルフ北海道・東北ブロック選抜（最上川）

14

15

16

17

18

19

卓球研修酒田大会（国体）
飽海地区高校弓道選手権大会(国体)
ＪＡ庄内みどりカップ（光野 他）

20
西川杯争奪高等学校バレー大会（国体）
ソフトテニス山形県春季選手権大会(光テ、国テ)

ソフトボール県実業団男女選手権大会(光G)

庄内エアポートカップ近県小学校大会（光テ、国テ）

ソフトボール地区中学生大会(光G)
庄内ＢＣ級水泳記録会（プール）
飽海地区高校弓道選手権大会(国体)

21

22

23

24

25

26

ソフトテニス山形県春季選手権大会(光テ)
テニス酒田ランキング大会（国テ）

山形県縦断駅伝競走大会（１日目）
少年少女卓球大会（国体）
春季高校野球大会（光野）
陸上スプリント記録会(陸上)

ソフトボール県実業団男女選手権大会(光G)

弓道月例射会（国体）
グラウンドゴルフ酒田協会大会（最上川）

28

29

昭和の日
山形県縦断駅伝競走大会（２日目）
山形県縦断駅伝競走大会（３日目）
全国ママさんバレーボール大会酒田予選会（親子） バドミントン県総合選手権大会(国体)
春季高校野球大会（光野）
ソフトテニス近県中学校大会（光テ）
野球高松宮杯地区予選会（八野）
ソフトテニス県春季選手権大会（光テ）
ラグビー東日本クラブ選手権選考試合（球技場）

27

30
国民の休日

※平成31年3月現在の予定であり、変更となる場合があります。
国体：国体記念体育館
親子：親子スポーツ会館
勤体：勤労者体育センター
八体：八幡体育館
松体：松山体育館
B＆G：B&G海洋センター体育館
光野：光ケ丘野球場
八野：八森野球場

陸上：光ケ丘陸上競技場
光テ：光ケ丘テニスコート
国テ：国体記念テニスコート
光G：光ケ丘多目的グラウンド
飯森山：飯森山多目的グラウンド
眺海：眺海の森グラウンド
南遊佐：南遊佐グラウンドゴルフ場
最上川：最上川河川運動公園
松広：楽天イーグルス酒田松山ボールパーク 八森GG：八森自然公園グラウンドゴルフ場

八森PG：八森自然公園パークゴルフ場
亀ケ崎：亀ケ崎公園
北港：酒田北港緑地
松川：松山河川運動公園
プール：光ケ丘プール

５月
日

月

火

水

1

木

2
憲法記念日
春季高校野球大会（光野）

5
春季高校総体
（サッカー：飯森山、陸上：陸上）
学童軟式野球大会予選会（光野）
野球高松宮杯地区予選会（八野）
ソフトテニス高校選抜強化大会（光テ）

12

6

7

8

19

土

3

4

みどりの日
こどもの日
ＳＡＫＡＴＡゴールデンカップ
春季高校総体
中学バスケ大会 ～６日（国体）
（サッカー：飯森山、陸上：陸上）
憲法記念中学校卓球大会(市体育館)
学童軟式野球大会予選会（光野）
ソフトテニス近県高校女子研究大会（光テ）
山形県通信陸上競技大会(陸上)
ソフトテニス憲法記念中学校大会（光テ）
ソフトテニス近県高校女子研究大会(国テ)

10

卓球ホープス大会(市体育館)
学童軟式野球大会予選会（光野）
ソフトテニス高校選抜強化大会(光テ)
ソフトボールジョイフル庄内大会（光Ｇ）

13

14

15

16

17

酒田中央地区春季ゲートＢ大会（亀ケ崎） 春季高校野球山形県大会(光野)

20

21

22

春季高校野球山形県大会(光野)

23
陸上県高校総体(陸上)

（テニス（ダブルス）：国テ、ソフトテニス:光テ

26
（テニス：国テ、水泳：プール、柔道：武道館、
バドミントン・空手・弓道：国体、、躰道:ＢＧ）

春季高校野球山形県大会(光野)
野球高松宮杯地区予選会（八野）
バレー全日本小学生大会地区大会(八体)
ソフトテニス高校選抜強化大会（光テ）
酒田市長杯ＧＧ大会（最上川）

18
酒田市体育大会（剣道：国体、ソフトボール：光Ｇ）

ソフトテニス:光テ)
春季高校野球山形県大会(光野)
テニス地区高校強化大会（国テ）

24
陸上県高校総体(陸上)
酒田市体育大会（ゲートＢ：亀ヶ崎）

バレー・弓道(一般)国体）
春季高校野球山形県大会(光野)

陸上県高校総体(陸上)
酒田市体育大会

11
春季地区高校総体
（バレー・卓球・弓道：国体、テニス：国テ、
ソフトテニス：光テ、バドミントン：勤体、
ソフトボール：光Ｇ、サッカー：飯森山）
酒田市体育大会（中学卓球 市体育館）
ラグビー：球技場、）

春季地区高校総体
（サッカー：飯森山、ソフトテニス：光テ、
テニス：国テ、弓道：国体）
酒田市体育大会
（陸上：陸上、中学ソフトボール：光Ｇ）
野球高松宮杯地区予選会（八野）

酒田市体育大会

9

金

25
陸上県高校総体(陸上)
酒田市体育大会
（卓球（高校・一般）：市体育館、バドミントン(勤体)

体操：国体）
弓道全日本選手権県予選会(国体)
春季高校野球山形県大会(光野)
ソフトテニス高校選抜強化大会（光テ）
テニス地区高校強化大会（国テ）
ソフトボール県小学生男女選手権（光Ｇ）
八幡体育祭ロードレース(八幡地区)

27

28

29

30

31
県高校総体（ソフトテニス：光テ・国テ）

６月
日

月

火

水

木

金

国体：国体記念体育館
親子：親子スポーツ会館
勤体：勤労者体育センター
八体：八幡体育館
松体：松山体育館
B＆G：B&G海洋センター体育館
光野：光ケ丘野球場
八野：八森野球場

陸上：光ケ丘陸上競技場
光テ：光ケ丘テニスコート
国テ：国体記念テニスコート
光G：光ケ丘多目的グラウンド
飯森山：飯森山多目的グラウンド
眺海：眺海の森グラウンド
南遊佐：南遊佐グラウンドゴルフ場
最上川：最上川河川運動公園
松広：楽天イーグルス酒田松山ボールパーク 八森GG：八森自然公園グラウンドゴルフ場

2

3

八森PG：八森自然公園パークゴルフ場
亀ケ崎：亀ケ崎公園
北港：酒田北港緑地
松川：松山河川運動公園
プール：光ケ丘プール

4

県高校総体（ソフトテニス：光テ・国テ）
ソフトボール齋藤杯(光G)
卓球国体地区予選会(国体)
水泳山形短水路記録会（プール）

5

6

県高校総体（ソフトテニス：光テ・国テ）
酒田地区ソフトバレー皐月大会(八体)
野球国体予選会(光野、八野)
弓道月例射会（国体）

9
バレー山形県高校総体(国体)
野球国体地区予選会（八野 他）
ソフトテニス国体予選会(光テ)
テニス酒田シングルス選手権（国テ）
地区実年ソフトボール大会(光G)
酒田ＧＧ協会第１回月例大会（最上川）

16

山形県高校総体水泳競技大会(プール)
東北電力旗ミニバスケ地区大会(国体)
山形県ママさんバレーボール大会酒田予選会(親子）

障がい者スポーツ大会（市体育館）
ろうきん杯学童野球大会（光野）
野球国体地区予選会（八野 他）
社会人ソフトテニス大会(光テ)
テニス酒田市ダブルス選手権（国テ）
日本ＧＧ協会員大会（前）（最上川）

30
日本海トライアスロンおしんレース（北港地区）

ＳＰＯＯＮ杯ソフトバレー大会（国体）
全日本少年軟式野球地区大会(光野)
野球国体地区予選会（八野 他）
ソフトテニス東北・北信越中学校大会(光テ、国テ)

ラグビー県域リーグ戦(球技場)
地区壮年ソフトボール大会(光G)

11

12

13

14

高校野球酒田東・酒田光陵定期戦(光野)

8
山形県高校総体(バレー:国体、
少林寺拳法･相撲:武道館)
野球全日本クラブ選手権山形大会(光野)
スプリント記録会（陸上）
地区実年ソフトボール大会(光G)

15
飽海地区中学校総合体育大会
（卓球：市体育館、体操・新体操：国体、
ソフトテニス：光テ、陸上：陸上、バレー：八体、

野球：光野・八野、ソフトボール：光Ｇ、
サッカー：飯森山）
少林寺拳法山形県大会(武道館)
ラグビー山形県不惑交流試合(球技場)

17

飽海地区中学校総合体育大会
（卓球：市体育館、体操・新体操：国体、
ソフトテニス：光テ、陸上：陸上、
柔道：武道館、バレー：八体、
野球：光野・八野、サッカー：飯森山）
ソフトボール：光Ｇ、水泳：プール）
野球国体地区予選会（八野 他）
ラグビー春季県域リーグ戦（球技場）

23

7
山形県高校総体(バレー：国体)
酒田定例ゲートボール大会（亀ヶ崎）

10

土

1

※平成30年3月現在の予定であり、変更となる場合があります。

18
酒田シニアゲートボール大会（亀ケ崎）

24

25

19

20

酒田シニアゲートボール大会（亀ケ崎）

26

21

22

山形県高校総体水泳競技大会(プール) 山形県高校総体水泳競技大会(プール)
老人クラブ連合会八幡支部
卓球山形県ホープス大会(国体)
体育レクレーション大会（八体） ろうきん杯学童野球大会（光野）
地区高校国体予選（陸上）

27

28

29
全日本少年軟式野球地区大会(光野)
ソフトテニス東北・北信越中学校大会(光テ、国テ)

ラグビー山形県不惑交流試合（球技場）
地区壮年ソフトボール大会(光G)

７月
日

月

火

1

2

水

木

金

3

4

5

パークゴルフ大会（八森ＰＧ）

土

6
ソフトテニス中学校選抜強化大会(光テ、国テ)

ソフトボール地区シニア大会（光Ｇ）

7

8

9

10

市民体育祭（陸上）
バスケットボール国体予選県大会（国体）
野球社会人天皇杯地区予選（八野）
弓道月例射会（国体）
酒田ＧＧ協会長杯大会（最上川）

11

12

13

全国高等学校野球選手権山形県大会(光野) 全国高等学校野球選手権山形県大会(光野) 全国高等学校野球選手権山形県大会(光野)
酒田・平田・松山ゲートボール大会（亀ヶ崎）
バスケットボール国体予選県大会（国体）

バレー天皇・皇后杯地区予選会(八体)
スプリント記録会3（陸上）
ソフトテニス酒田カップ近県高校大会（光テ、国テ）

ソフトボール県エルデスト選手権大会(光G)

スポ少年本部サッカー大会（空港緑地）

14

15

16

17

18

19

20

海の日
全国高等学校野球選手権山形県大会(光野) 全国高等学校野球選手権山形県大会(光野)

山形県中学校総合体育大会

バスケットボール国体予選県大会（国体） 酒田オープン（団体）卓球大会（国体）
バレー天皇・皇后杯地区予選会(八体)
ソフトテニス中学校選抜強化大会（光テ）
全国ママさんバレーボール大会酒田予選会(親子） テニス市民シングルス大会(国テ)
野球社会人天皇杯地区予選（八野）
ソフトテニス三県下高校大会（光テ、国テ）
スポ少年本部サッカー大会（空港緑地）
ラグビー春季県域リーグ戦（球技場）
ソフトボールねんりんピック予選会(光G)

（バレーボール:国体、野球:光野、陸上:陸上） （バレーボール:国体、野球:光野、陸上:陸上）
グラウンドゴルフ飽海ブロック大会(最上川) 野球スポ少本部大会（松広）

21

22

山形県中学校総合体育大会

サッカーシニア東北大会（北港)

23

24

山形県中学校総合体育大会

25

26
リトルシニア全国選抜野球大会(光野)
酒田市長杯ゲートボール大会（亀ヶ崎）

（バレーボール:国体、野球:光野、陸上:陸上）

野球スポ少本部大会（松広）
野球社会人天皇杯地区予選（八野）
サッカーシニア東北大会（北港)
酒田GG協会第2回月例大会（最上川）

27
リトルシニア全国選抜野球大会(光野)
県卓球選手権大会地区大会（市体育館）
山形県剣道大会(国体)
野球スポ少本部大会（松広）
陸上インタ－ハイ調整大会(陸上)
ソフトテニス二県下中学校選手権大会（光テ、国テ）

サッカーシニア東北大会（北港)
酒田市小学校水泳記録会（プール）

28
山形県剣道大会(国体)
リトルシニア全国選抜野球大会(光野)
野球社会人天皇杯地区予選（八野）
野球スポ少本部大会（松広）
ソフトテニス岩松杯中学校大会（光テ）
テニス市民シングルス大会(国テ)
ソフトボール勤労者体育大会(光G、松河)
サッカーシニア東北大会（北港)

29

30

31

８月
日

月

火

水

木

金

1

2

土

3
野球庄内中学校新田カップ（光野 他）
ソフトボール山形県ジュニア選手権大会(光G)

4
ホープス卓球大会（国体）
野球庄内中学校新田カップ（光野 他）
テニス酒田ダブルスオープン（国テ）

5
野球庄内中学校新田カップ（光野 他）

6

7

8

9

10
山の日
野球玉玉カップ（光野、光Ｇ）
白崎杯夏季ソフトテニス大会（光テ）
ソフトテニス夏季研修大会(光テ)

桜庭良三杯高校テニス選手権（光テ、国テ） 桜庭良三杯高校テニス選手権（光テ、国テ）

桜庭良三杯高校テニス選手権（光テ、国テ）

ソフトボール山形県ジュニア選手権大会(光G)

11
野球玉玉カップ（光野、光Ｇ）
ソフトテニス夏季研修大会(光テ)

18
ミニバスケスポ少本部大会（国体）
スポ少本部卓球大会（市体育館）

12

13

14

15

16

宮城教育大野球教室(光野)
ソフトテニス夏季研修大会(光テ)

19
勤労者体育祭（野球大会）（光野）

ミニバスケスポ少本部大会（国体）
還暦野球酒田選手権(光野、松広)

20
勤労者体育祭（野球大会）（光野）

21
勤労者体育祭（野球大会）（光野）

22
勤労者体育祭（野球大会）（光野）

23
勤労者体育祭（野球大会）（光野）

YTSママさんバレーボール大会酒田予選会(親子）

還暦野球酒田選手権(光野、松広)
野球勤労者体育祭（八野）
酒田グラウンドＧ協会大会（最上川）
弓道暑中射会（国体）

25
スポ少本部大会（バレー・剣道：国体）
高校野球秋季地区予選会（光野）
野球クラス別予選会（八野）
地区高校新人陸上競技大会(陸上)
ソフトテニス庄内最上高校大会（光テ）
テニス酒田レディースダブルスオープン（国テ）

ソフトボール庄内高校女子秋季大会(光G)

26

17

27

28

29

30

24
高校野球秋季地区予選会（光野）
勤労者体育祭（ソフトバレー・卓球：国体)
地区高校新人陸上競技大会(陸上)
ソフトボール庄内高校女子秋季大会(光G)

31
山形県卓球選手権大会地区予選会(国体)
高校野球秋季地区予選会（光野）
コマツ杯学童新人軟式野球大会（松広）
ソフトテニス勤労者体育大会(光テ)
ラグビー県不惑チーム調整大会(球技場)

９月
日

月

火

水

木

金

1

2

3

4

5

6

県高等学校新人大会（陸上：陸上）
高校野球秋季地区予選会（光野）
野球クラス別予選会（八野）
コマツ杯学童新人軟式野球大会（松広）
ソフトテニス高校選抜強化大会(光テ)
酒田議長杯グラウンドゴルフ大会(最上川)

8

7
高校新人大会
（ソフトテニス：光テ）
高校野球秋季地区予選会（光野）

9

10

高校新人大会
（ソフトテニス：光テ、ソフトボール:光G）
高校野球秋季地区予選会（光野）
野球クラス別予選会（八野）
テニス酒田ダブルスクラブカップ(国テ)

11

12

老人クラブ連合会酒田支部
グラウンドゴルフ大会（最上川）

13
県高校新人大会（陸上）

ラグビー南東北地区社会人交流試合（球技場）

15

土

16

17

18

19

20

14
県高校新人大会（陸上）
(柔道:武道館、テニス:国テ,
ソフトボール:光G、剣道・弓道:国体）
野球学童新人地区大会(光野)
ソフトテニス全日本社会人大会(光テ)
ラグビー東北不惑交流試合（球技場）

21

敬老の日
県高校新人大会(陸上)
高等学校新人大会
(柔道:武道館、テニス:国テ,
ソフトボール:光G、剣道・弓道:国体）
野球学童新人地区大会(光野)
野球クラス別予選会（八野）
ソフトテニス全日本社会人大会(光テ)
ラグビー東北不惑交流試合（球技場）

22
秋分の日
飽海地区中学校新人総合体育大会

飽海地区中学校新人総合体育大会
（野球：光野、陸上：陸上、ソフトテニス：光テ、

ソフトボール：光Ｇ、サッカー：北港Ｇ、
卓球：市体育館、体操：国体、バレー：八体）

ミニバスケ清水屋杯(松体)
テニス地区高校新人強化大会（国テ）

23
卓球愛好者大会（市体育館）

24

25

26

27

28

サッカー：北港Ｇ、卓球：市体育館、

野球クラス別選手権大会(光野)
陸上長距離記録会（陸上）
山形県クロスカントリーリレー予選会(陸上)

柔道：武道館、バレー：八体、水泳：プール）

ソフトテニス県少年少女交流大会（光テ、国テ）

（野球：光野、陸上：陸上、ソフトテニス：光テ、 県ジュニア体操競技選手権大会（国体）

ソフトボール：光Ｇ）
ミニバスケ清水屋杯(松体)
県ジュニア体操競技選手権大会（国体）
野球クラス別予選会（八野）

ラグビー庄内地区不惑交流試合(球技場)
秋季ジョイフルソフトボール大会（光Ｇ）

テニスミックスダブルス・アダム＆イブ杯（国テ）

秋季ジョイフルソフトボール大会（光Ｇ）
弓道月例射会（国体）

29
野球クラス別選手権大会(光野)
長橋杯ママさんバレー大会（親子）
バドミントン地区総合選手権大会（国体）
ミニバスケ清水屋杯（八体）

30

１０月
日

月

火

水

木

金

1

2

3

4

土

5
県少年少女スポーツ交流大会
(野球:八野他、陸上:陸上、ミニバスケ:国体
ソフトボール:光G)
ソフトテニス高校選抜強化大会（光テ、国テ）
テニス地区高校新人強化大会(国テ)
ラグビーハーバーブラックス交流試合（球技場）

6

7

8

9

10

県少年少女スポーツ交流大会
(ミニバスケ:国体、野球:八野,松広)
酒田市スポーツレクリエーション祭

11
ラグビー高校選手権県予選会（球技場）
グラウンドゴルフ大会（八森ＧＧ）

(ラージボール卓球:市体育館、ニュースポーツ:親子)

秋季ソフトバレー大会(八体)
酒田地区陸上競技選手権（陸上）
テニス国体記念シングルスオープン（光テ）
ソフトテニス高校選抜強化大会（国テ）
酒田市民水泳フェスティバル（プール）
庄内地区秋季弓道選手権大会(国体)

13

14

15

16

17

体育の日
日本海旗剣道大会（国体）
日本海旗剣道大会（国体）
八幡体育祭ビーチバレー大会（八体）
やわた体育祭パークゴルフ大会（八森）
野球連盟会長杯（八野）
酒田市スポーツ・レクリエーション祭
ソフトテニス市スポレク祭(光テ)
（グラウンドＧ：最上川）
ソフトテニス高校選抜強化大会（国テ）
ラグビー秋季県域リーグ戦（球技場）
庄内ＢＣ級秋季水泳記録会（プール）
酒田市スポーツ・レクリエーション祭
（ソフトテニス：光テ）

20

21

秋季学童軟式野球大会(松広)
陸上スプリント記録会(陸上)
ラグビー県不惑交流試合（球技場）
庄内交流ソフトボール大会（光Ｇ）

22

23

24

ミニバスケ日本海・酒田交歓大会（八体･松体）

荘内剣道錬成大会（国体）
みなと酒田インディアカ大会(国体)
野球連盟会長杯（八野）
秋季学童軟式野球大会(松広)
庄内地区秋季弓道段級審査（国体）
日本GG協会員大会（後）（最上川）

野球連盟会長杯（八野）
ソフトテニス高校選抜強化大会（国テ）
ラグビー秋季県域リーグ戦（球技場）

25
チャリティGB大会（亀ヶ崎）

28

19
山形県中学校新人体育大会
（体操・新体操：国体、柔道：武道館
ソフトテニス：光テ）
ミニバスケ日本海・酒田交歓大会（八体･松体）

酒田つや姫ハーフマラソン（酒田市内）

27

18
中央地区秋季GB大会（亀ヶ崎）

12
日本海旗剣道大会（国体）
相撲東北選抜大会(武道館)
バレー新人交流大会地区大会(八体)
スプリント記録会5（陸上）
ソフトテニス高校選抜強化大会(光テ)
ラグビー高校選手権県予選会（球技場）
ソフトボールフレンドシップ杯(光G)
やわた体育祭グラウンドゴルフ大会(八森)
酒田市スポーツ・レクリエーション祭
（パークゴルフ：八森）

29
酒田ゲートボール協会役員大会（亀ヶ崎）

30

31

26
ソフトテニス高校選抜強化大会（国テ）

１１月
日

月

火

水

木

国体：国体記念体育館
親子：親子スポーツ会館
勤体：勤労者体育センター
八体：八幡体育館
松体：松山体育館
B＆G：B&G海洋センター体育館
光野：光ケ丘野球場
八野：八森野球場

陸上：光ケ丘陸上競技場
光テ：光ケ丘テニスコート
国テ：国体記念テニスコート
光G：光ケ丘多目的グラウンド
飯森山：飯森山多目的グラウンド
眺海：眺海の森グラウンド
南遊佐：南遊佐グラウンドゴルフ場
最上川：最上川河川運動公園
松広：楽天イーグルス酒田松山ボールパーク 八森GG：八森自然公園グラウンドゴルフ場

3
文化の日
希望ケ丘バレー(国体)
野球連盟会長杯（八野）
ソフトテニス中学校一年生大会(光テ)

4

金

1

※平成30年3月現在の予定であり、変更となる場合があります。

土

2
文化の日
スワンスケートリンクオープン
高校新人体育大会（バレー、国体）
陸上スプリント記録会(陸上)

八森PG：八森自然公園パークゴルフ場
亀ケ崎：亀ケ崎公園
北港：酒田北港緑地
松川：松山河川運動公園
プール：光ケ丘プール

テニス山形県秋季ジュニアダブルス大会(光テ、国テ)

ラグビー三地域不惑交流大会（球技場）

5

6

7

8

9

希望ケ丘バレー(国体)

バレー前田杯(八体)

ソフトテニス酒田市・新潟市中学校交流大会(光テ)

ラグビー高校新人・社会人交流試合（球技場）

酒田GG協会上位入賞者交流会（最上川）

テニス山形県秋季ジュニアダブルス大会(国テ)

10

11

12

13

14

15

酒田市巡回駅伝競走大会（酒田市内）
山形県ジュニア選抜空手大会(国体)
野球連盟会長杯（八野）
ラグビー秋季県域リーグ戦(球技場)
百射会(国体)

17

16
バレー VリーグＶ２（国体）

18

19

20

21

22
東北高等学校体操選抜大会(国体)

バレー VリーグＶ２（国体）

23
勤労感謝の日
東北高等学校体操選抜大会(国体)

ミニバスケ選手権大会（八体･松体）
ラグビー東日本クラブ選手権
代表選考試合（球技場）

24
東北高等学校体操選抜大会(国体)
全国家庭婦人バレー県予選会(八体)
ラグビー東日本クラブ選手権
代表選考試合（球技場）

25

26

27

28

29

30
ＴＳＰ杯争奪中学新人卓球大会(国体)

１２月
日

月

火

水

木

金

1

2

3

4

5

6

7
ソフトテニス酒田カップ近県高校大会(国体)

酒田ラージボール卓球選手権大会(国体)
酒田地区ソフトバレー大会(八体)

8

土

9

10

11

12

13

ソフトテニス庄内中学校インドア大会(国体)

14
白崎杯ソフトテニス大会(国体)

県外招待ミニバスケ強化大会(八体)

15

16

17

18

19

20

ソフトテニス近県高校団体選抜大会(国体)

22
ソフトテニス県高校インドア大会(国体)

29

21
卓球バタフライ・ダブルス・
チームカップ酒田大会(国体)

23

24

25

26

27

28

ソフトテニス中学校強化研修大会(国体)

30

31

※平成30年3月現在の予定であり、変更となる場合があります。
国体：国体記念体育館
親子：親子スポーツ会館
勤体：勤労者体育センター
八体：八幡体育館
松体：松山体育館
B＆G：B&G海洋センター体育館
光野：光ケ丘野球場
八野：八森野球場

陸上：光ケ丘陸上競技場
光テ：光ケ丘テニスコート
国テ：国体記念テニスコート
光G：光ケ丘多目的グラウンド
飯森山：飯森山多目的グラウンド
眺海：眺海の森グラウンド
南遊佐：南遊佐グラウンドゴルフ場
最上川：最上川河川運動公園
松広：楽天イーグルス酒田松山ボールパーク 八森GG：八森自然公園グラウンドゴルフ場

八森PG：八森自然公園パークゴルフ場
亀ケ崎：亀ケ崎公園
北港：酒田北港緑地
松川：松山河川運動公園
プール：光ケ丘プール

１月
日

月

火

水

木

金

1

2

3

土

4
新春ソフトテニス大会(国体)

5

6

7

8

9

10

ソフトテニス庄内高校インドア大会(国体)

11
ソフトテニスルーセントカップ東北中学校（国体）

新年弓道大会(高校）（国体）

12

13

14

15

16

17

成人の日
ソフトテニスルーセントカップ東北中学校（国体） 女子フットサル大会(国体)
新年弓道大会（国体）

19

20

ソフトテニス酒田カップ近県高校大会（国体）

庄内高等学校冬季卓球大会(八体)

21

22

23

24

ソフトテニス酒田カップ近県高校大会（国体）

26
酒田バスケットボールフェスタ（国体）

18

25
酒田バスケットボールフェスタ（国体）

27

28

29

30

31

２月
日

月

火

水

木

金

土

1
バレー VリーグＶ２（国体）

全庄内スキー大会（松山スキー場）

2

3

4

5

6

7

8
キッズフットサル大会（国体）

バレー VリーグＶ２（国体）

全庄内スキー大会（松山スキー場）
柔道連盟会長杯（武道館）
弓道寒中射会（国体）

9

10

16

11

12

13

14

建国記念の日
少年少女総合卓球大会（国体）

市民卓球大会（国体）
庄内Ａ・ＡＡ級水泳記録会（プール）

17

18

15
高校フットサル大会（国体）

19

20

21

ソフトテニス酒田カップ近県高校大会（国体）

22
小学生フットサル大会（国体）

ミニバスケ地区新人大会（八体･松体）
協会杯ママさんバレー大会（親子）
酒田市少年柔道大会（武道館）

23
天皇誕生B
小学生フットサル大会（国体）
ミニバスケ地区新人大会（八体）
山形県チャレンジ水泳記録会（プール）

24
小学生フットサル大会（国体）

25

26

27

28

29
ソフトテニス近県中学校大会(国体)

３月
日

月

火

1

2

3

ソフトテニス近県中学校大会(国体)

8

水

木

金

4

5

6

公式ワナゲ大会（国体）

土

7
ソフトテニス近県中学校大会(国体)

9

10

11

12

16

17

18

19

13

14

20

21

ソフトテニス近県中学校大会(国体)

15

春分の日
卓球オープン選手権大会（国体）

バレー新人戦(八体)

22

23

24

30

31

スプリングソフトバレー大会（八体）
弓道月例射会（国体）

29

25

26

27

陸上春季長距離記録会（陸上）

28

