
期日 行事名 会場

○陸上部

未定 郡市民体育大会/小学生練習会 増穂北小学校/グラウンド

未定 郡市民体育大会/小学生練習会 増穂北小学校/グラウンド

未定 郡市民体育大会/小学生練習会 東金アリーナ/陸上競技場

8月20日(日) 郡市民体育大会 東金アリーナ/陸上競技場

○相撲部

8月20日(日) 郡市民体育大会 芝山町総合運動場/相撲場

○野球部

4月2日(日) 春季山武郡市壮年軟式野球大会 芝山公園/野球場

4月2日(日) 市民スポーツ大会/小学生 市営野球場

4月9日(日) 市民スポーツ大会/一般 市営野球場

4月16日(日) 市民スポーツ大会/一般 市営野球場

4月23日(日) 市民スポーツ大会/一般 市営野球場

4月30日(日) 市民スポーツ大会/一般 市営野球場

6月2日(金) 郡市民体育大会/抽選会 芝山町

6月11日(日) 郡市民体育大会/練習会 市営野球場

6月18日(日) 郡市民体育大会/練習会 市営野球場

6月25日(日) 郡市民体育大会/練習会 市営野球場

7月2日(日) 郡市民体育大会 芝山公園/野球場

7月9日(日) 郡市民体育大会 芝山公園/野球場

未定 市民スポーツ大会/中学生 市営野球場

9月3日(日) 秋季市民大会/一般 市営野球場

9月10日(日) 秋季市民大会/一般 市営野球場

9月17日(日) 秋季市民大会/一般 市営野球場

9月24日(日) 秋季市民大会/一般 市営野球場

未定 秋季山武郡市壮年軟式野球大会 芝山公園/野球場

○バレーボール部

5月21日(日) 審判講習会/ママさん 大網白里アリーナ/メインアリーナ

6月4日(日) 市民スポーツ大会/ママさん 大網白里アリーナ/メインアリーナ

7月23日(日) 郡市民体育大会/女子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

7月29日(土) 郡市民体育大会/男子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

7月30日(日) 郡市民体育大会/女子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月5日(土) 郡市民体育大会/男子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月6日(日) 郡市民体育大会/女子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月12日(土) 郡市民体育大会/男子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月13日(日) 郡市民体育大会/女子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月19日(土) 郡市民体育大会/男子練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月20日(日) 郡市民体育大会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

9月10日(日) 審判講習会/ママさん 大網白里アリーナ/メインアリーナ

11月5日(日) 秋季市民大会/ママさん 大網白里アリーナ/メインアリーナ

3月11日(土) ベコ杯 大網白里アリーナ/メインアリーナ

○剣道部

6月4日(日) 市民スポーツ大会 増穂北小学校体育館（調整中）

7月29日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場
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8月5日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場

8月6日(日) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場

8月10日(木) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場

8月12日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場

8月13日(日) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場

8月17日(木) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場

8月19日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/武道場

8月20日(日) 郡市民体育大会 蓮沼スポーツプラザ

○射撃部

5月13日(土) 市民スポーツ大会 京葉射撃倶楽部

7/31-8/5 郡市民体育大会/強化練習 京葉射撃倶楽部

8月12日(土) 郡市民体育大会 京葉射撃倶楽部

○柔道部

6月4日(日) 市民スポーツ大会 市柔剣道場

8月16日(水) 郡市民体育大会/練習会 市柔剣道場

8月17日(木) 郡市民体育大会/練習会 市柔剣道場

8月18日(金) 郡市民体育大会/練習会 市柔剣道場

8月19日(土) 郡市民体育大会/練習会 市柔剣道場

8月20日(日) 郡市民体育大会 山武市白幡体育館

○ソフトテニス部

6月25日(日) 市民スポーツ大会/一般 市営テニスコート

7月1日(土) 市民スポーツ大会/中学２・３年生 白里中テニスコート・増穂中テニスコート

8月19日(土) 郡市民体育大会/練習会 市営テニスコート

8月20日(日) 郡市民体育大会 横芝光町ふれあい坂田池公園/テニスコート

10月15日(日) 秋季市民会/中学１・２年生 白里中テニスコート・増穂中テニスコート

○テニス部

5月7日(日) 市民スポーツ大会 市営・みずほ台テニスコート

5月14日(日) 市民スポーツ大会 市営・みずほ台テニスコート

5月21日(日) 市民スポーツ大会 市営・みずほ台テニスコート

7月23日(日) 郡市民体育大会/練習会 みずほ台テニスコート

7月30日(日) 郡市民体育大会/練習会 みずほ台テニスコート

8月6日(日) 郡市民体育大会/練習会 みずほ台テニスコート

8月12日(土) 郡市民体育大会/練習会 みずほ台テニスコート

8月19日(土) 郡市民体育大会/練習会 みずほ台テニスコート

8月20日(日) 郡市民体育大会 さんぶの森ふれあい公園/テニスコート

9月10日(日) 秋季市民大会 市営・みずほ台テニスコート

9月17日(日) 秋季市民大会 市営・みずほ台テニスコート

9月24日(日) 秋季市民大会 市営・みずほ台テニスコート

○サッカー部

5月21日(日) 郡市民体育大会/抽選会 東金市中央公民館

6月4日(日) 市民スポーツ大会/一般 市営サッカー場

6月18日(日) 市民スポーツ大会/少年 市営サッカー場

6月25日(日) 郡市民体育大会 さんぶの森ふれあい公園/多目的広場

7月2日(日) 郡市民体育大会 東金アリーナ/陸上競技場

未定 市サッカーフェスティバル/中学生 大網中グラウンド・他

未定 市サッカーフェスティバル/中学生 市営サッカー場
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未定 市サッカーフェスティバル/小学生 増穂北小・季美の森小グラウンド

未定 市サッカーフェスティバル/小学生 増穂北小・季美の森小グラウンド

○卓球部

5月13日(土) 大網白里オープン中学校卓球大会 大網白里アリーナ/メイン・サブアリーナ

6月18日(日) 市民スポーツ大会 大網白里アリーナ/メイン・サブアリーナ

7月8日(土) 大網白里ラージボールオープン大会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

7月15日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

7月22日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

7月29日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

8月5日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

8月6日(日) 郡市民体育大会 東金アリーナ/メインアリーナ

11月19日(日) 大網白里オープン卓球大会 大網白里アリーナ/メイン・サブアリーナ

12月12日(火) 大網レディス卓球大会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

○バスケットボール部

4月2日(日) 市民スポーツ大会/小学生 大網白里アリーナ/メインアリーナ

6月17日(土) 市民スポーツ大会/一般 大網白里アリーナ/メインアリーナ

7月26日(水) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月2日(水) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月9日(水) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月16日(水) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/サブアリーナ

8月20日(日) 郡市民体育大会 東金アリーナ/メインアリーナ

未定 秋季市民大会/小学生 未定

未定 秋季市民大会/小学生 未定

○ソフトボール部

6月4日(日) 市民スポーツ大会/一般 市営野球場

未定 郡市民体育大会/抽選会 未定

6月25日(日) 郡市民体育大会/練習会 市営野球場

7月2日(日) 郡市民体育大会/練習会 市営野球場

7月9日(日) 郡市民体育大会/練習会 市営野球場

7月16日(日) 郡市民体育大会/練習会 市営野球場

7月23日(日) 郡市民体育大会 九十九里町野球場・市営野球場

7月30日(日) 郡市民体育大会 九十九里町野球場

○弓道部

6月17日(土) 市民スポーツ大会　※遠的のみ 市営野球場

8月20日(土) 郡市民体育大会 芝山町弓道場

10月9日(月) 市民体育祭弓道大会 市弓道場

12月9日(土) 納射会 市弓道場

1月7日(土) 射初会 市弓道場

○バドミントン部

6月25日(日) 市民スポーツ大会 大網白里アリーナ/メイン・サブアリーナ

7月29日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

8月5日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

8月12日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

8月19日(土) 郡市民体育大会/練習会 大網白里アリーナ/メインアリーナ

8月20日(日) 郡市民体育大会 さんぶの森/中央体育館

○ゴルフ部
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5月23日(火) 市民スポーツ大会 ヌーヴェルゴルフゴルフ倶楽部

7月13日(木) 郡市民体育大会 新千葉カントリー倶楽部

未定 秋季市民大会 季美の森ゴルフ倶楽部

○ゲートボール部

4月13日(木) 市長杯争奪記念大会 市ゲートボール場

5月11日(木) 市民スポーツ大会 市ゲートボール場

6月15日(木) 高齢者ゲートボール大会 市ゲートボール場

6月29日(木) ライオンズクラブゲートボール大会 市ゲートボール場

7月16日(日) 郡市民体育大会 九十九里町つくも学遊館

未定 山武地区高齢者ＧＢ大会 九十九里町つくも学遊館

未定 市同好会9月月例大会 市ゲートボール場

未定 市長杯争奪記念大会 市ゲートボール場

未定 年金友の会ゲートボール大会 九十九里町つくも学遊館

未定 JA山武郡市ゲートボール大会 市ゲートボール場

未定 市同好会3月月例大会 市ゲートボール場

○グラウンド・ゴルフ部

4月26日(水) 二市一町南部交歓大会 市運動広場

5月18日(木) 県・春季大会（朝比奈杯） 県総合スポーツセンター

5月31日(水) 山武郡市春季大会 市運動広場

6月7日(火) 市民スポーツ大会 市運動広場

7月5日(水) 夏季大会 市運動広場

7月19日(水) 郡市民体育大会 横芝光町ふれあい坂田池公園/陸上競技場

8月2日(水) 役員研修交流大会 市運動広場

9月13日(水) 秋季市長杯大会 市運動広場

9月21日(木) 県・秋季大会 県総合スポーツセンター

未定 山武郡市秋季大会 未定

未定 二市一町南部交歓大会 東金市家徳グラウンド

10月22日(日) 県レディース大会 県総合スポーツセンター

11月8日(水) 西武地区大会 未定

11月15日(水) 冬季大会 市運動広場

未定 県・役員運営委員交流大会 未定

未定 春季市長杯大会 市運動広場

○ペタンク部

5月7日(日) 市協会オープン大会 季美の森多目的広場

6月9日(金) 市民スポーツ大会 季美の森多目的広場

10月13日(金) 近隣親睦大会 季美の森多目的広場

3月20日(火) 市協会総会大会 桂山ペタンク場


