
　   July７月
北方公民館

第18回北方地区コミュニティ
ゲートボール大会

2

東和総合運動公園第14回選抜少年野球東和大会3・4

中田球場中田ソフトボール年齢フリー大会

4 とよま蔵ジアム第32回山下旗柔道大会

米川小学校・二又川河
川敷

第10回米川地区グラウンドゴル
フ大会

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会6

吉田運動場
ふるさとスポーツ祭米山大会
（グラウンドゴルフ）7

石越総合運動公園あじさいゲートボール大会

津山運動広場
ふるさとスポーツ祭津山大会
（グラウンドゴルフ）

9

長沼フートピア公園
第2回北方地区コミュニティグラ
ウンドゴルフ大会

東和総合運動公園ふるさとスポーツ祭東和地区大会10・11

とよま蔵ジアムほかとよまスポーツ祭

11

なかだアリーナほかふるさとスポーツ祭中田大会

豊里運動公園
第19回グラウンドゴルフ・第15回
ターゲットバードゴルフ大会

豊里公民館
第17回少年少女ドッジボール大
会

吉田運動場
ふるさとスポーツ祭米山大会
（ターゲットバードゴルフ）

14

豊里公民館第4回ユニカール大会15

吉田運動場第16回米山町ナイター野球大会17～24

迫体育館ほかふるさとスポーツ祭迫大会
（バレーボール・ソフトボール）

18

石越総合運動公園ほか
ふるさとスポーツ祭石越大会
（バレーボール・ソフトボール）

なかだアリーナ中田ユニカール大会
21

なかだアリーナ中田キンボール大会

県内各会場（野球会場：
登米市）

県中学校総合体育大会22～25

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会23

中田球場
ふるさとスポーツ祭中田大会
（グラウンドゴルフ）24

石越公民館石越市民登山

豊里運動公園第4回マラソンソフトボール大会

25
中田球場

ふるさとスポーツ祭中田大会
(ターゲットバードゴルフ)

  August８月
なかだアリーナ第3回家庭バレーボール大会

1
迫体育館

ふるさとスポーツ祭迫大会
（ユニカール）

豊里運動公園ほか第60回豊里町地区対抗野球大会1・8

長沼ボート場
登米市マリンスポーツフェスティ
バル

5

新田小学校アリーナ
第16回新田地区子ども会育成会
球技大会

7

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会10

新田中校庭・新田総合
運動場

第60回新田地区お盆野球大会13・14

南方総合運動場ほか
第62回南方地区行政区対抗野球
大会

13・14・15

光ヶ丘球場・佐沼中学
校

第34回北方地区親善野球大会
14

東和総合運動公園米川ふるさとソフトボール大会

登米中学校ほか第64回地区対抗野球大会
14・15

石越総合運動公園石越地区対抗野球大会

吉田運動場第53回地区対抗野球大会14～16

岩手県第37回東北総合体育大会20・21・22

石越総合運動公園野球
場ほか

第24回石越隣接中学校野球大会21・22

市内各体育館ほか
登米管内ふるさとスポーツ祭(市
内各施設)

22
森小学校

第35回森地区親子バレーボール
大会

中津山運動場
中津山地区コミュニティグラウン
ドゴルフ大会

26

長沼フートピア公園
第7回長沼フートピア公園親善
ゲートボール大会27

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会

東和総合運動公園登米市ｱーﾁｪﾘー協会記録会

29
吉田運動場

第15回吉田地区コミュニティ運
動会

米岡小学校米山西野地区コミュニティ運動会

中津山小学校中津山地区コミュニティ運動会

中田コース
市中学校総合体育大会　駅伝競走
大会

30

ス ポ ー ツ カ レ ン ダ ー
土曜日　　　太字  土曜日

日曜日　　　太字  日曜日・祝日

総合型地域スポーツクラブ会員募集中！

　総合型地域スポーツクラブでは、市民皆さんの

「健康づくり」と充実した「スポーツライフのお手伝

い」をします。

　ヨガ・エアロビクスなど、専門の講師による各種

スポーツ教室やサークル活動に参加してみませんか。

多くの皆さんの入会をお待ちしています。

　詳しい内容は、各クラブに問い合わせください。

【市内のスポーツクラブ】

　産ＮＰＯ法人いしこしＥＮＪＯＹクラブ

　　緯 0228（34）4021

　産なかだスポーツクラブ“パティオ”

　　緯 0220（34）4910

　産ＮＰＯ法人とよさとマイ・タウンクラブ

　　緯 0225（76）5181

　産スポーツクラブみなみかた

　　緯 0220（58）5383

　産文化・スポーツクラブはさま

　　緯 0220（22）2325

　産とよまスポーツクラブ蔵っこ

　　緯 0220（52）3380

平成22年度　登 米 市 ス

　  April４月
とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会6

とよま蔵ジアム登米支部スポーツ少年団結団式7

中田球場
第32回B＆G杯争奪中田町ゲート
ボール親善大会

８

津山運動広場
津山地区高齢者グラウンドゴルフ
大会

16

吉田運動場第１４回米山中学校近隣野球大会17・18

登米町老人福祉セン
ター

登米町ゲートボール協会春季大会19

生涯学習課登米市スポーツ少年団本部総会21

南方総合運動場南方支部スポーツ少年団結団式

23 石越公民館石越支部スポーツ少年団入団式

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会

東和総合運動公園
国民体育大会ｱーﾁｪﾘー競技宮城県第
１次予選会25

南方公民館スポーツクラブみなみかた総会

米山体育館米山支部スポーツ少年団結団式26

豊里公民館スポーツ少年団豊里支部結団式28

吉田運動場米山中学校近隣ソフトボール大会29

　  June６月
中田球場

第31回登米市中田ソフトボール
親善大会

1～3

南方総合運動場花菖蒲ゲートボール大会3

田尻パークゴルフ場パークゴルフ米山大会5

佐沼小学校第60回佐沼地区市民運動会

6

新田中学校校庭第57回新田地区市民運動会

北方小学校第61回北方地区市民運動会

森小学校第38回森地区市民運動会

なかだアリーナ第5回浅水ふれあい運動会

登米小学校
第19回みやぎの明治村ゲート
ボール大会

津山河川運動場
第35回津山地区行政区対抗ソフ
トボール大会

豊里公民館
第23回豊里地区市民登山のつど
い

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会8

米山体育館米山ユニカール講習会9

東和総合運動公園
第14回東和町グラウンドゴルフ
大会

10
米山体育館

ふるさとスポーツ祭米山大会
（ユニカール）

中津山ゲートボール場米山春季ゲートボール大会11

米川小学校
第28回米川ナイター家庭バレー
ボールリーグ戦開幕

12

市内各会場市中学校総合体育大会12・13

梅ノ木公園多目的広場
ふるさとスポーツ祭迫大会
（グラウンドゴルフ）

19 宝江ふれあいセンター
ほか

なかだスポーツクラブパティオ総
会・交流会

米山Ｂ＆Ｇプール米山海洋センタープール開き

なかだアリーナ
第14回宮城県ホープス団体卓球
選手権大会

20

新田小学校アリーナ
第52回新田地区家庭バレーボー
ル大会

津山若者総合体育館ほ
か

第36回津山地区行政区対抗家庭
バレーボール大会

梅ノ木公園多目的広場
ふるさとスポーツ祭迫大会
（ターゲットバードゴルフ）

豊里運動公園ほかふるさとスポーツ祭豊里大会

迫体育館
第52回北方地区家庭バレーボー
ル大会

吉田体育館ほか
ふるさとスポーツ祭米山大会
（バレーボール）

石越総合運動場
ふるさとスポーツ祭石越大会
（ニュースポーツ）

南方総合運動場ほか8
施設

登米市南方総合スポーツ大会
（９種目開催）

20・27

栗原市築館陸上競技場
市中学校総合体育大会　陸上競技
大会

22

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会25

長沼ボート場河北レガッタ25・26・27

とよま蔵ジアム第5回登米市青年体育大会26・27

新田中校庭・新田総合
運動場

第52回新田地区ソフトボール大
会

27

森小学校第51回森地区球技大会

迫体育館
第53回佐沼地区家庭バレーボー
ル大会

なかだアリーナ
第34回中田町バドミントン春季
大会

吉田運動場第30回職場対抗ソフトボール大会

中田B＆Gプール中田海洋センタープールオープン29～9/５

市民プール
市中学校総合体育大会　水泳競技
大会

30

　   May５月
中田球場中田球場ナイターオープン1～10/31

東和総合運動公園
第58回飯塚杯争奪登米市中学校
ソフトテニス大会

3

光ヶ丘球場ほか河北旗争奪野球大会3・4

東和総合運動公園
第11回春季Ａ１カップアーチェ
リー大会

4

東和総合運動公園
国民体育大会ｱーﾁｪﾘー競技宮城県第
２次予選会9

南方総合運動場第34回南方町ソフトテニス大会

なかだアリーナスポーツ少年団中田支部結団式10

迫体育館迫支部スポーツ少年団結団式
11

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会

宝江小学校第4回宝江地区民運動会15

なかだアリーナ
第23回小中学生オープン中田卓
球選手権大会

15・16

津山河川運動場第51回北上水系少年野球大会15・16・22

佐沼小学校ほか
第53回佐沼地区ソフトボール大
会

16

吉田運動場
第25回米山町ソフトボール選手
権大会

登米中学校ナイターソフトボール大会17～6/11

生涯学習課登米市体育協会総会

19
吉田運動場

第5回さなぶり米山ゲートボール
大会

とよま蔵ジアム春のふれあいハイキング（名取市）
21

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会

東和総合運動公園
第23回飯塚杯争奪東北中学校選
抜ソフトテニス大会

22

津山若者総合体育館ほ
か

第35回三郡隣接中学校バレー
ボール大会

23

吉田運動場ほか
ふるさとスポーツ祭ソフトボール
大会

23・24

北方小学校
第52回北方地区ソフトボール大
会

30
南方中央運動広場登米市南方大運動会

石越総合運動公園第6回石越地区市民体育祭



ス ポ ー ツ カ レ ン ダ ー

12月　　　　    December
なかだアリーナ

第34回中田町バドミントン冬季
大会

5
森小学校第12回森地区ユニカール大会

豊里公民館第24回豊里地区駅伝競走大会

北方公民館
第11回北方地区親子ユニカール
大会

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会7

新田小学校アリーナ
第25回新田地区親子なわとび大
会

12
とよま蔵ジアム

登米市剣道スポーツ少年団学年別
選手権大会

迫体育館
第11回冬季Ａ１カップアーチェ
リー大会

米山体育館米山杯バレーボール大会

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会24

米山中学校柔剣道場米山町柔道体重別選手権26

１月　　　　　     January
なかだアリーナ中田町武道祭9

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会11

迫体育館迫少年武道祭

15
とよま蔵ジアム

スキー教室（岩手高原スノーパー
ク）

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会21

蔵王少年自然の家石越子どもスキー教室in蔵王29・30

とよま蔵ジアムスキー教室（雫石スキー場）

30 米山体育館第30回米山町卓球選手権大会

スポーツクラブパティ
オ

パティオ親子スキー移動教室

２月　　　　 　  February
とよま蔵ジアム

第36回登米市バスケットボール
選手権大会

5・6

北上川河川敷第48回とよま凧あげ大会6

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会8

生涯学習課
市体育協会ブロック研修会
(会場：津山地区)

9

豊里公民館
スポ少スキー・スノーボード教室
（オニコウベ）

11

とよま蔵ジアム
スキー教室
（岩手高原スノーパーク）

13 とよま蔵ジアムニュースポーツ大会

善王寺コミュニティセ
ンター

第14回吉田地区世代間交流レク
リエーション大会

津山若者総合体育館津山地区ニュースポーツ教室
18

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会

米川公民館米川地区インドアスポーツ大会19

なかだアリーナＭＩＮＩ　ＫＡＰＰＡ　ＣＵＰ26・27

森小学校
第35回森地区元祖親子なわとび
大会

27

とよま蔵ジアム
第35回９人制総合バレーボール
大会

３月　　　　　  　   March
東和総合運動公園東和総合卓球大会

6
石越体育センター第18回いしこしフットサル大会

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会8

なかだアリーナ
第7回登米市オープン卓球選手権
大会

13

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会18

土曜日　　　太字  土曜日

日曜日　　　太字  日曜日・祝日

問 い 合 わ せ

緯 0220（34）2698登米市教育委員会生涯学習課

緯 0220（22）2262迫教育事務所（迫公民館）

緯 0220（22）2149北方公民館

緯 0220（22）8387森公民館

緯 0220（28）2037新田公民館

緯 0220（22）5492市民プール

緯 0220（52）2316登米教育事務所（登米公民館）

緯 0220（53）1155登米総合体育館（とよま蔵ジアム）

緯 0220（53）3003東和教育事務所（錦織公民館）

緯 0220（53）2006米谷公民館

緯 0220（53）4155米川公民館

緯 0220（34）8081中田教育事務所（生涯学習センター）

緯 0225（76）2237豊里教育事務所（豊里公民館）

緯 0220（55）2113米山教育事務所（米山総合支所内）

緯 0228（34）2036石越教育事務所（石越公民館）

緯 0220（58）2167南方教育事務所（南方公民館）

緯 0220（58）4556南方総合運動場

緯 0225（68）2069津山教育事務所

緯 0220（34）7302ＮＰＯ法人登米市体育協会

緯 0220（34）2341石森ふれあいセンター

緯 0220（34）2143宝江ふれあいセンター

緯 0220（34）2002上沼ふれあいセンター

緯 0220（34）2008浅水ふれあいセンター

雑問い合わせは、４月１日以降の管理体制を掲載しています。

平成22年度　登 米 市 ス

October10月
中田球場・諏訪公園

パティオシルバーグラウンドゴル
フ交流大会

1

なかだアリーナほか第19回なかだスポーツまつり

3 東和総合運動公園
第22回宮城県小学生選抜ソフト
テニス大会

石越総合運動公園国体開催記念ペタンク大会

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会5

豊里運動公園ほか第21回豊里町選抜少年野球大会9・10

中田球場
第8回中田ソフトボール協会長杯
争奪選手権大会

10 津山運動広場第6回津山地区運動会

東和総合運動公園市民アーチェリー大会

迫体育館飛翔杯柔道大会

市内各体育館ほか
市スポーツまつり
(なかだアリーナほか)

11

とよま蔵ジアム第12回家庭バレーボールリーグ12・13

豊里運動公園
第12回ガンバル杯北上水系豊里
町ゲートボール大会

13 栗原市築館陸上競技場
市中学校新人総合体育大会　陸上
競技大会

中津山ゲートボール場米山秋季ゲートボール大会

石越総合運動公園宮城・岩手選抜少年野球大会16

中田球場
中田町ゲートボール協会長杯ゲー
トボール大会

21

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会22

千葉県
第10回全国障害者スポーツ大会
(ゆめ半島千葉大会)

23・24・25

道の駅　米山ちびっこ相撲大会24

11月　　　　    November
津山若者総合体育館

第25回津山地区行政区対抗バド
ミントン大会

5

なかだアリーナ
第31回中田町実業団バレーボー
ルリーグ

5～12/3

豊里運動公園ほか
とよさとマイ・タウンクラブまつ
り

7

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会9

北方公民館
第12回神武ケ丘ゲートボール大
会

11

生涯学習課登米市体育協会国体報告会

12
津山運動広場

津山地区グラウンドゴルフチャン
ピオン大会

中田球場・諏訪公園
パティオ第6回グラウンドゴルフ
交流大会

13

豊里公民館第25回子ども綱引き大会

14
武道伝承館

第28回登米市南方一周駅伝大会
(南方中発着点)

米谷小学校米谷スポーツまつり

石越総合運動公園ペタンク交流大会

とよま蔵ジアム
第29回とよま杯バレーボール大
会

21

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会26

なかだアリーナ登米市レクダンス交流会27

とよま蔵ジアム
第25回カッパハーフマラソン
（カッパハーフマラソン公認コース）

28 新田中校庭～地区内
第27回新田地区行政区対抗駅伝
競走大会

迫体育館
第21回佐沼地区親子なわとび大
会

米山体育館第29回米山バドミントン大会29

９月　　　　    September
上沼小学校第4回上沼コミュニティ体育祭

5 長沼ボート場長沼レガッタ

豊里運動公園豊里地区市民大運動会

とよま蔵ジアムトレーニングルーム利用者講習会7

吉田運動場
第１２回ナイターリーグ少年サッ
カー大会

8・15

津山若者総合体育館
第31津山地区行政区対抗卓球大
会

10

北方小学校
第10回北方地区親子グラウンド
ゴルフ大会

11

なかだアリーナ宮城スポ少卓球大会

12

東和総合運動公園第49回錦織地区市民運動会

米谷小学校第79回米谷地区市民運動会

米川小学校第50回米川地区市民運動会

石森ふれあいセンター第4回石森ふれあい運動会

中田球場第14回菊花ゲートボール大会16

豊里運動公園ほか
第18回豊里町中学校新人野球大
会

18・19

津山若者総合体育館ほ
か

第20回三郡隣接小学校バレー
ボール大会

19

なかだアリーナ第18回千葉旗争奪少年剣道大会23

なかだアリーナトレーニングルーム利用者講習会24

市内各会場市中学校新人総合体育大会

25
津山河川運動場

第15回津山町スポーツ少年団野
球交流大会

千葉県
第65回国民体育大会
(ゆめ半島千葉国体)

25～10/5

登米中学校
職場対抗ナイターソフトボール大
会

27～10/15

東和総合運動公園
第6回登米市カップグラウンドゴ
ルフ大会

28

日根牛ゲートボール場登米町ゲートボール協会秋季大会29

中田球場・諏訪公園
パティオいきいき＆シルバーグラ
ウンドゴルフ交流大会

30～10/1


