
令和５年度 ⼤会カレンダー
年⽉⽇  ⽉⽇ ⼤会・事業名 利⽤団体 施設

令和5年10⽉1⽇ 10/1 市⺠体育祭ママさんバレーボール⼤会 ママさんバレーボール協会 総合体育館

令和5年10⽉1⽇ 10/1 第38回春⽇部警察署⻑杯柔道⼤会 柔道連盟 市⺠武道館

令和5年10⽉1⽇ 10/1 市⺠体育祭 「ラグビー体験会」 ラグビー協会 ⼤沼陸上競技場

令和5年10⽉1⽇ 10/1 春⽇部市⺠体育祭軟式野球⼤会 野球連盟
⼤沼野球場
牛島野球場
庄和球場

令和5年10⽉1⽇ 10/1 第4種リーグ戦 スポ少サッカー部会
⾕原中⻄側グラウンド
中野グラウンドA・B

令和5年10⽉1⽇ 10/1 市⺠リーグ サッカー協会 ⾸都圏外郭放⽔路多目的広場

令和5年10⽉1⽇ 10/1 県東レディース親善ソフトボール⼤会 ソフトボール協会 旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉1⽇ 10/1
県⺠総合スポーツ⼤会・市⺠体育祭ダブルス⼤
会 兼 春⽇部市選手権⼤会

テニス協会

⼤沼テニスコート共⽤
⽴沼テニスコート
庄和テニスコート
⾕原中⻄側テニスコート

令和5年10⽉7⽇ 10/7
第37回埼⽟県ジュニアバドミントン年齢別シン
グルス⼤会（15歳・16歳）

埼⽟県高体連バドミントン
専門部

総合体育館
庄和体育館

令和5年10⽉7⽇ 10/7 マスターズ甲子園埼⽟県予選会 野球連盟 牛島野球場

令和5年10⽉7⽇ 10/7 U8U10サッカーリーグ スポ少サッカー部会
⾕原中⻄側グラウンド
中野グラウンドA

令和5年10⽉7⽇ 10/7 3種U14選手権 サッカー協会 旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉7⽇ 10/7 テニスフェスタ テニス協会 ⼤沼テニスコート共⽤

令和5年10⽉8⽇ 10/8
第37回埼⽟県ジュニアバドミントン年齢別シン
グルス⼤会（15歳・16歳）

埼⽟県高体連バドミントン
専門部

総合体育館

令和5年10⽉8⽇ 10/8 市⺠体育祭 ⼸道⼤会 ⼸道連盟 市⺠武道館

令和5年10⽉8⽇ 10/8 市⺠体育祭 バスケットボール⼤会 バスケットボール協会 庄和体育館

令和5年10⽉8⽇ 10/8
第15回東武鉄道杯本線沿線東京・埼⽟少年野球
⼤会

スポ少野球部会

⼤沼野球場
南栄町グラウンド
牛島野球場
内牧グラウンド
⾕原中⻄側グラウンド
旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉8⽇ 10/8 U8U10サッカーリーグ スポ少サッカー部会 中野グラウンドA

令和5年10⽉8⽇ 10/8 シニア・リーグ戦 サッカー協会 中野グラウンドB
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令和5年10⽉9⽇ 10/9 市⺠体育祭 市内５年⽣⼤会 スポ少サッカー部会
⾕原中⻄側グラウンド
中野グラウンドA
旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉12⽇ 10/12 埼葛婦人卓球協会（W戦） レクリエーション卓球協会 総合体育館

令和5年10⽉12⽇ 10/12 市⺠体育祭 種目別グラウンド・ゴルフ⼤会 グランドゴルフ連盟 ⾕原中⻄側グラウンド

令和5年10⽉14⽇ 10/14 マスターズ甲子園埼⽟県予選会 野球連盟 牛島野球場

令和5年10⽉14⽇ 10/14 秋季⼤会 スポ少ソフトボール部会 ⾕原中⻄側グラウンド

令和5年10⽉14⽇ 10/14 ３年⽣ミニサッカーリーグ スポ少サッカー部会 中野グラウンドA

令和5年10⽉14⽇ 10/14
第32回埼⽟県Ｕ14クラブユースサッカー選手
権⼤会

サッカー協会 ⾸都圏外郭放⽔路多目的広場

令和5年10⽉14⽇ 10/14 トレセンマッチデー スポ少サッカー部会 旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉15⽇ 10/15 第48回春⽇部オープン団体卓球⼤会 卓球連盟 総合体育館

令和5年10⽉15⽇ 10/15 埼⽟県硬式空手道選手権⼤会 空手道連盟 市⺠武道館

令和5年10⽉15⽇ 10/15 市⺠体育祭 バスケットボール⼤会 バスケットボール協会 庄和体育館

令和5年10⽉15⽇ 10/15
第15回東武鉄道杯本線沿線東京・埼⽟少年野球
⼤会

スポ少野球部会

南栄町グラウンド
庄和球場
内牧グラウンド
旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉15⽇ 10/15 Aクラス選手権⼤会 野球連盟 牛島野球場

令和5年10⽉15⽇ 10/15 市⺠体育祭 市内５年⽣⼤会 スポ少サッカー部会
⾕原中⻄側グラウンド
中野グラウンドA・B

令和5年10⽉15⽇ 10/15 市⺠体育祭ソフトテニス選手権⼤会 ソフトテニス連盟 ⾕原中⻄側テニスコート

令和5年10⽉15⽇ 10/15 市⺠リーグ サッカー協会 ⾸都圏外郭放⽔路多目的広場

令和5年10⽉21⽇ 10/21 バスケットボールWリーグ 指定管理者 総合体育館

令和5年10⽉21⽇ 10/21 秋季関東柔道錬成⼤会 柔道連盟 市⺠武道館

令和5年10⽉21⽇ 10/21 第32回春⽇部近隣親善小学⽣軟式野球交流⼤会 スポ少野球部会

南栄町グラウンド
庄和球場
内牧グラウンド
⾕原中⻄側グラウンド
旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉21⽇ 10/21 マスターズ甲子園埼⽟県予選会 野球連盟 牛島野球場

令和5年10⽉21⽇ 10/21
第32回埼⽟県Ｕ14クラブユースサッカー選手
権⼤会

サッカー協会 ⾸都圏外郭放⽔路多目的広場

令和5年10⽉22⽇ 10/22 バスケットボールWリーグ 指定管理者 総合体育館

令和5年10⽉22⽇ 10/22 市⺠体育祭 バスケットボール⼤会 バスケットボール協会 市⺠体育館

令和5年10⽉22⽇ 10/22 秋季春⽇部ミニテニス交流会 ミニテニス協会 庄和体育館
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令和5年10⽉22⽇ 10/22 市⺠リーグ サッカー協会
⼤沼陸上競技場
⾸都圏外郭放⽔路多目的広場

令和5年10⽉22⽇ 10/22 第32回春⽇部近隣親善小学⽣軟式野球交流⼤会 スポ少野球部会
南栄町グラウンド
内牧グラウンド

令和5年10⽉22⽇ 10/22 春⽇部市⺠体育祭軟式野球⼤会 野球連盟 牛島野球場

令和5年10⽉22⽇ 10/22
第15回東武鉄道杯本線沿線東京・埼⽟少年野球
⼤会

スポ少野球部会 庄和球場

令和5年10⽉22⽇ 10/22 全⽇本Ｕ12県⼤会 スポ少サッカー部会
中野グラウンドA・B
旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉28⽇ 10/28 第50回春⽇部市身体障害者福祉会体育 障がい者支援課 総合体育館

令和5年10⽉28⽇ 10/28 秋季関東柔道錬成⼤会 柔道連盟 市⺠武道館

令和5年10⽉28⽇ 10/28 第32回春⽇部近隣親善小学⽣軟式野球交流⼤会 スポ少野球部会

⼤沼野球場
南栄町グラウンド
牛島野球場
内牧グラウンド
旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉28⽇ 10/28 東⽇本都市対抗シニア軟式野球⼤会 野球連盟 庄和球場

令和5年10⽉28⽇ 10/28 3種クラブリーグ サッカー協会 ⾕原中⻄側グラウンド

令和5年10⽉28⽇ 10/28 U8U10サッカーリーグ スポ少サッカー部会 中野グラウンドA

令和5年10⽉28⽇ 10/28
第32回埼⽟県Ｕ14クラブユースサッカー選手
権⼤会

サッカー協会 ⾸都圏外郭放⽔路多目的広場

令和5年10⽉28⽇ 10/28 埼⽟県新人⼤会関東予選会
埼⽟県東部支部高体連テニ
ス専門部

庄和テニスコート

令和5年10⽉29⽇ 10/29
第70回春⽇部市空手道選手権⼤会兼市⺠体育祭
空手道⼤会

空手道連盟 総合体育館

令和5年10⽉29⽇ 10/29 春⽇部チームサーキット⼤会（中学） 卓球連盟 市⺠体育館

令和5年10⽉29⽇ 10/29 第19回春⽇部市ふれあい⼤会 インディアカ協会 庄和体育館

令和5年10⽉29⽇ 10/29 第32回春⽇部近隣親善小学⽣軟式野球交流⼤会 スポ少野球部会
南栄町グラウンド
内牧グラウンド

令和5年10⽉29⽇ 10/29 春⽇部市⺠体育祭軟式野球⼤会 野球連盟 牛島野球場

令和5年10⽉29⽇ 10/29 東⽇本都市対抗シニア軟式野球⼤会 野球連盟 庄和球場

令和5年10⽉29⽇ 10/29 市⺠リーグ サッカー協会
⾕原中⻄側グラウンド
⾸都圏外郭放⽔路多目的広場

令和5年10⽉29⽇ 10/29 全⽇本Ｕ12県⼤会 スポ少サッカー部会 中野グラウンドA・B
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令和5年10⽉29⽇ 10/29
第15回東武鉄道杯本線沿線東京・埼⽟少年野球
⼤会

スポ少野球部会 旧⾕原中学校多目的グラウンド⼤・小

令和5年10⽉29⽇ 10/29 クラブ対抗年齢別団体戦⼤会 テニス協会

⼤沼テニスコート共⽤
⽴沼テニスコート
庄和テニスコート
⾕原中⻄側テニスコート

令和5年10⽉29⽇ 10/29 第36回埼⽟県県⺠総合スポーツ⼤会
ターゲットバードゴルフ協
会

⾕原中⻄側グラウンド横多目的広場

令和5年10⽉31⽇ 10/31 連盟第31回会⻑杯⼤会 グランドゴルフ連盟 ⾕原中⻄側グラウンド


