
令和元年度 安来市体育協会　各部事業計画
区分 事　業　（大会）名 予定月日 対　　象 会    場

安来市陸上競技協会審判講習会 5/5 陸協審判員 安来運動公園陸上競技場

第45回安来市陸上競技大会・令和元年度小学生陸上記録会 9/14 市民 安来運動公園陸上競技場

【第15回なかうみマラソン全国大会】 11/3 役員派遣 和鋼博物館周辺

第６８回安来市駅伝競走大会 11/24 事業所、クラブ等 山佐交流センター～広瀬

その他、普及活動。各大会への役員派遣

市民プール無料開放日 5/3 市民 安来市民プール

市民プール無料開放日 7/15 市民 安来市民プール

市民プール無料開放日 9/23 市民 安来市民プール

市民プール無料開放日 11/3 市民 安来市民プール

第28回安来市学童水泳競技大会
兼第30回スイミングスクール安来開校記念記録会

11/17 幼児・小・中・高校生・一般 安来市民プール

第31回はくたチューリップカップバレーボール大会 4/14 小学生女子山陰 伯太体育館

第85回安来市ママさん・第61回安来市、東出雲町ママさんバレーボール大会 4/14 安来市・東出雲町のママさん 日立体育館

2019オレンジリーグママさんバレーボール大会 4/20～ 安来市・東出雲町のママさん・未婚者 市内小学校体育館

安来地区小学連春季リーグ戦 5/19 旧安来市内小学生 市内小学校体育館

第39回全日本小学生バレーボール大会Ａ地区大会 6/8・9 市内小学生 伯太体育館

第28回エネルギアふれあいバレーボール大会 6/23 安来市のママさん 日立体育館

第14回安来市地区対抗親善バレーボール大会 6/30 一般男女 安来市民体育館ほか

第15回岡山・安来小学生バレーボール交流会 7/13・14 岡山・安来小学生 安来市民体育館

第40回安来地区小学生バレーボール大会 9/16 旧安来市内小学生でテーム編成 市内小学校体育館

第19回どじょっこカップ小学生バレーボール大会（女子6人制） 10/14 小学生女子 安来市民体育館ほか

第16回コスモス杯ママさんバレーボール大会 10/20 安来市・東出雲町のママさん、未婚者 日立体育館

第13回ビギン杯バレーボール交流会 11/17 女性（一般女） 伯太体育館

第86回安来市ママさん・第62回安来市・東出雲町ママさんバレーボール大会 11/24 安来市・東出雲町のママさん、未婚者 日立体育館

第44回安来市長杯小学生バレーボール大会 12/1 小学校区でチーム編成 安来市民体育館

第31回安来市ソフトバレーボール大会・第17回どじょっこ交流大会 12/8 シルバー・ブロンズ・フリー 安来市民体育館

第9回あらえっさカップバレーボール大会 1/13 小学生男子 伯太体育館

安来地区小学連新人リーグ戦 1/19 旧安来市内小学生 市内小学校体育館

第16回神庭杯新人戦バレー 1/25 安来市内小学生 伯太体育館

第33回小学生新人バレーボール大会県予選 2/9 市内小学生 伯太体育館

安来地区小学連審判講習会 3/1 旧安来市内 市内小学校体育館

第14回安来市民ソフトバレーボール大会 3/15 安来市在勤・在住・他（市外含む） 伯太体育館

第44回安来市長杯中学生バレーボール大会 3/22 中学生男女 市内中学校体育館

新井春生杯ふれあいカップ西日本大会 8/24・25 小学生 安来市民体育館ほか

第22回Yリーグ 10/13～3/15 小学生・一般 安来市民体育館ほか

第43回ミズノカップやすぎオープンソフトテニス大会 4/6・7 高校生・一般 安来運動公園庭球場

第42回安来市長杯中学生ソフトテニス大会 4/20 中学生 安来運動公園庭球場

第32回月山杯中学生ソフトテニス大会 5/3 中学生 安来運動公園庭球場

第14回島根県成年・シニア大会 6/15 35歳以上 安来運動公園庭球場

第73回国民体育大会成年の部最終予選会 6/15・16 一般 安来運動公園庭球場

第46回安来市ソフトテニス選手権大会 8/18 高校生・一般 安来運動公園庭球場

第24回安来市ソフトテニス団体対抗戦 8/18 高校生・一般 安来運動公園庭球場

第21回安来ジュニアカップ研修大会2019 8/22・23 中学生 安来運動公園庭球場

第49回安来市中学生ソフトテニス大会 8/25 中学生 安来運動公園庭球場

第25回ヨネックス杯中学生ソフトテニス大会 8/25 中学生 安来運動公園庭球場

第42回安来市長杯ソフトテニス大会 11/10 高校生・一般 安来運動公園庭球場

第39回安来市室内ソフトテニス大会 1/25 シニア 広瀬中央公園総合体育館

第39回安来市室内ソフトテニス大会 1/26 中学生・高校生・一般 安来市民体育館

第24回安来市ミックスダブルス親善ソフトテニス大会 2/23 シニア・レディース・フリー 安来市民体育館

第18回たいざん杯中学生ソフトテニス大会 3/7・8 中学生 安来運動公園庭球場

第27回安来市卓球連盟杯団体リーグ卓球大会 4/21 小学生～一般・参加希望者 安来市民体育館

第15回小鹿杯争奪小学生卓球大会 8/4 県内外小学生 広瀬中央公園総合体育館

第21回安来市卓球連盟杯中学生卓球大会 8/4 市内小学生～中学生・参加希望者 安来市民体育館

第66回安来市長杯卓球大会 9/1 小学生～一般・参加希望者 安来市民体育館

第37回安来市卓球連盟杯卓球大会 11/3 小学生～一般・参加希望者 安来市民体育館

第65回安来市卓球選手権大会 12/15 小学生～一般・参加希望者 安来市民体育館

第50回安来市地区対抗卓球大会 2/9 小学生～一般・参加希望者 広瀬中央公園総合体育館

卓球教室 毎週木曜 市内在住者及び在勤者 安来市民体育館

卓球教室 毎週金曜 市内在住者及び在勤者 広瀬中央公園総合体育館
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区分 事　業　（大会）名 予定月日 対　　象 会    場

春の安来市スポーツ少年団野球大会 4/6・7 学童チーム 伯太山村

日本スポーツマスターズ（壮年）安来市予選 4/7 登録チーム 伯太山村

高松宮賜杯第63回全日本軟式野球大会Ｄブロック予選（２部） 4/21 支部代表 あらえっさ

第23回春の学童野球大会兼第39回全日本学童軟式野球大会予選 4/28 学童チーム 伯太山村・あらえっさ

第36回全日本少年軟式野球大会予選（1回戦・1試合） 5/3 少年登録チーム あらえっさ

第36回全日本少年軟式野球大会予選（準決勝・決勝） 5/4 少年登録チーム あらえっさ

第74回国民体育大会軟式野球競技選考会 5/12 一般登録チーム あらえっさ・広瀬球場

第36回全日本少年軟式野球大会Ｄブロック予選 5/18 支部代表 あらえっさ

天皇賜杯第74回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント予選 5/19 一般登録チーム 広瀬球場

日本スポーツマスターズ2019軟式野球競技島根県予選（壮年） 5/26 ブロック代表 あらえっさ

第52回中国五県兼第42回西日本軟式野球大会予選（１部・２部） 6/9 一般登録チーム あらえっさ

中国ろうきん杯第16回学童軟式野球大会予選 6/15 学童チーム あらえっさ・伯太山村

天皇賜杯第74回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメントＤブロック予選 6/16 支部代表 あらえっさ

第52回中国五県兼第42回西日本軟式野球大会Ｄブロック予選（１部） 7/14 支部代表 あらえっさ

第36回JAカップ島根県学童軟式野球選手権大会予選 7/20・21 学童チーム あらえっさ

第23回西日本軟式野球選手権大会予選 7/28 一般登録チーム あらえっさ

やすぎ野球塾開校式 8/4 (あらえっさ)

中国ろうきん杯第16回学童軟式野球大会Ｄブロック予選 8/10・11 支部代表 あらえっさ

第11回全日本少年春季軟式野球大会予選（1回戦・1試合） 8/17 少年登録チーム あらえっさ

第11回全日本少年春季軟式野球大会予選（準決勝・決勝） 8/18 少年登録チーム あらえっさ

第26回島根県壮年軟式野球選手権大会予選 9/1 登録チーム あらえっさ

マクドナルドカップ第18回学童軟式野球大会予選 9/7 学童チーム あらえっさ・伯太山村

第29回中海隠岐ベースボール選手権大会予選 9/8 一般登録チーム 広瀬球場

第29回中海隠岐ベースボール選手権大会予選 9/15 一般登録チーム あらえっさ・西部球場

中国ろうきん杯第16回学童軟式野球大会島根県予選 9/21・22 支部代表 あらえっさ・広瀬球場

かばトーナメントやすぎＣＵＰ第16回全山陰少年軟式野球大会 10/12～14 山陰１２市中学チーム あらえっさ・伯太山村・ 広瀬・西部

どじょっこＣＵＰ(新人の部) 10/19・20 学童チーム あらえっさ　他

どじょっこＣＵＰ(選抜の部) 10/26・27 学童チーム あらえっさ　他

第71回中国五県都市対抗軟式野球大会予選 11/3 一般登録チーム あらえっさ

ジュニアベースボールカップ(学童新人戦)　～１７日 11/16・17 学童チーム あらえっさ・伯太山村

第71回中国五県都市対抗軟式野球大会Ｄブロック予選 11/17 支部代表 あらえっさ

Ｄブロック審判講習会 2/23 登録審判員 あらえっさ

高松宮賜杯第64回全日本軟式野球大会予選(１部)（２部） 3/15 登録チーム あらえっさ

日本スポーツマスターズ2020（壮年）安来市予選 3/29 登録壮年チーム あらえっさ

安来少年柔道教室講師会 4/8 一般 安来市民体育館

安来少年柔道教室開校式 4/8 小・中・高・一般 安来市民体育館

安来少年柔道教室昇段審議会 5/9 一般 安来市民体育館

安来市柔道審判・形の講習会 5/19 髙・一般 安来市民体育館

第48回安来地区柔道選手権 6/9 小・中・高・一般 安来市民体育館

安来少年柔道教室研修会 10/20 小・中・高・一般 安来市民体育館

安来少年柔道教室昇段審議会 10/10 一般 安来市民体育館

第65回安来市柔道大会 11/24 小・中・高・一般 安来市民体育館

2020年度鏡開き大会 1/19 小・中・高・一般 安来市民体育館

安来市柔道審判講習会 1/26 一般 安来市民体育館

安来少年柔道教室閉講式 3/12 小・中・高・一般 安来市民体育館

安来柔道教室 毎週月・木曜日 小・中・高、一般 安来市民体育館

第38回安来市夏季バドミントン大会 6/23 社会人 安来市民体育館

第22回ゴーセン杯はくたオープンバドミントン大会 7/21 社会人 伯太体育館

第15回伯太バドミントンクラブ大会　会長杯 9/29 社会人 伯太体育館

第41回安来市バドミントン大会 10/20 社会人 安来市民体育館

第23回伯太町バドミントンクラブ大会 2/2 社会人 伯太体育館

第8回会長杯争奪団体対抗バドミントン大会 2/16 社会人 安来市民体育館

第33回広瀬町早春親睦バドミントンクラブ大会 3/8 社会人 広瀬中央公園体育館

春季段級位審査会 小学生～一般(8級～3段迄)

審判講習会 中・高・一般の有段者

第19回少年剣道講習会 7/14 小学生以上、一般の有段者 伯太体育館

第52回安来市剣道大会 8/25 小学生～一般 伯太体育館

第19回安来市どじょっこカップ剣道大会 11/17 市周辺のスポ少（小学生） 安来市民体育館

秋季段級位審査会 12/1 小学生～一般(8級～3段迄) 広瀬中体育館

稽古納め会 12/1 中学生～一般 広瀬中体育館

元旦稽古会 1/1 中学生～一般 安来二中体育館

第49回安来市少年剣道大会 3/8 市内スポ少（小学生） 広瀬体育館
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区分 事　業　（大会）名 予定月日 対　　象 会    場

島根県射撃大会安来市予選 ６月 会員 米子国際

島根県射撃大会 ８月 会員 大東

大日本全国射撃大会 ９月 会員 大阪

秋季射撃大会 １０月 会員 米子国際

第215回安来市TBG月例大会 4/20 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第216回安来市TBG月例大会 5/25 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第217回安来市TBG月例大会 6/22 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第218回安来市TBG月例大会 7/20 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第219回安来市TBG月例大会 8/24 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第220回安来市TBG月例大会 9/21 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第221回安来市TBG月例大会 10/19 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第222回安来市TBG月例大会 11/16 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第10回地区大会 11/23 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第223回安来市TBG月例大会 12/21 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第224回安来市TBG月例大会 3/21 近隣市町村在住者 荒島ふれあいの丘　TBGコース

第23回夢ランドしらさぎ杯ＧＢ大会 4/5 一般 夢ランドしらさぎふれあい広場

第36回山陰中央新報杯 4/21 一般 安来市運動公園陸上競技場

第33回やすぎ福祉会　親善交流杯大会 5/4 一般 夢ランドしらさぎふれあい広場

第29回安来市春季体協杯交流大会 5/14 一般 すぱーく広瀬

第15回安来市女子選手権ゲートボール大会 6/4 一般 すぱーく広瀬

第10回中海葬儀社安来メモリアル杯交流大会 6/18 一般 安来市運動公園陸上競技場

第11回安来市民交流大会 7/6 一般 すぱーく広瀬

第15回安来市近隣市町村親善交流杯大会 9/1 一般 安来運動公園陸上競技場

第30回安来市秋季体協杯親善交流杯大会 10/12 一般 すぱーく広瀬

第13回安来市老人クラブ連合親善交流杯大会 11/12 一般 すぱーく広瀬

第24回安来シニア交流大会 4/14 登録チーム 広瀬中央公園陸上競技場

第19回全日本スポーツマスターズ大会(男子) 5/19 登録チーム 広瀬中央公園陸上競技場

第19回全日本スポーツマスターズ大会(女子) 5/19 登録チーム 西部球場

第23回全日本レディース島根予選 6/23 登録チーム 西部球場

第67回西日本男子選手権島根予選 7/14 登録チーム 西部球場

第28回安来シニア交流大会 8/4 登録チーム 西部球場

第15回西日本ハイシニア島根予選 9/7・8 登録チーム 西部球場

第9回ドジョッコカップソフトボール大会 10/6 登録チーム 広瀬中央公園陸上競技場

第20回やすぎ団体対抗戦 4/21 一般男女団体戦 安来運動公園庭球場

第20回安来オープン選手権大会 5/26 一般男女複 安来運動公園庭球場

第31回安来市長杯テニス大会 6/9 一般ＡＢＣ混合複 安来運動公園庭球場

第42回安来市テニス大会 7/7 一般ＡＢＣＤ男女複 安来運動公園庭球場

第34回安来市テニス選手権大会 9/1 一般男ＡＣ・女ＡＣ単 安来運動公園庭球場

第34回安来市テニス選手権大会 9/8 一般男Ｂ・女Ｂ単 安来運動公園庭球場

第20回チャオテニス 9/23 U11・U13男女ジュニア単 安来運動公園庭球場

第20回チャオテニス 9/23 小学生G・Rボール 安来運動公園庭球場

第20回安来ミックスダブルス団体戦 10/27 一般男女混合団体 安来運動公園庭球場

第35回安来市室内テニス大会 12/22 一般男女複 安来市民体育館
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第32回安来市空手道選手権大会 12/2 小・中学生 安来市民体育館

第13回安来市老連親善グラウンド・ゴルフ大会 4/23 市民 安来運動公園陸上競技場

第15回安来市民親善グラウンド・ゴルフ大会 5/7 市民 安来運動公園陸上競技場

第23回夢ランドしらさぎ杯親善グラウンド・ゴルフ大会 6/7 市民 安来運動公園陸上競技場

第11回やすぎ福祉会地域交流グラウンド・ゴルフ大会 9/24 市民 安来運動公園陸上競技場

第5回ＪＡしまねやすぎ地区本部杯親善グラウンド・ゴルフ大会 10/4 市民 安来運動公園陸上競技場

第40回老連安来支部親善グラウンド・ゴルフ大会 11/7 市民 安来運動公園陸上競技場

平成31年度会員総会及び会員交流大会 4/13 会員 夢ランド広場

令和元年度スポレク予選安来市ペタンク大会 5/11 市民･一般 夢ランド広場

夢ランド杯安来市ペタンクふれあい大会 7/13 協会会員 夢ランド広場

安来市老連ペタンク大会 9/7 安来市老連会員 夢ランド広場

令和元年度安来市民オープンペタンク大会 10/19 市民･一般 夢ランド広場

安来市フォークダンス連盟総会フォークダンスの集い 4/20 会員 安来市民体育館

第24回やすぎ刃物まつり　ステージ・イベント 5/4・5 会員 刃物まつり会場ステージ

花菖蒲フォークダンスの集い 6/8 会員・一般 安来市民体育館

第42回全国レクリエーションダンス巡回講習会 6/16 会員・一般 安来市民体育館

やすぎ月の輪まつり　一風亭イベント 8/17 会員・一般 やすぎ懐古館一風亭

りんどうフォークダンスの集い 11/2 会員・一般 未定

第11回クリスマス交流会 12/4 会員 安来節演芸館

新春フォークダンスの集い 1/16 会員・一般 安来市総合文化ホールアルテピア
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区分 事　業　（大会）名 予定月日 対　　象 会    場

令和元年度島根県フルーレ杯大会 5/26 県内外 小・中・高・一般 広瀬中央公園総合体育館

第74回国民体育大会島根県予選 7/13・14 中3年生・高・一般 広瀬中央公園総合体育館

第74回国民体育大会中国ブロック予選大会兼全日本中国予選大会(団体) 8/16・17・18 中国五県　少年男女・成年男女 安来市民体育館

令和元年度島根県フェンシング選手権大会 11/9・10 県内外 小・中・高・一般 広瀬中央公園総合体育館

令和元年度ディフュズィヨンカップ兼西日本フェンシング広瀬町大会 12/7・8 県内外 小・中・高・一般 広瀬中央公園総合体育館

安来市民余芸大会 12月 会員 安来市総合文化ホールアルテピア

特別講習会 8月・2月 会員 各教室

初心者講習会 4月・10月 一般・初心者 各教室

太極拳やすぎ教室 毎週木曜日 会員 安来中央交流センター

なごやか教室 毎週金曜日 会員 安来中央交流センター

太極拳　社日教室 毎週土曜日 会員 安来中央交流センター

太極拳　広瀬教室 毎週水・金曜日 会員 広瀬中央交流センター

太極拳　伯太教室 毎週月曜日 会員 伯太文化学習館

やすぎ太極研究会・ひろせ太極研究会 毎週木・水曜日 研究会会員 安来中央・広瀬中央交流センター

第33回安来市ふれあい大会 7/7 会員 安来市民体育館

第34回安来市ふれあい大会 12/15 会員 未定

ソフトボール大会 6/23 全町民 島田小学校グラウンド

ビーチバレー大会 6/23 全町民 島田小学校体育館

ペタンク大会 7/28 全町民 島田小学校グラウンド

グラウンドゴルフ大会 9/1 全町民 中海ふれあい公園

島田地区町民体育大会 9/29 全町民 島田小学校グラウンド

健康ウォーク大会 未定

ソフトバレーボール大会 10/27 全町民 島田小学校体育館

たけんこカップ 未定

第28回ペタンク大会 5/12 地区民 飯島緑地公園

第40回グラウンドゴルフ大会 6/2 地区民 飯島緑地公園

第8回ニュースポーツ大会 7/7 地区民 十神小学校体育館

第13回ウォーキング大会 9/8 地区民 安来港湾岸

第29回十神地区体育大会 10/13 地区民 十神小学校グラウンド

第41回グラウンドゴルフ大会 10/27 地区民 飯島緑地公園

なかうみマラソン大会 11/3 役員

第68回安来市駅伝競走大会 11/24

第9回ニュースポーツ大会 12/1 地区民 十神小学校体育館

第29回社日地区体育大会 9/29 地区民 社日小学校グラウンド

第21回社日健康ウォーク 10/13 フリー 社日山周辺

第24回社日地区スポーツ大会 未定 地区民 社日小学校体育館

社日地区健康講座 未定 地区民 未定

赤江ふれあいウォーキング大会 6月中旬 地区民 赤江交流センター発着

赤江地区親善ソフトボール大会 6/23 地区民

赤江地区体育大会 10/6 地区民 赤江小学校グラウンド

赤江ふれあいウォーキング大会 10月中旬 地区民 赤江交流センター発着

レクリエーション 11/3 地区民 未定

赤江地区文化祭 11/10 地区民 赤江交流センターほか

赤江地区親善ソフトバレーボール大会 2/16 地区民 未定

グラウンドゴルフ大会 5/19 地区民 荒島小学校グラウンド

あらしまこーふんふぇすた 7/28 地区民 荒島小学校グラウンド

あらしまテント村 8/10・11 地区民 荒島交流センター

荒島地区体育大会 9/29 地区民 荒島小学校グラウンド

町内親善ソフトボール大会 10/13 地区民 荒島小学校グラウンド

第17回王陵の丘健康ウォーク 10/6 地区民 王陵の丘

グラウンドゴルフ大会 11/ 地区民 荒島小学校グラウンド

第15回なかうみマラソン 11/3 役員 中海周辺

ターゲットバードゴルフ大会 11/9 地区民 多目的運動公園

ターゲットバードゴルフ大会 11/16 地区民 多目的運動公園

第42回荒島地区卓球大会 12/1 地区民 荒島小学校体育館
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区分 事　業　（大会）名 予定月日 対　　象 会    場

第32回ビーチバレーボール大会 6/16 地区民 飯梨小学校体育館

第34回壮年ソフトボール大会 8/4 地区民 飯梨小学校グラウンド

健康ウォーク 9/15 地区民ほか 飯梨地区周辺

第77回飯梨地区町民体育大会 10/13 地区民 飯梨小学校グラウンド

ニュースポーツ 11/24 地区民 飯梨小学校体育館

第15回なかうみマラソン 11/3 役員 中海周辺

能義地区体育大会 5/3 地区民 能義小学校グラウンド

能義地区対抗球技大会 7/7 地区民 能義小学校グラウンドほか

第15回なかうみマラソン全国大会 11/3 役員

ウォーキング大会 11/10 地区民 能義交流センター発着

第68回安来市駅伝競走大会 11/24

元旦ジョギング 1/1 地区民 能義交流センター

春の健康ウォーキング大会 4/14 地区民 大塚交流センター

第11回南小校区体育大会 10/6 地区民 南小学校グラウンド

秋の健康ウォーキング大会 10/27 地区民 大塚交流センター

町内親善バレーボール大会 7/7 地区民 宇賀荘小学校体育館

宇賀荘地区盆踊り大会 8/17 地区民 ＪＡみなみ

宇賀荘地区町民体育大会 9/29 宇賀荘小学校校区内 宇賀荘小学校グラウンド

宇賀荘地区ウォークラリー大会 11/10 市内全域 宇賀荘地内

宇賀荘地区グラウンドゴルフ大会 未定 地区民 宇賀荘交流センター

ミニスポーツ大会 未定 地区民 宇賀荘小学校体育館

母里地区グラウンドゴルフ大会 6/30 地区民 伯太グラウンドゴルフ場

母里地区ソフトボール大会 8/14 地区民 伯太中学校グラウンド

母里地区市民体育大会 10/13 地区民 伯太中学校グラウンド

母里地区相撲大会 10/20 地区民 東八幡宮境内

なかうみマラソン全国大会 11/3 役員 和鋼博物館周辺

ぶらぶらハイキング 11/17 地区民 母里地区内

安来市駅伝競走大会 11/24

母里地区バドミントン大会 1/19 地区民 伯太体育館

母里地区ソフトバレーボール大会 2/23 地区民 伯太体育館

伯太ナイター野球大会 8/ 伯太スタジアム

安田地区ソフトボール大会 8/15 地区民・出身者（小・中除く） 安田小学校グラウンド

安田地区市民体育大会 10/13 地区民・出身者 安田小学校グラウンド

安田地区健康ウォーキング 未定 地区民・出身者 安田地内

なかうみマラソン全国大会 11/3

安田地区ソフトバレーボール大会 11/17 地区民・出身者（小学生以上） 伯太体育館

安来市駅伝競走大会 11/24

安田地区バドミントン大会 1/26 地区民・出身者（小学生以上） 安田小学校体育館

安田地区ボウリング大会 2/15 地区民・出身者（小・中除く） クイーンボウル

安田地区スポーツ教室 3/15 地区民･出身者 安田交流センター

井尻比婆山ウォーク 5/ 井尻地区民 比婆山及び周辺

井尻地区卓球大会 7/ 井尻地区民 井尻小学校体育館

井尻地区ウォーク 7/ 井尻地区民 交流センター及び周辺

伯太ナイター野球大会 8/ 井尻地区民 伯太スタジアム

井尻地区体育大会 10/ 井尻地区民 井尻小学校グラウンド

井尻地区ウォーク 10/ 井尻地区民 交流センター及び周辺

なかうみマラソン 11/3 スタッフ 和鋼博物館周辺

井尻地区バドミントン大会 11/ 井尻地区各ブロック 井尻小学校体育館

井尻地区ウォーク 3/ 井尻地区民 交流センター及び周辺

赤屋地区ゲートボール大会 7/21 地区民 赤屋ゲートボール場

伯太ナイター野球大会 8/ 伯太スタジアム

赤屋地区市民体育大会 10/13 地区民 赤屋小学校グラウンド

ウォーキング大会 10/27 参加者全員 赤屋交流センター発着

第15回なかうみマラソン 11/3 役員 和鋼博物館発着

第65回赤屋地区元旦マラソン大会 1/1 参加者全員 赤屋地内道路

赤屋地区バドミントン大会 2/2 地区民 赤屋小学校体育館

体力テスト 2/ 地区民 赤屋交流センター

第39回ソフトテニス大会 5/5 地区民 広瀬中央公園テニスコート

第49回卓球大会 6/2 地区民 広瀬中央公園総合体育館

第50回バレーボール大会 7/7 地区民 広瀬中央公園総合体育館

令和元年度広瀬地区町内対抗野球大会 8/14・15 地区民 広瀬中央公園野球場

第69回広瀬地区町民体育大会 10/6 地区民 広瀬中央公園陸上競技場

幸盛祭　鹿介ウォーク 9/22 地区民ほか 月山周辺

第15回なかうみマラソン 11/3

第13回広瀬地区親善グラウンドゴルフ大会 11/23 地区民 八幡町グラウンドゴルフ場

第68回安来市駅伝競走大会 11/24 山佐～広瀬間
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区分 事　業　（大会）名 予定月日 対　　象 会    場

亀嵩比田連合体育大会 6/2 小・中・一般 比田小学校グラウンド

すこやかウォークイン比田 6/ 小・中・一般 比田地内

比田地区球技大会 7/28 一般 比田小学校グラウンド・体育館

比田地区ソフトテニス大会 8/13 中・一般 比田小学校グラウンド

比田地区民体育大会 10/13 小・中・一般 比田小学校グラウンド

グラウンドゴルフ大会 11/ 小・中・一般 比田小学校グラウンド

比田地区ビーチボール大会 2/2 小・中・一般 比田小学校体育館

比田地区ラージボール卓球大会 3/1 中・一般 旧比田小学校体育館

第60回バレーボール大会 7/ 地区民 山佐小学校体育館

第29回グラウンドゴルフ大会 9/ 地区民 やまびこグラウンドゴルフ場

第8回山美湖健康ウォーク 11月 地区民 山佐ダム周辺

グラウンドゴルフ大会 6/2 宇波支部 宇波交流センター運動場

布部地区球技大会 6/16 布部地区 布部小・元布部中GG場ほか

第12回西谷支部グラウンドゴルフ大会 8/15 西谷支部 西谷交流センター運動場

町民健康の日 8/17 地区民 各交流センター

宇波支部体育大会 10/13 宇波支部 宇波交流センター運動場

西谷支部体育大会 10/13 西谷支部 西谷交流センター運動場

布部支部体育大会 10/13 布部支部 布部ふれあいグラウンド

西谷相撲大会 10/28 西谷支部 大槙神社常設相撲場

第99回布部相撲大会 10/29 布部支部 布辧神社常設相撲場

安来市駅伝競走大会 11/24 布部地区 山佐～広瀬間

ウォーキング大会 未定 布部地区 布部地内

スリッパ卓球大会 2/2 宇波支部 宇波交流センター体育館

ニュースポーツ大会 2/9 西谷支部 西谷交流センター体育館

布部支部卓球大会 3/1 布部支部 布部ふれあい体育館

布部一周駅伝競走大会 3/22 布部地区 布部地内

春の安来市スポーツ少年団軟式野球大会 4/6・7 スポーツ少年団 伯太山村

第13回ライトニングカップミニバスケットボール大会 4/7 スポーツ少年団 安来市民体育館

第31回はくたチューリップカップバレーボール大会 4/14 スポーツ少年団 伯太体育館

第12回門脇カップサッカー大会 6/1 スポーツ少年団 弓浜コミュニティ第1多目的

第15回岡山・安来小学生バレーボール交流会 7/13・14 スポーツ少年団 安来市民体育館

県内競技別交歓会（バレーボール） 9/23 スポーツ少年団 安来市民体育館ほか

第19回どじょっこカップバレーボール大会 10/14 スポーツ少年団 安来市民体育館ほか

第19回どじょっこカップ野球大会
10/19・20
10/26・27

スポーツ少年団 あらえっさスタジアムほか

第19回どじょっこカップ剣道大会 11/17 スポーツ少年団 安来市民体育館

第9回あらエッサ男子バレーボール大会 1/13 スポーツ少年団 伯太体育館

令和元年度安来市スポーツ指導者研修会兼スポーツ少年団指導者連絡会 2月 スポーツ少年団・スポーツ指導者・一般 伯太わかさ会館

安来市スポーツ少年団体力テスト 3/1 スポーツ少年団 安来市民体育館

第20回はくた花開く町学童軟式野球大会 3/28・29 スポーツ少年団 あらえっさスタジアムほか

第14回ライトニングカップミニバスケットボール大会 3/29 スポーツ少年団 安来市民体育館

ニュースポーツの普及活動 未定 全市民 各地区

第15回なかうみマラソン全国大会 11/3 和鋼博物館周辺

スポーツ少年団体力テスト指導 3/1 スポーツ少年団 安来市民体育館
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