
月日 曜日 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

4月1日 木 9-22 競技場 近県高校ハンドボール強化大会

4月2日 金 9-22 競技場 近県高校ハンドボール強化大会

4月3日 土 9-22 競技場 近県高校ハンドボール強化大会

4月4日 日 9-17 競技場 中学生ハンドボール講習会 9-17 競技場 愛媛県バウンドテニス選手権大会（全日本大会予選会）

4月7日 水 18-22 競技場 少年スポーツ指導者研修会（ソフトボール）※雨天時

4月9日 金 18-22 競技場 東予春季ミニバスケットボール大会　準備

4月10日 土 9-17 競技場 近県小学生ハンドボール交流会 9-22 競技場・
卓球場

東予春季ミニバスケットボール大会

4月11日 日 9-17 競技場 トップアスリート事業 9-22 競技場・
卓球場

東予春季ミニバスケットボール大会

4月16日 金 18-22 競技場 東予春季ミニバスケットボール大会　準備

4月17日 土 9-17 競技場 トップアスリート事業 9-22 競技場 東予春季ミニバスケットボール大会

4月18日 日 9-17 競技場 トップアスリート事業

4月23日 金 18-22 競技場 市長旗・杯争奪新居浜市中学校選手権大会(準備)

4月24日 土 9-22 競技場 市長旗・杯争奪新居浜市中学校選手権大会 9-22

競技場
卓球場
柔剣道

場

市長旗・杯争奪新居浜市中学校選手権大会

4月25日 日 9-22 競技場 県高校総体バドミントン競技　東予地区予選会

4月29日 木

5月1日 土

5月2日 日 18-22 競技場 メイキャンプミニバスケットボール大会　準備 18-22 競技場 メイキャンプミニバスケットボール大会　準備

5月3日 月 9-22 競技場 メイキャンプミニバスケットボール大会 9-22 競技場・
卓球場

メイキャンプミニバスケットボール大会

5月4日 火 9-22 競技場 メイキャンプミニバスケットボール大会 9-22 競技場・
卓球場

メイキャンプミニバスケットボール大会

5月5日 水

5月8日 土 9-17 競技場 トップアスリート事業

5月9日 日 9-17 競技場 トップアスリート事業 9-17 競技場 愛媛県バウンドテニス選手権大会

5月11日 火 9-22
競技場・
柔剣道

場
愛媛県警機動隊訓練

5月12日 水 9-22 全館 初任者研修教育事務所研修

令和３年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表
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5月13日 木 9-22 全館 初任者研修教育事務所研修

5月15日 土 9-17 競技場 近県小学生ハンドボール交流会 9-17 競技場 第32回若葉カップ全国小学生バドミントン大会県予選

9-22 競技場 市民クラス別バドミントン大会

9-17 体育室 ニコニコ卓球大会

5月17日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

5月18日 火 9-17 競技場 新居浜市連合婦人会レクリェーション大会

5月22日 土 9-22 競技場 新居浜オープン西日本地区中学バドミントン大会 9-22 競技場 新居浜ＪＢＣ新人バドミントン大会

5月23日 日 9-22 競技場 新居浜オープン西日本地区中学バドミントン大会 9-22 競技場・
卓球場

あかがねカップ（バスケットボール）

5月29日 土

5月30日 日 9-17 競技場 ミニバスケットボール県ＤＣ

5月31日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

6月1日 火 18-22 競技場 新居浜市中学校総合体育大会（準備）

9-17

競技場
卓球場
柔剣道

場

新居浜市中学校総合体育大会

18-22 競技場 少年スポーツ指導者研修会（バスケットボール）

6月3日 木 9-22 競技場 新居浜市中学校総合体育大会 9-22

競技場
卓球場
柔剣道

場

新居浜市中学校総合体育大会

6月5日 土 9-22 競技場 全日本ジュニアバレーＢ大会 13-22
競技場・
柔剣道

場
ボーイスカウト愛媛県連盟カブラリー（準備）

6月6日 日 9-17 競技場 第26回連盟会長杯レクバレーボール大会 9-22
競技場・
柔剣道

場
ボーイスカウト愛媛県連盟カブラリー

6月8日 火 18-22 競技場 少年スポーツ指導者研修会（バスケットボール）

6月10日 木 18-22 競技場 少年スポーツ指導者研修会（バレーボール第1回）

6月12日 土 13-22 競技場 小学生ハンドボール全国大会　県予選　準備 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール新居浜リーグ

6月13日 日 9-17 競技場 小学生ハンドボール全国大会　県予選 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール新居浜リーグ

6月14日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

6月17日 木 18-22 競技場 体力つくり指導者講習会

6月19日 土

5月16日 日

6月2日 水 9-22 競技場 新居浜市中学校総合体育大会



月日 曜日 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和３年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

6月20日 日 9-17 体育室 新居浜リーグ卓球大会 9-22 競技場 新居浜オープンバドミントン複合団体戦

6月26日 土 9-17 競技場 第1回新居浜ＪＢＣ合同講習会

6月27日 日 9-22 競技場 四国フットサルリーグ2021 9-22 競技場 全日本ジュニアバレーＣ大会

6月28日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

7月2日 金 9-22 競技場 高等専門学校四国大会（バドミントン）

7月3日 土 9-22 競技場 高等専門学校四国大会（バドミントン） 18-22 競技場 四国バウンドテニス交流大会　準備

7月4日 日 9-22 競技場 高等専門学校四国大会（バドミントン） 9-17 競技場 四国バウンドテニス交流大会

7月8日 木 18-22 競技場 少年スポーツ指導者研修会（バレーボール第2回）

7月9日 金 18-22 競技場 第1回ＶＩＣＴＡＳ杯卓球大会　準備

7月10日 土 9-22 競技場・
体育室

第1回ＶＩＣＴＡＳ杯卓球大会

7月11日 日 9-17 競技場 令和3年度新居浜市長杯レクバレーボール大会

7月12日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

7月13日 火 18-22 競技場 体力つくり指導者講習会

7月17日 土 18-22 競技場 第1回ＶＩＣＴＡＳ杯卓球大会　準備

7月18日 日 9-22 競技場・
体育室

第1回ＶＩＣＴＡＳ杯卓球大会 9-17 競技場 少年スポーツ大会（バレーボール）

7月22日 木 9-17 競技場 第8回高校バドミントン強化交流会

7月23日 金 9-17 競技場 第8回高校バドミントン強化交流会

7月24日 土 9-17 競技場 近県小学生ハンドボール交流会 18-22 競技場 新居浜市バスケットボールフェスティバル　準備

7月25日 日 9-22 競技場 神郷カップ（バスケットボール） 9-22 競技場・
卓球場

新居浜市バスケットボールフェスティバル

7月26日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

7月27日 火 9-17 競技場 県選手権卓球大会新居浜地区予選（カデット）

7月30日 金 9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/1のいずれかの日程で開催
予定

7月31日 土 18-22 競技場 少年スポーツ大会（バスケットボール）　準備

8月1日 日 9-22 競技場 少年スポーツ大会（バスケットボール） 9-17 競技場 第4回あかがね杯バレーボール大会



月日 曜日 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和３年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

8月2日 月 9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/1のいずれかの日程で開催
予定

9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/2のいずれかの日程で開催
予定

9-17 競技場 全日本選手権卓球大会新居浜地区予選（カデット）

8月4日 水 9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/3のいずれかの日程で開催
予定

8月7日 土

8月8日 日 9-17 競技場 県選手権卓球大会新居浜地区予選（一般・ジュニア）

8月9日 月

8月14日 土

8月15日 日 9-22 競技場 四国フットサルリーグ2021

8月20日 金 9-17 競技場 老人クラブ連合会　ダーツ大会

8月21日 土 9-22 全館 第40回三浦旗少年剣道大会　準備

8月22日 日 9-22 全館 第40回三浦旗少年剣道大会

8月26日 木 18-22 競技場 体力つくり指導者講習会

8月27日 金 18-22 競技場 ハンドボール新居浜カップ　準備

8月28日 土 9-22 競技場 ハンドボール新居浜カップ 9-22 競技場 ジュニアバレースポレク予選大会

8月29日 日 9-17 競技場 新居浜ＪＢＣ親子ダブルスバドミントン大会

9月3日 金 18-22 競技場 小学校教職員バレーボール大会（準備） 18-22 競技場 小学校教職員バレーボール大会(準備）

9月4日 土 9-17 競技場 小学校教職員バレーボール大会 9-17 競技場 小学校教職員バレーボール大会

9月5日 日 9-22 競技場 四国フットサルリーグ2021

9月7日 火 9-17 競技場 高齢者生きがい創造学園桃山杯ラージボール卓球大会

9月9日 木 9-17 競技場 老人クラブ連合会　輪投げ大会

9月11日 土 9-22 競技場 新居浜ＪＢＣバドミントンふれあい研修大会

9月12日 日 9-22 競技場 新居浜オープンバドミントンダブルス大会

9月13日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

8月3日 火
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9月15日 水 18-22 競技場 体力つくり指導者講習会

9月18日 土 9-22 競技場 ミニバスケットボール新居浜リーグ 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール新居浜リーグ

9月19日 日 9-22 競技場 ミニバスケットボール新居浜リーグ 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール新居浜リーグ

9月20日 月

9月21日 火 9-17 競技場 いきいき体爽健康サポート教室

9月23日 木

9月25日 土 9-17 競技場 新居浜市中学校バドミントン強化講習会 9-22 競技場・
卓球場

あかがね強化試合（バスケットボール）

9月26日 日 9-17 競技場 新居浜市中学校バドミントン強化講習会 9-22 競技場・
卓球場

あかがね強化試合（バスケットボール）

9月27日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

9月28日 火 18-22 競技場 新居浜市中学校新人体育大会（準備）

9月29日 水 9-22 競技場 新居浜市中学校新人体育大会 9-22

競技場
卓球場
柔剣道

場

新居浜市中学校新人体育大会

9月30日 木 9-22 競技場 新居浜市中学校新人体育大会 9-22

競技場
卓球場
柔剣道

場

新居浜市中学校新人体育大会

9-22 競技場 新居浜市中学校新人体育大会（予備日）

9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/1のいずれかの日程で開催
予定

9-17 競技場 東予地区市議会議員親睦大会（会議室も利用希望）

18-22 競技場・
体育室

第52回新居浜市民体育祭　総合開会式・ふれあいスポーツの部（準備）

10月3日 日 9-22 全館 第52回新居浜市民体育祭　総合開会式・ふれあいスポーツの部

10月4日 月 9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/1のいずれかの日程で開催
予定

10月5日 火 9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/1のいずれかの日程で開催
予定

10月6日 水 9-22 全館
第６３回にいはま納涼花火大会
※7/30または10/1のいずれかの日程で開催
予定

10月8日 金 18-22 競技場 市民体育祭（バレーボール）準備 18-22 競技場 市民体育祭（バスケットボール）準備

10月9日 土 9-22 競技場 市民体育祭（バレーボール） 9-22 競技場 市民体育祭（バスケットボール）

10月10日 日 9-22 競技場 市民体育祭（バレーボール） 9-22 競技場 市民体育祭（バスケットボール）

10月16日 土

10月1日 金 9-22

競技場
卓球場
柔剣道

場

新居浜市中学校新人体育大会（予備日）

10月2日 土
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10月17日 日 9-22 全館 新居浜太鼓祭り 9-22 全館 新居浜太鼓り

10月19日 火 9-17 競技場 いきいき体爽健康サポート教室（予備日）

10月20日 水 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

9-17 競技場 　ハートピックinにいはま　2021

18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

10月23日 土 9-22 競技場 県高校バドミントン新人大会　東予地区予選会 9-22 競技場 東予地区ジュニア練成会（剣道）　準備

10月24日 日 9-22 競技場 県高校バドミントン新人大会　東予地区予選会 9-22 全館 東予地区ジュニア練成会（剣道）

10月25日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

10月27日 水 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

10月29日 金 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

10月30日 土 13-22 競技場 市民体育祭（ハンドボール）準備 9-22 全館 やんちゃKIDS2021

10月31日 日 9-22 競技場 市民体育祭（ハンドボール） 9-22 全館 やんちゃKIDS2021

11月2日 火 18-22 競技場 市民卓球大会　準備

11月3日 水 9-22 競技場・
体育室

市民卓球大会

11月5日 金 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

9-17 競技場 東予地区市議会議員親睦大会（予備日）（会議室も利用希望）

13-17 競技場 中学生ハンドボール講習会　（第2順位）

11月7日 日 9-17 競技場 愛媛スポレク祭2021（バウンドテニス競技）

11月8日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

11月10日 水 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

11月12日 金 18-22 全館 　愛媛県中学校新人体育大会（卓球）（準備） 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

11月13日 土 9-22 全館 　愛媛県中学校新人体育大会（卓球）

11月14日 日 9-22 全館 　愛媛県中学校新人体育大会（卓球） 9-17 競技場 第2回新居浜ＪＢＣ合同講習会

11月16日 火 9-17 競技場 いきいき体爽健康サポート教室（予備日）

11月6日 土

10月22日 金

9-12 競技場 小学校教職員ミニバレーボール大会



月日 曜日 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和３年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

11月17日 水 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

11月19日 金 18-22 競技場 ひうちライオンズカップジュニアバレー四国大会　準備

11月20日 土 13-22 競技場 愛媛県中学駅伝競走大会（準備） 9-22 競技場 ひうちライオンズカップジュニアバレー四国大会

11月21日 日 9-17 全館 愛媛県中学駅伝競走大会 9-22 競技場 ひうちライオンズカップジュニアバレー四国大会

9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

13-22 競技場 愛媛県中学駅伝競走大会（準備）予備日

11月23日 火 9-17 全館 愛媛県中学駅伝競走大会　予備日

9-12 競技場 運動講演会 9-12 競技場 中学校教職員バレーボール大会

18-22 競技場 第17回Ｎｉｋｋｏ杯レクバレーボール大会　準備 13-22 競技場 四国ブロックバウンドテニス選手権大会　準備

11月28日 日 9-22 競技場 第17回Ｎｉｋｋｏ杯レクバレーボール大会 9-22 競技場 四国ブロックバウンドテニス選手権大会

12月4日 土 9-22 競技場 浜中彰杯市民ジュニアバドミントン大会中高生大会 9-22 全館 第５回あかがねマラソン　準備

9-22 競技場 浜中彰杯市民ジュニアバドミントン大会小学生大会

9-17 体育室 ラージボール二人三脚卓球大会

12月11日 土 13-17 体育室 新居浜市バウンドテニス大会（ダブルス） 9-17 競技場 市内中学生選抜インドア大会（ソフトテニス）

12月12日 日 9-22 競技場 東予地区学生インドア研修大会（ソフトテニス） 9-22 競技場 片上杯オープンバドミントン大会

12月13日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

12月17日 金 18-22 競技場 新居浜市長杯卓球大会（中学の部）　準備 18-22 競技場
第50回愛媛県中学生バスケットボール選抜
大会
東予地区予選会　準備

12月18日 土 9-22 競技場・
体育室

新居浜市長杯卓球大会（中学の部） 9-22 競技場
第50回愛媛県中学生バスケットボール選抜
大会
東予地区予選会

12月19日 日 9-22 競技場・
体育室

新居浜市長杯卓球大会（一般の部）

12月20日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

12月25日 土 9-17 競技場 県中体連バドミントン強化大会 9-22 競技場 ミニバスケットボール県ＤＣ

12月26日 日 9-17 競技場 県中体連バドミントン強化大会 9-17 競技場 ミニバスケットボール県ＤＣ

1月7日 金 18-22 競技場 新居浜市民バスケットボール大会　準備

1月8日 土 9-22 競技場・
卓球場

新居浜市民バスケットボール大会

11月22日 月

全館 第５回あかがねマラソン　

11月27日 土

12月5日 日 9-22
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1月9日 日 9-22 競技場 市内インドア大会（ソフトテニス） 9-22 競技場・
卓球場

新居浜市民バスケットボール大会

1月10日 月 9-17 競技場 全国選抜中学団体卓球大会新居浜地区予選 9-22 競技場・
卓球場

新居浜市民バスケットボール大会

1月14日 金 18-22 競技場 第50回愛媛県中学生バスケットボール選抜大会　準備 18-22 競技場 第50回愛媛県中学生バスケットボール選抜大会　準備

1月15日 土 9-22 競技場 第50回愛媛県中学生バスケットボール選抜大会 9-22 競技場・
卓球場

第50回愛媛県中学生バスケットボール選抜大会

1月16日 日 9-22 競技場 第50回愛媛県中学生バスケットボール選抜大会 9-17 競技場 愛媛県バウンドテニスクラス別大会

1月17日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

1月22日 土 9-17 競技場 愛媛県バドミントン協会強化講習会 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール県ＤＣ

1月23日 日 9-17 競技場 愛媛県バドミントン協会強化講習会 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール県ＤＣ

1月24日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

1月29日 土 13-22 競技場 新居浜市ハンドボール室内選手権大会　準備 9-22 競技場 東予バレーボールフェスティバル予選大会

1月30日 日 9-17 競技場 新居浜市ハンドボール室内選手権大会 9-22 競技場 会長杯バレーボール大会

2月5日 土 9-17 競技場 県小中学年別卓球大会新居浜地区予選 9-17 競技場 県中体連バドミントン強化大会

2月6日 日 9-17 競技場 第34回体振会長杯レクバレーボール大会 9-17 競技場 愛媛県バドミントン協会強化講習会

2月11日 金 9-22 競技場 ひうちライオンズカップジュニアバレー低学年大会 9-22 競技場 ひうちライオンズカップジュニアバレー低学年大会

2月12日 土 18-22 競技場 柴杯ミニバスケットボール大会　準備 18-22 競技場 柴杯ミニバスケットボール大会　準備

2月13日 日 9-22 競技場 柴杯ミニバスケットボール大会 9-22 競技場・
卓球場

柴杯ミニバスケットボール大会

2月14日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園講座「ラージボール卓球教室」

2月18日 金

2月19日 土 9-17 競技場 愛媛県バドミントン協会強化講習会 18-22 競技場 柴杯ミニバスケットボール大会　準備

2月20日 日 9-17 競技場 中学生ハンドボール講習会 9-22 競技場・
卓球場

柴杯ミニバスケットボール大会

2月23日 水

2月26日 土 18-22 競技場 第3回新居浜オープンラージボール卓球大会　準備

2月27日 日 9-22 競技場・
体育室

第3回新居浜オープンラージボール卓球大会 9-22 競技場 新居浜オープン混合バドミントン大会

3月1日 火 9-17 競技場 高齢者生きがい創造学園学園祭ラージボール卓球大会
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3月5日 土 9-17 競技場 第27回新居浜市小学生バドミントン選手権大会 9-17 競技場 県中体連バドミントン強化大会

3月6日 日 9-17 競技場 第20回新居浜選手権レクバレーボール大会 9-17 競技場 愛媛県バウンドテニス交流大会

3月12日 土 18-22 競技場 会長杯争奪卓球大会　準備 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール新居浜リーグ

3月13日 日 9-22 競技場・
体育室

会長杯争奪卓球大会 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール新居浜リーグ

3月19日 土

3月20日 日 9-22 競技場・
卓球場

ミニバスケットボール新居浜リーグ新人大会

3月21日 月

3月26日 土

3月27日 日 9-22 競技場 アザレアオープンバドミントン大会

3月29日 火 9-22 競技場 新居浜市高校ハンドボール強化大会

3月30日 水 9-22 競技場 新居浜市高校ハンドボール強化大会

3月31日 木 9-22 競技場 新居浜市高校ハンドボール強化大会


