
月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

4月1日 金 9-22 競技場 ハンドボール講習会（高校）

4月2日 土 9-22 競技場 ハンドボール講習会（高校）

4月3日 日 9-17 競技場 ハンドボール講習会（中学） 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 木 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 土 18-22 競技場 東予春季ミニバスケットボール大会準備 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 日 9-22 競技場 東予春季ミニバスケットボール大会 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

東予春季ミニバスケットボール大会

4月15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16日 土 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

東予春季ミニバスケットボール大会

4月17日 日 9-22 競技場 市民クラス別バドミントン大会

4月23日 土 9-22 競技場
愛媛県高校総体（バドミントン）

東予地区予選
9-17 競技場

トップアスリート事業

（バドミントン・中学生）

4月24日 日 9-22 競技場
愛媛県高校総体（バドミントン）

東予地区予選
9-17 競技場

トップアスリート事業

（バドミントン・中学生）

4月25日 月 9-22 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会（準備）

4月26日 火 9-22 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会（準備）

4月27日 水 9-22 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会

4月28日 木 9-22 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会
18-22 競技場

市長旗・杯争奪バスケットボール

新居浜市中学校選手権大会(準備)

4月29日 金 9-22 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会
9-22 全館

市長旗・杯争奪バスケットボール

新居浜市中学校選手権大会

4月30日 土 9-22 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会
9-22 全館

市長旗・杯争奪バスケットボール

新居浜市中学校選手権大会

5月1日 日 9-22 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会

9-17 全館
全日本ウエイトリフティング

選手権大会（片付け）

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 火 9-22 競技場 メイキャンプミニバスケットボール大会

9-17 競技場 メイキャンプミニバスケットボール大会

18-22 競技場
第1回ニッタク杯新居浜オープン

ラージボール卓球大会（準備）

5月5日 木 9-22
競技場

体育室

第1回ニッタク杯新居浜オープン

ラージボール卓球大会

5月7日 土 9-22 全館 第４０回三浦旗少年剣道大会（準備）

5月8日 日 9-22 全館 第４０回三浦旗少年剣道大会 9-17 競技場 愛媛県バウンドテニス競技大会

5月9日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

5/10

9-22
全館

令和４年度愛媛県小・中学校初任者

研修教育事務所研修

5月14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 9-17 競技場 第37回若葉カップ全国小学生大会愛媛県予選大会

令和4年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

5月4日 水

5月2日 月



月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和4年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

9-22 競技場 四国フットサルリーグ2022

9-17 体育室 ニコニコ卓球大会

5月17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19日 木

5月21日 土 9-17 競技場
トップアスリート事業

（バドミントン）

5月22日 日 9-17 競技場
トップアスリート事業

（バドミントン）
9-22

競技場

卓球場
あかがねカップ

5月23日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

5月28日 土 9-17 競技場 パナソニックバレーボール教室

5月29日 日 9-17 競技場 ハンドボール講習会

5月31日 火 18-22 競技場
新居浜市中学校総合体育大会（準備）

バスケットボール

6月1日 水 9-22 競技場
新居浜市中学校総合体育大会

バレーボール
9-22 全館

新居浜市中学校総合体育大会

バスケットボール

6月2日 木 9-22 競技場
新居浜市中学校総合体育大会

バレーボール
9-22 全館

新居浜市中学校総合体育大会

バスケットボール

6月3日 金 13-22 競技場 愛媛県高校総体（バドミントン）準備

6月4日 土 9-22 全館 愛媛県高校総体（バドミントン） 9-22 競技場 全日本ジュニアバレーB大会

6月5日 日 9-22 全館 愛媛県高校総体（バドミントン） 9-17 競技場 新居浜JBC新人バドミントン大会

6月6日 月 9-17 競技場 愛媛県高校総体（バドミントン）

6月9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）

6月11日 土 13-22 競技場 全国小学生ハンドボール大会県予選（準備） 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

ミニバスケットボール新居浜リーグ

6月12日 日 9-17 競技場 全国小学生ハンドボール大会県予選 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

ミニバスケットボール新居浜リーグ

6月13日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

6月16日 木 18-22 競技場 体力つくり指導者講習会（出前講座）

6月18日 土

9-22 競技場 全日本小学生バレーボール大会

9-17 体育室 新居浜リーグ卓球大会

6月25日 土 13-22 体育室 カローリング大会　準備

9-22 競技場 全日本ジュニアバレーC大会 9-22 競技場 全日本ジュニアバレーC大会

9-17 体育室 カローリング大会

6月27日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

6月19日 日

6月26日 日

9-22 競技場 新居浜オープンバドミントン複合団体戦

5月15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



月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和4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29日 水 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）

7月2日 土 18-22 競技場 四国バウンドテニス交流大会　(準備)

7月3日 日 9-17 競技場 第1回新居浜JBC合同講習会 9-17 競技場 四国バウンドテニス交流大会

7月5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）

7月9日 土

7月10日 日 9-17 競技場 令和4年度新居浜市長杯レクバレー大会

7月11日 月 9-12 体育室 高齢者生きがい創造学園ラージボール卓球教室

7月12日 火 18-22 競技場
体力つくり指導者講習会

（軽スポーツ講習会）

7月14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）

7月15日 金 18-22 競技場 第2階VICTAS杯卓球大会（準備）

7月16日 土 9-22
競技場

体育室
第2回VICTAS杯卓球大会 9-17 競技場 第9回高校バドミントン強化交流会

7月17日 日 9-22
競技場

体育室
第2回VICTAS杯卓球大会 9-17 競技場 第9回高校バドミントン強化交流会

7月18日 月 9-17 競技場 少年スポーツ大会（バレーボール） 9-17 競技場 第9回高校バドミントン強化交流会

7月23日 土 9-17 競技場 近県小学生ハンドボール交流大会

7月23日 土 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24日 日 9-22 競技場 新居浜市バスケットボールフェスティバル

7月25日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

7月26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28日 木 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）

7月29日 金 9-22 全館 第64回新居浜納涼花火大会

9-17 競技場 ハンドボール講習会（中学）

18-22 競技場
少年スポーツ大会

（バスケットボール）準備

13-22 体育室 ペタンク大会　準備

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5回あかがね杯バレーボール大会

9-17 体育室 ペタンク大会

8月1日 月 9-22 全館
第64回新居浜納涼花火大会　※予備日

全国高等学校総合体育大会（準備）

8月2日 火 9-22 全館
第64回新居浜納涼花火大会　※予備日

全国高等学校総合体育大会（準備）

8月3日 水 9-22 全館
第64回新居浜納涼花火大会　※予備日

全国高等学校総合体育大会（準備）

7月30日 土

7月31日 日



月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和4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4日 木 9-22 全館
全国高等学校総合体育大会

（ウエイトリフティング）準備

8月5日 金 9-22 全館
全国高等学校総合体育大会

（ウエイトリフティング）

8月6日 土 9-22 全館
全国高等学校総合体育大会

（ウエイトリフティング）

8月7日 日 9-22 全館
全国高等学校総合体育大会

（ウエイトリフティング）

8月8日 月 9-22 全館
全国高等学校総合体育大会

（ウエイトリフティング）

8月9日 火 9-22 全館
全国高等学校総合体育大会

（ウエイトリフティング）片付け

8月10日 水 9-22 全館
全国高等学校総合体育大会

（ウエイトリフティング）片付け

8月11日 木

8月13日 土

8月14日 日 9-22 競技場 四国フットサルリーグ2022

9-17 競技場 老人クラブ連合会ダーツ競技大会

18-22 競技場
第２回ジュニアバドミントン交流大会

（大府市都市間交流事業）準備

8月20日 土 9-22 競技場
第２回ジュニアバドミントン交流大会

（大府市都市間交流事業）
9-22 全館 令和４年強化ジュニア剣道錬成大会（準備）

8月21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）
9-22 全館 令和４年強化ジュニア剣道錬成大会

8月22日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

8月25日 木 18-22 体育室
体力つくり指導者講習会

（応急処置・けが予防）

8月27日 土 13-22 競技場
ねんりんピック　プレ大会

（バウンドテニス）準備

8月28日 日 9-17 競技場
ねんりんピック　プレ大会

（バウンドテニス）
9-22 競技場 新居浜JBC親子バドミントン大会

9月2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3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4日 日 9-22 競技場 四国フットサルリーグ2022 9-22 競技場 ジュニアバレースポレク予選大会

9月9日 金 17-22 競技場
新居浜カップ小学生ハンドボール大会

（準備）

9月10日 土 9-22 競技場 新居浜カップ小学生ハンドボール大会 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11日 日 9-22 競技場 四国フットサルリーグ2022 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12日 月 9-17 競技場 市民体育祭（輪投げ）

9月12日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

9月14日 水 18-22 競技場
体力つくり指導者講習会

（軽スポーツルール講習）

9月17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

柔剣道

ミニバスケットボール新居浜リーグ

8月19日 金



月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和4年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

9月18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

柔剣道

ミニバスケットボール新居浜リーグ

9月19日 月

9月23日 金

9月24日 土 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

あかがね強化試合

9月25日 日 9-17 競技場 ハンドボール講習会 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

あかがね強化試合

9月26日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

9月27日 火 18-22 競技場 新居浜市中学校新人体育大会（準備）

9月28日 水 9-22 全館 新居浜市中学校新人体育大会 9-22 全館 新居浜市中学校新人体育大会

9月29日 木 9-22 全館 新居浜市中学校新人体育大会 9-22 全館 新居浜市中学校新人体育大会

9月30日 金 9-22 全館
新居浜市中学校新人体育大会（予備日）　　　　第64回

新居浜納涼花火大会
9-17 全館 新居浜市中学校新人体育大会（予備日）

9-17 競技場 県小学生ハンドボールリーグ

18-22

競技

場・体

育室

第５３回新居浜市民体育祭（準備）

総合開会式・ふれあいスポーツの部

10月2日 日 9-22 全館
第５３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3日 月 9-22 全館 第64回新居浜納涼花火大会（予備日）

10月4日 火 9-22 全館 第64回新居浜納涼花火大会（予備日）

10月5日 水 9-22 全館 第64回新居浜納涼花火大会（予備日） 

10月7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8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9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10日 月

10月15日 土 9-17 競技場
トップアスリート事業

（バドミントン）

10月16日 日 9-17 競技場
トップアスリート事業

（バドミントン）

10月17日 月 9-22 全館 上部地区山根グラウンド統一寄せ

10月19日 水 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

10月21日 金 9-17 競技場 ハートピック　in にいはま　2022

10月21日 金 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

10月22日 土 9-22 競技場
県高校新人戦（バドミントン）

東予地区予選

10月23日 日 9-22 競技場
県高校新人戦（バドミントン）

東予地区予選

10月1日 土



月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和4年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

10月24日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

10月26日 水 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

10月28日 金 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

10月29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ＫＩＤＳ2022

10月30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ＫＩＤＳ2022

11月2日 水 18-22 競技場 市民卓球大会（準備） 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

11月3日 木 9-22
競技場

体育室
市民卓球大会

11月4日 金 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

11月5日 土 9-17 競技場 ハンドボール講習会（中学） 9-12 競技場 小学校教職員ミニバレーボール大会

11月6日 日 9-17 競技場 ハンドボール講習会 9-17 競技場 愛媛スポレク祭2022（バウンドテニス競技）

11月9日 水 18-22 競技場 初心者・中級者バドミントン教室

18-22
競技場

(半面)
初心者・中級者バドミントン教室

18-22
競技場

(半面)

ひうちライオンズカップ

ジュニアバレー四国大会（バドミントン終わり次第準

備）

11月12日 土 9-22 全館
愛媛県中学校新人体育大会

（バドミントン）
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13日 日 9-22 全館
愛媛県中学校新人体育大会

（バドミントン）
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14日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

11月19日 土 9-12 競技場 運動実技講演会

11月19日 土 13-22 全館 愛媛中学駅伝競走大会（準備） 9-17 競技場 第2回新居浜JBC合同講習会

11月20日 日 9-17 全館 愛媛中学駅伝競走大会

11月22日 火 13-22 全館 愛媛中学駅伝競走大会（準備）予備日

11月23日 水 9-17 全館

愛媛中学駅伝競走大会　…　予備日

第２順位愛媛のジュニアアスリート発掘事業セカンドト

ライアル

9-17 競技場 県小学生ハンドボールリーグ 9-12 競技場 教職員バレーボール大会

18-22 競技場 第17回Nikko杯レクバレー大会（準備） 13-22 競技場 スマイルボウリング・シャフルボード大会　準備

11月27日 日 9-22 競技場 第17回Nikko杯レクバレー大会 9-17 競技場 スマイルボウリング・シャフルボード大会

11月28日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

12月3日 土 9-17 競技場 トップアスリート事業（バドミントン） 9-22 全館 第６回あかがねマラソン（準備）

12月4日 日 9-17 競技場 トップアスリート事業（バドミントン） 9-22 全館 第６回あかがねマラソン

12月10日 土 9-17 競技場
トップアスリート事業

（バドミントン・中学生）
9-17 競技場 市内中学生選抜インドア大会

11月26日 土

11月11日 金 18-22 全館
愛媛県中学校新人体育大会

（バドミントン）（準備）



月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館

令和4年度 新居浜市市民体育館・山根総合体育館利用予定表

12月10日 土 13-17 体育室 新居浜市バウンドテニス大会（ダブルス）

12月11日 日 9-17 競技場
トップアスリート事業

（バドミントン・中学生）
9-17 競技場 東予地区学生インドア研修大会

12月12日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

12月16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51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17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

卓球場

柔剣道

第51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18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24日 土 9-22 競技場 U15福岡合同交流戦（バドミントン）

12月25日 日 9-22 競技場 U15福岡合同交流戦（バドミントン） 9-22 競技場 片上杯オープンバドミントン大会

12月26日 月 9-22 競技場 四国高校強化大会（バドミントン）

12月27日 火 9-22 競技場 四国高校強化大会（バドミントン）

1月6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7日 土 9-22 競技場 新居浜市民バスケットボール大会

1月8日 日 9-22 競技場 市内インドア大会 9-22 競技場 新居浜市民バスケットボール大会

1月9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 新居浜市民バスケットボール大会

1月14日 土 13-22 体育室 ウエイトリフティング四国高校大会

1月15日 日 9-22 体育室 ウエイトリフティング四国高校大会 9-17 競技場 愛媛県バウンドテニスクラス別大会

1月21日 土 9-17 競技場
トップアスリート事業

（ハンドボール・中学生）
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

1月22日 日 9-17 競技場
トップアスリート事業

（ハンドボール・中学生）
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

1月23日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

1月28日 土 13-22 競技場 市ハンドボール室内選手権大会（準備）

1月29日 日 9-17 競技場 市ハンドボール室内選手権大会 9-17

競技場

卓球場

柔剣道

ミニバスケットボール審判講習会

2月4日 土 9-17 競技場 県小中学年別卓球大会新居浜地区予選

2月5日 日 9-17 競技場 第35回体振会長杯レクバレー大会 9-22 競技場 東予バレーボールフェスティバル予選大会

9-17 競技場 会長杯バレーボール大会 9-17 競技場 U15県内練習会

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12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

柔剣道

柴杯ミニバスケットボール大会

2月13日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

2月18日 土 18-22 競技場 柴杯ミニバスケットボール大会準備

土2月11日



月日 曜 時間 場所 市民体育館 時間 場所 山根総合体育館
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2月19日 日 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

柴杯ミニバスケットボール大会 9-17 競技場 第47回愛媛県レディースバドミントン選手権大会

2月23日 木 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25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26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

2月27日 月 9-12 体育室
高齢者生きがい創造学園

ラージボール卓球教室

3月4日 土 9-17 競技場 県小学生ハンドボールリーグ 9-17 競技場 第28回新居浜市小学生バドミントン選手権大会

3月5日 日 9-17 競技場 第21回新居浜選手権レクバレー大会 9-17 競技場 愛媛県バウンドテニス交流大会

3月10日 金 18-22 競技場 会長杯争奪卓球大会（準備）

3月11日 土 9-22
競技場

体育室
会長杯争奪卓球大会 9-22 競技場 U15県内講習会

3月12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

柔剣道

ミニバスケットボール新居浜リーグ

3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

柔剣道

ミニバスケットボール新居浜リーグ

3月19日 日 9-17 競技場 ハンドボール講習会 9-22

競技場

卓球場

柔剣道

ミニバスケットボール新居浜リーグ新人大会

3月21日 火

3月25日 土

3月26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 水 9-22 競技場 ハンドボール講習会（高校）

3月30日 木 9-22 競技場 ハンドボール講習会（高校）

3月31日 金 9-22 競技場 ハンドボール講習会（高校）


