
月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

陸上競技

4 23日(土)･24日(日) 中越陸上競技選手権大会 陸上競技場 陸上競技協会

5 ６日(金)～８日(日) 新潟県高校春季上・中越地区陸上競技大会 陸上競技場 高体連

４日(土)･５日(日) 新潟県陸上競技選手権大会 陸上競技場 陸上競技協会

11日(土) 新潟県記録会 陸上競技場 陸上競技協会

14日(火)･15日(水) 中越地区中学校陸上競技大会 陸上競技場 中体連

26日(日) 長岡市小学生陸上競技選手権大会 陸上競技場 陸上競技協会

９日(土)･10日(日) 関東信越地区高等専門学校体育大会 陸上競技場 大体連

23日(土) 長岡まつり共催駅伝競走大会 陸上競技場 発着 陸上競技協会

8 21日(日) 市民スポーツ祭兼長岡陸上競技選手権大会 陸上競技場 陸上競技協会

9 14日(水) 長岡市三島郡小学校親善陸上大会 陸上競技場 小体連

５日(水) 長岡市三島郡・県央地区中学校新人陸上大会 陸上競技場 中体連

９日(日) 少年少女親善オリンピック長岡大会 陸上競技場 陸上競技協会

16日(日) 新潟県縦断駅伝競走大会 市内一円 陸上競技協会

16日(日) 寺泊シーサイドマラソン大会 寺泊みなと公園 他
寺泊ｼｰｻｲﾄﾞﾏﾗｿﾝ
大会実行委員会

11 ６日(日) 新潟県女子駅伝競走大会 陸上競技場 発着 陸上競技協会

1 １日(日祝) 寺泊元旦マラソン 白山媛神社 他 寺泊スポーツ協会

バスケットボール

4
16日(土)･17日(日)
23日(土)

ﾗｲｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会､電力旗ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ大会 地区予選会ｼｰﾄﾞ決大会

北部体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

７日(土)･８日(日) 長岡市三島郡中学校春季親善バスケットボール大会 南部体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

８日(日) 新潟県高等学校定時制通信制春季地区大会 長岡明徳高校 定通高体連

22日(日) 社会人バスケットボール大会 越路体育館 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

４日(土)･５日(日)･18日(土)
19日(日)･25日(日) 電力旗ミニバスケットボール大会地区予選会 市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

15日(水)
22日(水)･23日(木)

中越地区中学校バスケットボール大会 アオーレ長岡 他 中体連

２日(土)･３日(日)
９日(土)

フレッシュミニバスケットボール大会地区予選会 中之島体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

16日(土)･17日(日) 新潟県中学校総合体育大会 北部体育館　他 中体連

30日(土)･31日(日) 長岡まつり共催長岡カップミニバスケットボール大会 北部体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

８日(月)～10日(水) 市民スポーツ祭バスケットボール大会(高校女子の部) 市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

17日(水)～20日(土) 市民スポーツ祭バスケットボール大会(高校男子の部) 市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

21日(日) 長岡まつり共催社会人バスケットボール大会 中之島北体育館 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

6

7

10

5

6

7

8

- 2 -
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17日(土)･18日(日)
19日(月)

長岡市スポーツ少年団秋季ミニバス大会 市民体育館 スポーツ少年団

18日(日)･24日(土) 市民スポーツ祭バスケットボール大会(中学の部) 市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

５日(水)･６日(木) 長岡市三島郡中学校新人バスケットボール大会 アオーレ長岡 他 中体連

30日(日) 全国高等学校バスケットボール選手権大会新潟県予選 北部体育館 他 県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

下旬 寺泊フェニックスカップ 寺泊中学校 他 寺泊ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

４日(金)･５日(土)
６日(日)

全国高等学校バスケットボール選手権大会新潟県予選 市民体育館 他 県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

５日(土)･６日(日) 新潟県高等学校定時制通信制秋季地区大会 長岡明徳高等学校 定通高体連

12日(土)･19日(土)
20日(日)･23日(水祝)

アオーレ杯ミニバスケットボール大会兼
新潟県ミニバスケットボール大会地区予選会

市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

４日(日) 市民スポーツ祭社会人バスケットボール大会 越路体育館 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

３日(土)･４日(日)
10日(土)･11日(日)

中越地区U14バスケットボール大会 北部体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

10日(土)･11日(日)
17日(土)･18日(日)

第10回市長杯冬季高校強化大会 市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

４日(水)･５日(木)
６日(金)

高校ニューイヤーカップ2023 市民体育館 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

15日(日) ＢＳＮ杯新潟県U14バスケットボール大会 市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

８日(日)･９日(月祝)
市民スポーツ祭ミニバスケットボール大会
(５年生以下新人戦)

市民体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

４日(土)･11日(土祝)
23日(木祝)

長岡市スポーツ少年団冬季交流大会 市民体育館 他 スポーツ少年団

５日(日) 市民選手権バスケットボール大会 越路体育館 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

11日(土祝)･12日(日) 中学校親善長岡大会 南部体育館 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

25日(土)･26日(日) グローイングカップミニバスケットボール大会 北部体育館 他 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

11日(土)･12日(日) 長岡市三島郡中学校１年生大会 南部体育館 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

中旬 寺泊チャレンジカップ 寺泊中学校 他 寺泊ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

サッカー

10日(日)～ 第31回長岡サッカーリーグ ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 サッカー協会

29日(金祝)･30日(土) 新潟県高等学校春季地区女子サッカー競技大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

７日(土)～９日(月) 新潟県高等学校春季地区サッカー競技大会(男子)ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

25日(水)･28日(土)
新潟県高等学校総合体育大会
女子サッカー競技大会

ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

11日(土)･12日(日) ＪＣカップ青少年サッカーフェスティバル 寺泊海浜公園 サッカー協会

15日(水)
22日(水)･23日(木)

中越地区中学校サッカー大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 中体連

25日(土)･26日(日) 中越地区スポーツ少年団総合体育大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 スポーツ少年団
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２日(火)～５日(金) 長岡市高校サッカーフェスティバル ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 他 サッカー協会

６日(土)･７日(日) 長岡まつり共催小学生選抜サッカー大会 寺泊海浜公園 他 サッカー協会

８日(月)～10日(水)
16日(火)～18日(木)

第10回長岡サマーサッカー2022 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 サッカー協会

18日(日) 第69回市民スポーツ祭サッカー大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 サッカー協会

19日(月祝)･24日(土) 第31回高校女子サッカー選手権大会県予選 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 他 高体連

23日(金祝) 第41回与板ライオンズカップ 寺泊海浜公園 サッカー協会

５日(水)･６日(木) 長岡市三島郡中学校サッカー新人大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 中体連

８日(土)･９日(日) 北信越 O-55/65カップ シニア大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 北信越ｻｯｶｰ協会

10日(月祝)･23日(日) 中越地区中学校サッカー新人大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 中体連

15日(土)･22日(土)･29日(土)
第101回全国高等学校サッカー選手権大会
新潟県大会

ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 県サッカー協会

29日(土) 全日本Ｕ-12サッカー選手権大会準決勝・決勝 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 県サッカー協会

11 ８日(火)～10日(木) 新潟県高等学校秋季地区サッカー大会(男子) ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

12 25日(日) 市民スポーツ祭フットサル大会 みしま体育館 サッカー協会

1 22日(日) スポーツ少年団Ｕ-10フットサル大会 みしま体育館 スポーツ少年団

3 ５日(日)
JFAファミリーフットサルフェスティバル新潟
in中越

北部体育館 県サッカー協会

水泳

８日(日) 新潟県ミドル･ディスタンス選手権
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県水泳連盟

24日(火) 新潟県高等学校春季地区体育大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

高体連

28日(土)･29日(日)
新潟県選手権水泳競技大会兼
国民体育大会新潟県代表選手選考会

ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県水泳連盟

6 22日(水)･23日(木) 中越地区中学校大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

中体連

10日(日) 新潟県ＳＣ協Ａ級大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県ＳＣ協会

16日(土)･17日(日) 新潟県中学校総合体育大会水泳競技大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

中体連

14日(日) ＢＳＮ少年少女水泳大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県水泳連盟

21日(日) 市民スポーツ祭水泳大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

水泳協会

８日(木) 中越合同中学校新人大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

中体連

23日(金祝) 新潟県高等学校秋季地区体育大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

高体連

２日(日) 新潟県水泳指導員養成講習会 悠久山屋内温水ﾌﾟｰﾙ 県水泳連盟

９日(日) 新潟県スプリント選手権水泳競技大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県水泳連盟

23日(日) 新潟県マスターズ水泳競技大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県水泳連盟

11 20日(日) 長岡市親善公認記録会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

水泳協会

12 11日(日) ＪＳＳフリッパーズカップ公認水泳記録会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

1 ７日(土) 長岡市新春水泳大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

水泳協会

12日(日) 長岡市室内選手権水泳大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

水泳協会

19日(日)
新潟県ＳＣ協チャンピオンシップ
チャレンジミート

ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県ＳＣ協会

3 ４日(土)･５日(日) にいがたＯＰＥＮ中村真衣カップ水泳競技大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

県水泳連盟

スキー

上旬 市民山岳スキー講習会 市営スキー場 他 スキー協会

12日(日) 市民スポーツ祭スキー大会(ノルディック) 市営東山コース スキー協会

19日(日) 市民スポーツ祭スキー大会(アルペン) 市営スキー場 スキー協会

3 ５日(日) 苗場山市民スキー登山 神楽峰 スキー協会

弓道

5 ２日(月) 春季地区大会 市民体育館 高体連

6 26日(日) 学校指導者講習会 市民体育館 県弓道連盟

３日(日) 市民スポーツ祭弓道大会 市民体育館 弓道連盟

17日(日) 高校生リーダー研修会 市民体育館 県弓道連盟

31日(日) 長岡まつり共催県内弓道大会 市民体育館 弓道連盟

8 27日(土) 中越地区講習会 市民体育館 県弓道連盟

9 10日(土) 講習会(三段、四段向け) 市民体育館 県弓道連盟

10 22日(土) 秋季地区大会 市民体育館 高体連

3 26日(日) 中越地区講習会 市民体育館 県弓道連盟

柔道

4 17日(日) 初心者基本講習会 市民体育館 柔道会

18日(土) 柔道形の講習会 市民体育館 柔道会

19日(日) 柔道昇段審査会 市民体育館 柔道会

22日(水)･23日(木) 中越地区中学校柔道大会 市民体育館 中体連

20日(土) 柔道形の講習会 市民体育館 柔道会

21日(日) 柔道昇段審査会 市民体育館 柔道会

５日(水) 中越合同新人柔道大会 市民体育館 中体連

９日(日) 柔道昇段審査会 市民体育館 柔道会

1 29日(日) 市民スポーツ祭柔道大会 市民体育館 柔道会
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16日(土) 春季市内高校卓球大会 南部体育館 卓球協会

17日(日) 県ベテラン硬式卓球大会 南部体育館 県卓球連盟

15日(日) 春季市民卓球大会(中学生の部) 市民体育館 卓球協会

22日(日) 春季市民卓球大会(小学生の部) 南部体育館 卓球協会

12日(日) 国民体育大会新潟県予選会 市民体育館 県卓球連盟

22日(水)･23日(木)
25日(土)

中越地区中学校大会 市民体育館 他 中体連

16日(土) 夏季市民卓球大会(一般・高校の部) 市民体育館 卓球協会

23日(土) 長岡市小・中学生オープン大会(上期) 北部体育館 卓球協会

５日(金) 長岡支部カデット大会(女子) 市民体育館 卓球協会

６日(土) 長岡支部カデット大会(男子) 市民体育館 卓球協会

21日(日)
市民スポーツ祭卓球大会
兼長岡市三島郡中学団体戦

南部体育館 卓球協会

23日(金祝) 市民スポーツ祭卓球大会(小・中学生の部) 南部体育館 卓球協会

25日(日) 市民スポーツ祭卓球大会(一般・高校) 市民体育館 卓球協会

１日(土) 秋季市民卓球大会（小学生の部） 中之島体育館 卓球協会

５日(水)･６日(木) 長岡市三島郡中学校新人大会 市民体育館 中体連

９日(日)･16日(日) 高校団体卓球大会 南部体育館 卓球協会

22日(土)･23日(日) 秋季市民卓球大会(中学生の部) 中之島体育館 卓球協会

29日(土)･30日(日) 中越地区中学校新人卓球大会 市民体育館 卓球協会

24日(土) 冬季市民卓球大会(一般・高校の部) 市民体育館 卓球協会

25日(日) 長岡オープンラージボール卓球大会 南部体育館 卓球協会

2 11日(土祝) 長岡市小・中学生オープン大会(下期) 市民体育館 卓球協会

3 19日(日)･21日(火) 長岡市団体卓球大会 市民体育館 卓球協会

ソフトテニス

９日(土) 春季長岡地区選手権大会(高校男女) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

16日(土) 春季長岡地区選手権大会(中学男女) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

17日(日) 市民スポーツ祭ソフトテニス大会(小学生) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

14日(土) 市民スポーツ祭ソフトテニス大会(中学女子) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

15日(日) 市民スポーツ祭ソフトテニス大会(一般･シニア) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

15日(日) 市民スポーツ祭ソフトテニス大会(中学男子) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

11日(土) 市民スポーツ祭ソフトテニス大会(高校男女) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

12日(日) 春季長岡地区選手権大会(一般･シニア･小学生) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

15日(水) 中越地区中学校ソフトテニス大会 希望が丘テニス場 中体連

26日(日) 第75回国体最終選考会(成年種別) 希望が丘テニス場 県ソフトテニス連盟

26日(日) マスターズ県予選会(Ｅ区分) 希望が丘テニス場 県ソフトテニス連盟

16日(土)･17日(日) 新潟県中学校総合体育大会 希望が丘テニス場 中体連

24日(日) 長岡地区中学生審判講習会 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

24日(日) 新潟県選手権大会兼全日本予選会 希望が丘テニス場 県ソフトテニス連盟

６日(土) ヨネックス杯兼中越地区選手権大会(中学女子) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

16日(火) ヨネックス杯兼中越地区選手権大会(中学男子) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

20日(土) ヨネックス杯兼中越地区選手権大会(高校男女) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

28日(日) ヨネックス杯兼中越地区選手権大会(一般･シニア･小学生) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

11日(日) 秋季長岡地区選手権大会(高校男女) 希望が丘テニス場 県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

17日(土) 県小学生学年別大会 希望が丘テニス場 県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

24日(土) 秋季長岡地区選手権大会(中学男子) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

25日(日) 秋季長岡地区選手権大会(中学女子) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

２日(日) 秋季長岡地区選手権大会(一般･シニア) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

５日(水)･６日(木) 長岡市三島郡中学校新人ソフトテニス大会 希望が丘テニス場 中体連

10日(月) 山田杯中学１年生大会(中学男女) 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

16日(日) 長岡市中学生スポーツ活動推進モデル事業 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

５日(土) 中学生長岡大会 希望が丘テニス場 県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

12日(土) 県インドア大会兼北信越インドア予選会 みしま体育館 県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

13日(日) 長岡市中学生スポーツ活動推進モデル事業 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

19日(土) 長岡市中学生スポーツ活動推進モデル事業 希望が丘テニス場 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

12 ３日(土) レモンカップ みしま体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟連盟

18日(日) 県高校選抜インドア県予選会　男子個人 みしま体育館 県ソフトテニス連盟

21日(土) 長岡インドアソフトテニス大会(中学男子) 南部体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

22日(日) 長岡インドアソフトテニス大会(中学男子) 市民体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

28日(土) 長岡インドアソフトテニス大会(一般･シニア) 市民体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

29日(日) 長岡インドアソフトテニス大会(小学生) 南部体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

11日(土) 長岡インドアソフトテニス大会(高校男女) みしま体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

12日(日) 小学生ステップアップ大会 みしま体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

18日(土) 中学生ドリームカップ(中学男子) みしま体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

19日(日) 中学生ドリームカップ(中学女子) みしま体育館 ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

テニス

10日(日) 長岡市オープニングダブルステニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

17日(日) 第77回国民体育大会　新潟予選会 希望が丘テニス場 テニス協会

20日(水) 2022フレンドカップチーム対抗戦 希望が丘テニス場 テニス協会

23日(土)･24日(日)
2022全日本ジュニアテニス選手権
中越地区予選会(Ｕ-18･Ｕ-16)

希望が丘テニス場 テニス協会

１日(日) 中越地区クラブ対抗長岡市予選会 希望が丘テニス場 テニス協会

３日(火)･４日(水) 新潟県中学生テニス選手権大会 希望が丘テニス場 テニス協会

18日(水) 第19回ピンクリボンレディーステニス新潟大会 希望が丘テニス場 テニス協会

20日(金)～23日(月) 全国中学生テニス大会北信越予選会 希望が丘テニス場 テニス協会

25日(水) 桑名杯2022　by DUNLOP 希望が丘テニス場 テニス協会

29日(日) 第11回長岡市春季ベテランテニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

４日(土) 新潟県教職員テニス大会 東山テニスコート テニス協会

８日(水) 第102回新潟県シニア懇親テニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

11日(土) 上･中越地区中学校テニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

18日(土) 日本マスターズ2022　新潟県予選会 希望が丘テニス場 テニス協会

20日(月)～26日(日) 第75回北信越テニス選手権大会 希望が丘テニス場 テニス協会

30日(木)･７月１日(金) 第15回全国親睦講習会「サエラ」2022 希望が丘テニス場 テニス協会

２日(土)
第33回全国実業団テニストーナメント(Ａ大会)
新潟県予選会

希望が丘テニス場 テニス協会

２日(土) 新潟県中学生テニス選手権大会団体戦 希望が丘テニス場 テニス協会

６日(水) 第１回　山田杯チーム対抗戦 希望が丘テニス場 テニス協会

９日(土)･10日(日) 長岡市サマージュニアテニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

23日(土)･31日(日)
８月７日(日)

第31回オオミヤスポーツカップ
2022年度長岡市テニス選手権大会

希望が丘テニス場 テニス協会

30日(土) 第28回西瓜カップ長岡市ベテランテニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

４日(木)･５日(金) 新潟県中学校テニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

10日(水)～12日(金) 新潟県高校テニスフェスティバル 希望が丘テニス場 高体連

18日(木)･19日(金) 全国選抜高校県テニス一次予選 希望が丘テニス場 高体連

21日(日) 第14回テニス協会親睦クラブ対抗テニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

30日(火)･31日(水) 新潟県高等学校秋季地区体育大会 希望が丘テニス場 高体連

３日(土)･４日(日) 高体連中越地区テニス講習会 希望が丘テニス場 高体連

３日(土)･４日(日)
10日(土)･19日(月祝)

市民スポーツ祭テニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

13日(火) 2022中越レディーステニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

15日(木) 第33回新潟県シニアテニス大会(チーム対抗戦) 希望が丘テニス場 テニス協会

23日(金祝) ｢テニスの日｣市民交流大会 希望が丘テニス場 テニス協会

27日(火) 第32回北信越レディーステニス新潟県予選会 希望が丘テニス場 テニス協会

１日(土) 上･中越地区中学校新人テニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

１日(土)･２日(日) 新潟県テニス選手権(ダブルスの部) 希望が丘テニス場 テニス協会

８日(土)
新潟県秋季フューチャーズテニストーナメント
(Ｕ-15･Ｕ-13･Ｕ-11)

希望が丘テニス場 テニス協会

15日(土) 長岡市ミックスダブルステニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

16日(日) 第30回長岡市秋季ベテランテニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

19日(水)･20日(木) 第33回北信越レディーステニス決勝大会 希望が丘テニス場 テニス協会

22日(土)･23日(日) 長岡市オータムジュニアテニス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

26日(水) ブライト ＯＶＥＲ ＡＧＥ240 希望が丘テニス場 テニス協会

29日(土)･30日(日) 2022年度須藤杯テニス・シングルス大会 希望が丘テニス場 テニス協会

11 ３日(木祝) 新潟県高等学校中越地区ダブルス大会 希望が丘テニス場 高体連

軟式野球

10日(日)･17日(日) 第77回国民体育大会長岡予選会 悠久山野球場　他 野球連盟

16日(土)･17日(日)･23日(土)
24日(日)･29日(金祝)

高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 乙吉球場 他 野球連盟

17日(日) 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(１部)長岡大会 越路河川球場 野球連盟

24日(日)･29日(金祝)
５月１日(日)

高松宮賜杯全日本軟式野球大会(２部)長岡大会 三島球場 他 野球連盟

１日(日) 日本スポーツマスターズ2022長岡大会
寺泊海浜公園野球場
他

野球連盟

３日(火祝)･４日(水祝)
５日(木祝)･７日(土)･８日(日) 長岡市スポーツ少年団軟式野球交流大会 乙吉球場 他 スポーツ少年団

８日(日) 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(１部)中越大会 和島球場 他 野球連盟

22日(日)･29日(日) 天皇賜杯全日本軟式野球大会長岡大会 越路河川球場 野球連盟
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

４日(土)･５日(日)
11日(土)

第77回国民体育大会新潟県大会 悠久山野球場 野球連盟

４日(土)･５日(日) 中越地区スポーツ少年団交流大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 他 スポーツ少年団

15日(水)･22日(水)
23日(木)

中越地区中学校軟式野球大会 悠久山野球場 他 中体連

19日(日)･26(日)
７月３日(日)

長岡市市長杯 和島球場 他 野球連盟

３日(日)～８月21日(日) ＢＳＮ旗争奪新潟県早起き野球選手権大会長岡大会 悠久山野球場 他 野球連盟

10日(日)･17日(日) 新潟県知事杯争奪軟式野球大会長岡大会 越路河川球場 他 野球連盟

23日(土)～30日(土) 第38回ライオンズクラブ旗争奪長岡市少年野球大会 悠久山野球場 他 野球連盟

24日(日)･31日(日) 中部日本都市対抗軟式野球大会長岡大会 和島球場 野球連盟

31日(日)
８月21日(日)･28日(日)

東日本軟式野球大会(２部)長岡大会 三島球場 他 野球連盟

７日(日)･14日(日) 東日本軟式野球大会(１部)長岡大会 中之島野球場 他 野球連盟

下旬～9月中旬 市民スポーツ祭軟式野球大会(一般) 河川公園野球場　他 野球連盟

中旬～ 長岡市スポーツ少年団新人交流大会 スポーツ広場 スポーツ少年団

25日(日) 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(１部)長岡大会 和島球場 他 野球連盟

10 ５日(水)･６日(木) 長岡市三島郡新人戦長岡大会 悠久山野球場 他 中体連

硬式野球

4 28日(木)～５月14日(土) 第146回北信越地区高等学校野球新潟県大会 悠久山野球場 他 高野連

7 ９日(土)～27日(水) 第104回全国高等学校野球選手権新潟大会 悠久山野球場 他 高野連

9 ８日(木)～26日(月) 第147回北信越地区高等学校野球新潟県大会 悠久山野球場 他 高野連

剣道

5 15日(日) 第55回謙信公祭剣道大会 栃尾体育館 栃尾剣道連盟

7 16日(土) 剣道昇級審査会･木刀講習会 市民体育館 長岡剣道会

24日(土) 日本剣道形講習会 和島体育館 三島剣道連盟

25日(日) 剣道昇段審査会 和島体育館 三島剣道連盟

未定 長岡まつり共催河井継之助蒼龍旗争奪剣道大会 市民体育館 長岡剣道会

６日(木) 長岡市三島郡中学校新人大会 栃尾体育館 中体連

８日(土) 剣道昇級審査会･木刀講習会 市民体育館 長岡剣道会

９日(土) 新潟県県スポーツ少年団交流大会 北部体育館 スポーツ少年団

３日(木祝) 市民スポーツ祭剣道大会 栃尾体育館 栃尾剣道連盟

３日(木祝) 剣道昇段審査事前講習会 市民体育館 長岡剣道会

５日(土) 日本剣道形講習会 南部体育館 長岡剣道会

６日(日) 剣道昇段審査会 南部体育館 長岡剣道会
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

12 18日(日) 新潟県合同稽古会 市民体育館 長岡剣道会

バドミントン

5 20日(金) 盛年バドミントン大会(隔月開催) 市民体育館 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

12日(日) 新潟県レディースクラブ対抗バドミントン大会 南部体育館 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

19日(日) 宝楼閣杯バドミントン大会 栃尾体育館 栃尾ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

22日(水)･23日(木) 中越地区中学校大会 南部体育館 中体連

7 ９日(土)･10日(日) 新潟県国体候補選手選考会(少年の部) 市民体育館 他 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

9 19日(月祝) 長岡地区レディースバドミントン大会 北部体育館 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

５日(水)･６日(木) 長岡市三島郡中学校新人大会 越路体育館 中体連

23日(日) 新潟県レディースバドミントン大会 南部体育館 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会

11 19日(土) 新潟県小学１･２･３年生バドミントン大会 市民体育館 県小学生連盟

体操

6 22日(水)･23日(木) 中越地区中学校大会 器械体操専用練習場 中体連

10 ６日(木) 長岡市三島郡中学校新人大会 器械体操専用練習場 中体連

12 ３日(土) 市民スポーツ祭体操競技大会 器械体操専用練習場 体操協会

ソフトボール

24日(日) 第４回シニアソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

30日(土)
５月１日(日)

第68回全日本総合男子ソフトボール大会新潟県予選会・第24
回北信越エルダーソフトボール大会新潟県予選会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

15日(日) 第60回会長旗・杯ソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

22日(日) 第37回西部ソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

28日(土)･29日(日)
第43回全日本クラブ男子ソフトボール大会北信
越予選会

ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

５日(日)･12日(日)
19日(日)

第69回市民スポーツ祭ソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

26日(日) 第25回長岡市内ソフトボール大会リーグ戦１日目 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

３日(日) 第60回市内選手権ソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

10日(日) 第25回長岡市内ソフトボール大会リーグ戦２日目 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

24日(日) 第６回長岡女子･高校生ソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

５日(金)～７日(日) 第66回中日本総合女子ソフトボール選手権大会一斑女子 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

20日(土)･21日(日)
27日(土)･28日(日)

第51回ナイターソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

10日(土)･11日(日) 令和４年度高等学校秋季地区大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

25日(日) 第25回長岡市内ソフトボール大会リーグ戦３日目 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

２日(日)･９日(日)
23日(日)

第50回長岡市長杯・議長杯ソフトボール大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

15日(土)～18日(火)
第41回高等学校男子・女子新人ソフトボール大会兼全
国高等学校選抜ソフトボール大会新潟県予選会

ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ協会

空手道

9 11日(日) ジュニア競技力向上事業講習会 市民体育館 空手道連盟

10 16日(日) 新潟県スポーツ少年団空手道大会 みしま体育館 スポーツ少年団

13日(日) 市民スポーツ祭空手道大会 市民体育館 空手道連盟

27日(日) ジュニア競技力向上事業第講習会 市民体育館 空手道連盟

1 22日(日) ジュニア競技力向上事業講習会 市民体育館 空手道連盟

2 26日(日) ジュニア競技力向上事業講習会 市民体育館 空手道連盟

バレーボール

24日(日)
中越自動車学校杯争奪新潟県中学校
バレーボール長岡大会

みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

24日(日) 家庭婦人バレーボール長岡地区審判講習会 浦体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

29日(金祝) 長岡市ソフトバレーボール連盟審判実技研修会 北部体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

７日(土) 長岡支部選抜中学校バレーボール大会 みしま体育館 他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

８日(日) 全国ママさんバレーボール大会長岡地区予選会 越路体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

14日(土) 長岡市民選手権バレーボール大会(中学校の部) みしま体育館 他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

29日(日) 全国ママさんバレーボール大会新潟県予選会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

５日(日) 全日本小学生バレーボール大会長岡地区大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

15日(水)
22日(水)･23日(木)

中越地区中学校大会 みしま体育館 他 中体連

19日(日) 県民スポーツの日記念バレーボール大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

２日(土) 新潟カップソフトバレーボールフェスティバル みしま体育館　他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

３日(日) 天皇杯・皇后杯全日本選手権大会新潟県大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

９日(土)･10日(日) トキめき長岡ジュニアバレー三島大会 みしま体育館 他 三島地区ｽﾎﾟｰﾂ協会

17日(日) 新潟日報杯争奪長岡地区親善バレーボール大会 北部体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

18日(月祝) フェニックスカップジュニアバレーボール大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

31日(日) 長岡支部ソフトバレーボール親睦大会 みしま体育館 他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

11日(木祝)･12日(金) 中越自動車学校杯争奪長岡市バレーボール男女優勝大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

20日(土) 市民スポーツ祭バレーボール大会(中学校女子の部) みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

21日(日) 市民スポーツ祭バレーボール大会(中学校男子の部) 中之島体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

27日(土) Ｕ－10キッズバレーボール大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

11日(日)
新潟県ソフトバレーボール大会兼北信越フェス
ティバル新潟県予選会

みしま体育館 他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

25日(日)
越後製菓カップ新潟県家庭婦人バレーボール
選手権大会長岡地区大会

北部体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

５日(水)･６日(木) 長岡市三島郡中学校新人大会 みしま体育館 他 中体連

10日(月祝) スポーツの日記念バレーボール大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

３日(木祝) すこやか第四北越銀行杯長岡地区大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

５日(土) 会長杯新潟県家庭婦人バレーボール選手権大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

20日(日) すこやか第四北越銀行杯新潟県大会 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

27日(日) しなの川カップソフトバレーボールフェスティバル 南部体育館　他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

1 14日(土) 新潟県小学生バレーボール新人大会シード決定戦 みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

４日(土) 新潟県小学生バレーボール新人大会長岡地区大会 市民体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

23日(木祝) 長岡市スポーツ少年団バレーボール交流大会 みしま体育館 スポーツ少年団

25日(土)･26日(日)
全国６人制バレーボールリーグ総合男女優勝大
会　女子決勝リーグ

みしま体育館 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

５日(日) イオンカップソフトバレーボールフェスティバル みしま体育館 他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

25日(土)･26日(日) 新潟県･近県小学生バレーボール錬成会 みしま体育館 他 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

ハンドボール

9 18日(日)･19日(月祝)
氣輪工業杯争奪新潟県高等学校ハンドボール交
流大会

みしま体育館 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会

10 ２日(日)･23日(日)
新潟県ハンドボール交流大会(成年)
市民スポーツ祭ハンドボール大会

みしま体育館 他 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会

11 ５日(土)･６日(日) 新潟県高等学校秋季ハンドボール大会 北部体育館 高体連

ゲートボール

13日(金) 2022㈱サン杯ゲートボール大会 すぱーく北陽 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

25日(水) 第27回にいがたねんりんピックゲートボール大会 陸上競技場 新潟県ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

16日(木) 第９回㈱福宝長岡店杯ゲートボール大会 陸上競技場 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

24日(金) 2022虹のかけ橋親善ゲートボール大会in長岡 すぱーく北陽 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

7 25日(月) 長岡まつり共催ゲートボール大会 陸上競技場 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

13日(火) 第１回長岡市近郷ゲートボール大会 すぱーく北陽 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

26日(月) 第69回市民スポーツ祭ゲートボール大会 陸上競技場 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

10 12日(水) 2022イオン杯親善ゲートボール大会in長岡 陸上競技場 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ連盟

太極拳

10 ８日(土) 市民スポーツ祭太極拳講習会 市民体育館 太極拳協会
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月 日(曜日) 大　会 ･ 行　事　名 会　場 主管団体

ダンス

6 11日(土) 長岡市社交ダンスパーティー① 北部体育館 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

9 ３日(土) 長岡市社交ダンスパーティー② 中之島体育館 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

９日(日) 第39回新潟県ダンススポーツ大会 市民体育館 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

22日(土) 長岡市社交ダンス連絡協議会ダンスパーティー 中之島体育館 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

11 ６日(日) アマチュア指導員協会ダンスパーティー 中之島体育館 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

2 23日(木祝) アマチュア指導員協会中越支部ダンスパーティー 中之島体育館 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

3 11日(土)
長岡市ダンススポーツ連盟
27周年社交ダンスパーティー

みしま体育館 ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ連盟

ゴルフ

5 ５日(木祝) 春の親善ゴルフ大会
長岡ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ長岡ｺﾞﾙﾌ倶楽部
ﾖﾈｯｸｽｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

ゴルフ協会

7 18日(月祝) 夏の親善ゴルフ大会 長岡ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 ゴルフ協会

10 10日(月祝) 秋の親善ゴルフ大会 長岡ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 ゴルフ協会

スポーツチャンバラ

5 22日(日)
第22回中越地区オープンスポーツチャンバラ選
手権大会

北部体育館 ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会

10 ２日(日) 第34回新潟県スポーツチャンバラ選手権大会 南部体育館 ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会

3 19日(日)
第69回長岡市民スポーツ祭兼第35回長岡市ス
ポーツャンバラ選手権大会

南部体育館 ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会

グラウンド･ゴルフ

4 21日(木) 市民スポーツ祭兼第10回長岡市民ＧＧ交歓大会 陸上競技場
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

12日(木) 第16回近隣市町村ＧＧ交歓大会 陸上競技場
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

19日(木) 第５回中越南部地区局長杯ＧＧ大会 国営越後丘陵公園
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

25日(水) トッピー杯ＧＧ大会 ふるさと交流広場
栃尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

２日(木) 第７回ローズ杯ＧＧ交歓大会 国営越後丘陵公園
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

15日(水) 道院高原杯ＧＧ大会 ふるさと交流広場
栃尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

17日(日) ミサワスポーツ杯ＧＧ大会
栃尾産業交流ｾﾝﾀｰ
｢おりなす芝広場｣

栃尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

27日(水) ふるさと交流広場納涼大会 ふるさと交流広場
栃尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

４日(日) 第９回中越ブロックレディスＧＧ交歓大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

17日(土) 第６回中越南部地区局長杯ＧＧ大会 陸上競技場
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

21日(水) ふるさと交流広場ＧＧ大会 ふるさと交流広場
栃尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

6
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７日(金) 第５回ニチヨーカップＧＧ in長岡 陸上競技場
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

12日(水) ＮＳＴ ＧＧ inとちお ふるさと交流広場
栃尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

15日(土) 第10回48ＨマラソンＧＧ交換大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

30日(日) 第18回協会加盟ＧＧ交換大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園
長岡ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

11 ９日(水) ふるさと紅葉ＧＧ交歓大会 ふるさと交流広場
栃尾ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
ｺﾞﾙﾌ協会

ラグビーフットボール

16日(土)･24日(日) 新潟県高等学校春季地区体育大会 ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

29日(金祝)･30日(土)
全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会
新潟県予選兼久代杯新潟県高等学校７人制ラグ
ビーフットボール大会

ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

7 16日(土)･17日(日) トンボカップ 上中越ラグビーフェスティバル ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園
ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

10 16日(日)
全国高等学校ラグビーフットボール大会　新潟
県大会

ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

11 ６日(日)
NHK杯新潟県高等学校ラグビーフットボール大会
兼全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
新潟県予選

ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園 高体連

12 10日(土)･11日(日) ラグビークリニック ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園
ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

2 12日(日) 第４回長岡市フェニックスカップ・タグラグビー交流大会 市民体育館
ﾗｸﾞﾋﾞｰ
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

空道

5 22日(日) 大道塾第20回長岡大会 市民体育館 空道協会

バトントワーリング

7 16日(土) 第12回新潟県バトン講習会 アオーレ長岡 ﾊﾞﾄﾝ協会

1 15日(日)
市民スポーツ祭兼
第12回新潟県バトンフェスティバル

アオーレ長岡 ﾊﾞﾄﾝ協会

インディアカ

３日(日) Ｃ級審判員フォローアップ研修会 中之島体育館 県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

17日(日) 春季親善交流大会(混合・シ混) 市民体育館 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

5 ８日(日) フェニックス杯(男子・女子・シ女) みしま体育館 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

6 26日(日) 第28回オールにいがた親善大会(５種目) みしま体育館 県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

8 ７日(日) 第69回市民スポーツ祭・第13回ときめき杯(混合・シ混) 市民体育館 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

11日(日) 第21回秋桜杯・第11回メンズチャンピオン 市民体育館 県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

25日(日) 2022県ミックス選手権(混合・シ混) みしま体育館 県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

11 20日(日) シャインカップ(混合) 北部体育館 ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会

パークゴルフ

6 19日(日) 長岡市長杯 国営越後丘陵公園 ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会

9 25日(日) 第８回新潟県パークゴルフ大会 国営越後丘陵公園 ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会
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その他

6 26日(日) 栃尾カップユニバーサルホッケー大会 栃尾体育館 栃尾ﾕﾆﾎｯｹｰｸﾗﾌﾞ

7 14日(木) 高齢者スポーツ大会 市民体育館
長岡市老人ｸﾗﾌﾞ
連合会長岡支部

9 25日(日)
令和４年度ながおかスポーツ･レクリエーション
フェスタ2022

アオーレ長岡 市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会

10 29日(土)･30日(日) 水中ホッケー日本選手権大会
ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽﾌｪﾆｯｸｽ
ﾌﾟｰﾙ

日本水中ｽﾎﾟｰﾂ連盟

3 18日(土) ジュニアスポーツフェスタ 市民体育館
スポーツ協会
スポーツ少年団
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