
伊達市総合体育館各種大会予約状況 2021/5/31

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　３．６．　５ 土 250 　　３．６．　５ 土 250

　　３．６．　６ 日 250 　　３．６．　５ 土 80

　　３．６．１２ 土 250 　　３．６．　６ 日 140

　　３．６．１３ 日 250 　　３．６．　６ 日 250

　　３．６．２０ 日 120

　　３．６．２７ 日 120

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　３．７．　３ 土 130 　　３．７．３１ 土 250

　　３．７．１１ 日 200

　　３．７．１７ 土 220

　　３．７．１８ 日 220

　　３．７．２４ 土 200

　　３．７．２５ 日 50

　　３．７．２６ 月 200

　　３．７．３１ 土 250

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　３．８．　１ 日 250 　　３．８．　１ 日 250

　　３．８．　２ 月 250 　　３．８．　２ 月 250

　　３．８．　６ 金 100 　　３．８．　７ 土 130

　　３．８．　７ 土 100 　　３．８．　８ 日 130

　　３．８．　８ 日 250 　　３．８． 　９ 月 130

　　３．８． ２０ 金 準備 　　３．８． 　９ 月 120

　　３．８． ２１ 土 300 　　３．８． １０ 火 120

　　３．８． ２２ 日 300 　　３．８． ２０ 金 準備

　　３．８． ２７ 金 200 　　３．８． ２１ 土 300

　　３．８．２９ 日 100 　　３．８． ２２ 日 300

　　３．８． ２４ 火 100

０７３０　～　１６００

２０００　～　２２００

０７３０　～　２２００第35回　ＮＨＫ杯室蘭地区小学生バレーボール大会

０８００　～　１８００

０８００　～　２２００高校弓道夏季錬成大会

０８００　～　１７００

第10回胆振中学校卓球競技大会

０９００　～　１７００

０８３０　～　１５００

使用時間

第3回小中学生卓球講習会

第74回北海道バドミントン選手権大会室蘭地区予選会(高校の部) ０８００　～　２２００

第32回北海道小学生バドミントン大会室蘭地区予選会 ０８００　～　１７００

　　７月予定

０９００　～　１７００

０８００　～　１７００

西胆振中学校体育大会　第10回バレーボール競技大会

西胆振中学校体育大会　第10回バレーボール競技大会 ０８００　～　２２００

大　　会　　名

０８００　～　１７００

第40回 中央区市民卓球大会　　中止 １８００　～　２１００

第61回　伊達市民卓球大会　　　中止

０８００　～　１９0０

０８００　～　１７００

０８００　～　１７００

　　７月予定

伊達市バドミントンフェスタ　　　中止

０８００　～　１９００室蘭連盟親善大会　　　　中止

使用時間

０８００　～　１７００

使用時間

サブアリーナ　　５月　３０日現在メインアリーナ　　　５月　　３０日現在

大　　会　　名

　　６月予定
使用時間 使用時間

　　６月予定

０８００　～　１７００

０８００　～　２２００

クローバーキャンプ2021 ０８００　～　２２００

クローバーキャンプ2021
０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

大高酵素杯第54回協会結成記念6人制バレーボール大会

大　　会　　名

第9回ホテルローヤル杯争奪伊達ミニバレーボール大会

室蘭地区ミニバス少年団全道大会出場チーム強化試合

　　８月予定
大　　会　　名

０８００　～　１７００

西胆振中学校体育大会　第10回バレーボール競技大会

西胆振中学校体育大会　第10回卓球競技大会

大　　会　　名

大　　会　　名

８００　～　２２００

使用時間

０９００　～　１７００第９回伊達フロアカーリング協会会長杯大会

　　８月予定

０８００　～　１３００

１３００　～　２２００
南部地区高等学校夏季弓道錬成大会

クローバーキャンプ2021 ０８００　～　２２００

クローバーキャンプ2021
０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

伊達市オープンバドミントン大会 ０８００　～　１９００

北海道公立学校教職委員互助会伊達市地区別レクリェーション大会 １３３０　～　１７３０

第46回全道ジュニア・バレーボールキャンプ（１次）

０８００　～　１７００

０７３０　～　２２００

全道ママさんバレーボール室蘭地区予選会　　中止

第35回　ＮＨＫ杯室蘭地区小学生バレーボール大会

２０００　～　２２００

０７３０　～　１６００



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2021/5/31

サブアリーナ　　５月　３０日現在メインアリーナ　　　５月　　３０日現在

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　３．９．　５ 日 100 　　３．９．１０ 金 150

　　３．９．　８ 水 400 　　３．９．１６ 木 400

　　３．９．１１ 土 200 　　３．９．１８ 土 400

　　３．９．１５ 水 400 　　３．９．１８ 土 200

　　３．９．１８ 土 400 　　３．９．１９ 日 200

　　３．９．１８ 土 200 　　３．９．２２ 水 400

　　３．９．１９ 日 200 　　３．９．２５ 土 400

　　３．９．２０ 月 220 　　３．９．２６ 日 150

　　３．９．２３ 木 140 　　３．９．２９ 水 200

　　３．９．２５ 土 120

　　３．９．２６ 日 120

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　３．１０．　２ 土 220 　　３．１０．　２ 土 200

　　３．１０．　３ 日 250 　　３．１０．　９ 土 170

　　３．１０．　６ 水 160 　　３．１０．１０ 日 170

　　３．１０．　９ 土 170 　　３．１０．１６ 土 250

　　３．１０．１０ 日 400 　　３．１０．１７ 日 250

　　３．１０．１０ 日 170 　　３．１０．２２ 金 500

　　３．１０．１６ 土 120 　　３．１０．２３ 土 500

　　３．１０．１７ 日 100 　　３．１０．２４ 日 500

　　３．１０．１７ 日 400

　　３．１０．１８ 月 400

　　３．１０．２２ 金 500

　　３．１０．２３ 土 500

　　３．１０．２４ 日 500

　　３．１０．３０ 土 300

　　３．１０．３０ 土 準備

　　３．１０．３１ 日 250

０８００　～　２２００

使用時間

０８００　～　２０００第25回ヨネックス杯高校バドミントン新人大会(団体戦)

０９００　～　１７００

１８００　～　２２００

第42回TSP杯西胆振中学校卓球大会

第25回ヨネックス杯高校バドミントン新人大会(個人戦)

伊達市長生大学運動会 ０８００　～　１３００

０８００　～　１７００

０８００　～　１7００

０８００　～　１７００

第13回室蘭民報社杯ママさんバレーボール大会 ０８００　～　１７００

第54回協会長杯争奪バレーボール大会

大　　会　　名

第70回　室蘭地区バドミントン選手権大会

伊達市スポーツ少年団体育祭　 ０８００　～　１３００

第70回　室蘭地区バドミントン選手権大会　　中止 １３００　～　２２００

第33回全国ママさんバレーボールいそじ大会　北海道予選会

１３００　～　２２００

１３００　～　１７００

大　　会　　名

第70回　室蘭地区バドミントン選手権大会　　中止 ０８００　～　２２００

伊達こども劇場 １５００　～　２２００

１３００　～　２２００
伊達市フォークダンス同好会創立34周年記念パーティー

０７３０　～　１３００

2021チャリティー サマーダンスパーティー

第69回胆振西部柔道大会兼第３回北海道柔道少年団交流会
１５００　～　２２００

虹の橋保育園　運動会　総練習

０７００　～　２０００

０９３０　～　１２００

　　１０月予定

０７３０　～　１３００

０８００　～　２２００

０８３０　～　１２００

使用時間

つつじ保育所　運動会　

０７００　～　２２００

０７００　～　１９００

第73回 南部地区秋季弓道大会
０８００　～　１７００

コスモス21記念式典及び祝賀会　　中止

第33回全国ママさんバレーボールいそじ大会　北海道予選会

０８００　～　１９００

第8回胆振フロアカーリング交流大会in伊達

第69回胆振西部柔道大会兼第３回北海道柔道少年団交流会

第74回全日本バレーボール高等学校選手権大会　室蘭地区予
選会

０８００　～　２２００

　　９月予定

０８００　～　１８００

くるみ保育所運動会　　総練習

使用時間

室蘭地区小学生クラウン商会杯バドミントン大会

くるみ保育所運動会　　 ０７３０　～　１３００

第70回　室蘭地区バドミントン選手権大会

虹の橋保育園　運動会　

０８００　～　１７００

ひまわり保育所運動会　総練習

ひまわり保育所　運動会

１５００　～　２２００

　　１０月予定

０７００　～　２０００

室蘭地区小学生チーム対抗バドミントン大会 ０８００　～　１８００

０７００　～　２２００

０７００　～　１９００

１３００　～　２２００

０７３０　～　１３００

大　　会　　名 使用時間

　　９月予定

０９００　～　１２００つつじ保育所　運動会　総練習

第12回湘南カップママさんバレーボール大会 ０８００　～　１７００

大　　会　　名

０８００　～　１２００

伊達市老人クラブ連合会 スポーツ大会 ０８００　～　１７００

１８００　～　２２００

０８００　～　１７００



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2021/5/31

サブアリーナ　　５月　３０日現在メインアリーナ　　　５月　　３０日現在

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　３．１１．　２ 火 準備 　　３．１１．　２ 火 準備

　　３．１１．　３ 水 600 　　３．１１．　３ 水 600

　　３．１１．　６ 土 160 　　３．１１．　６ 土 550

　　３．１１．　７ 日 150 　　３．１１．　６ 土 70

　　３．１１．１２ 金 500 　　３．１１．　７ 日 50

　　３．１１．１３ 土 500 　　３．１１．１２ 金 500

　　３．１１．１４ 日 500 　　３．１１．１３ 土 500

　　３．１１．２０ 土 120 　　３．１１．１４ 日 500

　　３．１１．２１ 日 100 　　３．１１．２１ 日 250

　　３．１１．２３ 火 120 　　３．１１．２８ 日 550

　　３．１１．２７ 土 120

　　３．１１．２８ 日 550

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　３．１２．　４ 土 250 　　３．１２．　５ 日 120

　　３．１２．　５ 日 160 　　３．１２．　５ 日 150

　　３．１２．１１ 土 220 　　３．１２．１１ 土 150

　　３．１２．１２ 日 220 　　３．１２．１９ 日 52

　　３．１２．１８ 土 100

　　３．１２．１９ 日 210

　　３．１２．２５ 土 190

　　３．１２．２６ 日 250

１８００　～　２１００

０７００　～　１８００
第55回 胆振学校剣道大会

大　　会　　名 使用時間

０８３０　～　１７００

１８００　～　２２００

　　１１月予定

　　１２月予定

１５００　～　２１００

道南ブロック小学生バレーボール大会

１８００　～　２２００

使用時間

　　１１月予定

０７００　～　１８００
第55回 胆振学校剣道大会

大　　会　　名

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

２０００　～　２２００

伊達市総合体育館まつり

０８００　～　１７００

　　１２月予定

０８００　～　１７００

第10回西胆振中学校新人バドミントン大会 ０８００　～　１８００

室蘭地区ミニバス少年団全道大会出場チーム強化試合

第6回西胆振スポーツ鬼ごっこ大会 ０８００　～　１５００

納射会０８００　～　１７００

０８００　～　１９００

０９００　～　１２００

第５４回北海道高等学校新人バドミントン大会　室蘭地区予選会（団
体戦）

伊達市総合体育館まつり

道南ブロック親善大会

０８００　～　１８００

伊達市障がい者スポーツ交流会

道南ブロック小学生バレーボール大会

２０００　～　２２００

室蘭地区高等学校バレーボール秋季大会

０８００　～　１７００

０８００　～　１８００

０８００　～　２２００

第11回アルファスポーツ杯争奪伊達ミニバレーボール大会

第40回北海道中学生新人バドミントン大会室蘭地区予選会

０８００　～　１９００

０８３０　～　１５００

第３３回全道U-18フットサル選手権大会室蘭地区予選会兼JFA第７
回全日本U-18フットサル選手権大会室蘭地区予選会

あかつきアリーナ室内陸上競技選手権 ０８００　～　１５００

第54回北海道高等学校新人バドミントン大会（個人戦）

伊達市スポーツ少年団体力テスト

０８００　～　１２００ 中央区市民ミニバレーボール大会

使用時間

2021チャリティー Ｘｍａｓダンスパーティー １３００　～　１７００

０８００　～　１７００

０８００　～　１７００

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００第27回室蘭地区レディース連盟会長杯争奪大会

ダンスパーティー

2021年度　小学生バレーボール教室

大　　会　　名

第43回　会長杯争奪卓球大会

０８００　～　１７００ １２００　～　１７００

０８００　～　１３００

スポーツフェスティバル2021

第17回 わっくわっく広場交流大会

使用時間大　　会　　名



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2021/5/31

サブアリーナ　　５月　３０日現在メインアリーナ　　　５月　　３０日現在

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　４．１．　７ 金 600 　　４．１．　７ 金 600

　　４．１．　８ 土 600 　　４．１．　８ 土 600

　　４．１．　９ 日 600 　　４．１．　９ 日 600

　　４．１．１０ 月 120 　　４．１．１０ 月 120

　　４．１．１１ 火 120 　　４．１．１１ 火 120

   ４．１．１６ 日 120      ４．１．１６ 日 120

 　４．１．２３ 日 60

　４．１．３０ 日 120

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　４．２．　５ 土 220 　　４．２．　５ 土 220

　　４．２．　６ 日 220 　　４．２．　５ 土 40

　　４．２．１１ 金 210 　　４．２．　６ 日 220

　　４．２．１２ 土 110 　　４．２．２５ 金 500

　　４．２．１３ 日 100 　　４．２．２６ 土 500

　　４．２．１９ 土 110

　　４．２．２０ 日 100

　　４．２．２５ 金 500

　　４．２．２６ 土 500

　　４．２．２７ 日 200

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　４．３．　５ 土 310 　　４．３．　５ 土 310

　　４．３．　６ 日 50 　　４．３．１３ 日 100

　　４．３．１２ 土 第20回アルファスポーツ杯小学生バドミントン大会 130 　　４．３．１５ 火 50

　　４．３．１３ 日 第18回伊達市地域交流レディースバレーボール大会 100

　　４．３．２０ 日 第45回　吉田杯インドア選手権ソフトテニス大会 60

　　４．３．２１ 月 第45回　吉田杯インドア選手権ソフトテニス大会 60

　　４．３．２７ 日 50

　　２月予定

０８００　～　１８００

　　１月予定

南部地区高等学校冬季弓道錬成大会
０８００　～　２２００

０８００　～　１８００

０８００　～　２２００

　　１月予定
大　　会　　名

第５６回室蘭地区バドミントン協会長杯争奪バドミントン大会兼第２１
回ゴーセン杯争奪バドミントン競技会(中学生の部)

第31回ニッタク杯西胆振中学校卓球大会

大　　会　　名

０８００　～　１８００

第6回村田カップダブルス選手権大会

令和3年度　伊達市防災総合訓練（予定）

第6回　ちびっこフットサル（Ｕ-9）交流大会

第7回　伊達市フロアカーリング協会会長杯争奪大会 ０９００　～　１７００

使用時間

第17回伊達市地域交流レディースバレーボール大会

使用時間

第回中央区スポンジテニス交流会

使用時間

　　２月予定

第24回秦俊典杯争奪卓球大会

第49回市民300歳バレーボール大会 ０９００　～　１７００

第５６回室蘭地区バドミントン協会当杯争奪バドミントン大会兼第２１
回ゴーセン杯争奪バドミントン抗議会(中学生の部)

大　　会　　名使用時間

０８００　～　２０００

０８００　～　１８００

０８００　～　２２００

０８００　～　２０００

第９回伊達市交流ファミリーバドミントン大会

０７３０　～　１７００第36回伊達市トリムバレーボール大会

０８００　～　１７００

０８００　～　２２００

第8回　市民交流スポンジテニス大会 ０８００　～　１３００

　　３月予定

１８００　～　２１００

０８００　～　２２００

第5回伊達インターリーグミニバスケットボール大会

室蘭社会人サッカー連盟室内サッカー大会

第41回胆振西部高校生インドアソフトテニス大会 ０８００　～　１９００

０８００　～　１７００

０８００　～　１７００

第5回伊達インターリーグミニバスケットボール大会

０８００　～　１８００

第17回　北海道高等学校バレーボール新人大会　室蘭地区予
選会

　　３月予定

第6回　ちびっこフットサル（Ｕ-9）交流大会 ０８００　～　１７００

使用時間大　　会　　名

０７００　～　１７００

０８００　～　１７００

０８００　～　１９００

０８００　～　１９００

第５４回室蘭地区バドミントン協会長杯争奪バドミントン大会　兼　第
２１回ゴーセン杯争奪バドミントン競技会(中学生の部)

０８００　～　１８００

０８００　～　１７００

０７００　～　１７００

０８００　～　２２００

大　　会　　名

０８００　～　１７００

０８００　～　１９００

０８００　～　２２００

令和3年度　伊達市防災総合訓練（予定）
０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

第56回会長杯小学生の部第23回ゴーセン杯バドミントン大会

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

第17回胆振西部中学生インドアソフトテニス大会

室蘭社会人サッカー連盟室内サッカー大会

大　　会　　名 使用時間

０８００　～　１８００

０８００　～　１９００


