
伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

５．４．　１ 土 準備 ５．４．　１ 土 準備

５．４．　２ 日 150 ５．４．　２ 日 150

５．４．１５ 土 120 ５．４．　7 金 準備

５．４．１６ 日 1500 ５．４．　8 土 50

５．４．２２ 土 ５．４．　9 日 100

５．４．２３ 日 ５．４．　10 月 撤収

５．４．２９ 土 120 ５．４．１５ 土 準備

５．４．３０ 日 120 ５．４．１６ 日 第36回　春一番　伊達ハーフマラソン 1500

５．４．２１ 金 準備

５．４．２２ 土 50

５．４．２３ 日 100

５．４．２４ 月 撤収

５．４．３０ 日 120

０８００　～　１７００

０８００　～　１８００

使用時間

１7００　～　２２００

０７００　～　２０００

０８００　～　１７００

０９００　～　２２００

０９００　～　２２００

０９００　～　１２００

０９００　～　２２００

０７３０　～　１７００

120

０８００　～　１７００

令和5年度　室蘭地区春季大会高等学校バレーボール大会

2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　

第１８回室蘭地区高校春季団体戦＆２部シングル ０８００　～　２２００

０８００　～　１８００

第７８回国民体育大会バドミントン競技室蘭地区予選会（高校の部） ０８００　～　２２００

北海道知事・北海道議会議会議員選挙（開票事務）

第3４回　南部地区高等学校対抗弓道大会

３月　

日胆柔道スポーツ少年団交流大会文部科学大臣杯争奪北整
選抜少年柔道大会選考会

第１回　北海道柔道少年団　団体選手権
１7００　～　２２００

０７００　～　２０００

子育て支援センター「えがおの運動会」

　　４月予定 　　４月予定
大　　会　　名 使用時間

第36回　春一番　伊達ハーフマラソン

大　　会　　名

０９００　～　２２００

０９００　～　２２００

第3４回　南部地区高等学校対抗弓道大会 ０８００　～　１８００

０９００　～　２２００

０９００　～　１２００

伊達市長及び伊達市議会議員選挙（開票事務）



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　 ３月　

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．５．３ 水 450 　　５．５．７ 日 100

　　５．５．４ 木 450 　　５．５．１３ 土 準備

　　５．５．５ 金 450 　　５．５．１４ 日 1030

　　５．５．６ 土 170 　　５．５．１８ 木 準備

　　５．５．７ 日 100 　　５．５．１９ 金 500

　　５．５．１３ 土 200 　　５．５．２０ 土 500

　　５．５．１３ 土 準備 　　５．５．２１ 日 500

　　５．５．１４ 日 1030 　　５．５．２４ 水 170

　　５．５．１８ 木 準備 　　５．５．２５ 木 170

　　５．５．１９ 金 500 　　５．５．２６ 金 170

　　５．５．２０ 土 500 　　５．５．２９ 月 200

　　５．５．２１ 日 500 　　５．５．３０ 火 200

　　５．５．２４ 水 170 　　５．５．３１ 水 200

　　５．５．２５ 木 170

　　５．５．２６ 金 170

　　５．５．２７ 土 100

　　５．５．２８ 日 100

　　５．５．２９ 月 200

　　５．５．３０ 火 200

　　５．５．３１ 水 200

０８００　～　１７００

０７００　～　１８００

０８００　～　２２００

令和5年度　第10回室蘭地区ジュニアバスケットボール・チャレ
ンジマッチ ０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

０８００　～　１７0０

０８００　～　１８００

０８００　～　１７００

０８００　～　２２００
令和５年度　室蘭支部高等学校弓道競技選手権大会　兼　第69
回北海道高等学校体育大会弓道競技大会室蘭支部予選会

令和５年度　第75回北海道高等学校体育連盟室蘭支部バドミン
トン選手権大会　　　中止

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

大　　会　　名

　　５月予定　　　　サブアリーナ
大　　会　　名 使用時間

第47回ヤサカ杯西胆振中学校卓球大会

第5回いぶり腎泌尿器科クリニックママさんバレーボール

０８００　～　１７００

１８００　～　２２００

第10回　会長杯争奪伊達ミニバレーボール大会

０８００　～　１８００

０８００　～　２２００

第12回春季西胆振中学校バドミントン大会 ０８００　～　１８００

第23回全国小学生ABCバトミントン大会・南北海道予選会室蘭
地区予選会

第65回　道南地区剣道大会

北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会

１３００　～　２２００

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

０７００　～　１８００

　　５月予定　　　　　メインアリーナ

室蘭地区ママさんバレーボール研修会(実技） ０８００　～　１７００

使用時間

０８００　～　２２００

１８００　～　２２００
第65回　道南地区剣道大会

０８００　～　１８００

北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

令和５年度　室蘭支部高等学校弓道競技選手権大会兼第69
回北海道高等学校体育大会弓道競技大会室蘭支部予選会

０８００　～　２２００

０８００　～　１８００

令和５年度　第75回北海道高等学校体育連盟室蘭支部バドミ
ントン選手権大会　　　　　中止

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

１３００　～　２２００



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　 ３月　

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．６．　１ 木 500 　　５．６．　１ 木 500

　　５．６．　３ 土 250 　　５．６．　３ 土 250

　　５．６．　４ 日 50 　　５．６．　３ 土 250

　　５．６．１０ 土 250 　　５．６．１０ 土 250

　　５．６．１１ 日 250 　　５．６．１１ 日 250

　　５．６．１７ 土 250 　　５．６．１７ 土 250

　　５．６．１８ 日 250 　　５．６．１８ 日 250

　　５．６．２４ 土 100

　　５．６．２５ 日 100

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．７．　１ 土 250 　　５．７．　１ 土 170

　　５．７．　２ 日 250 　　５．７．　２ 日 170

　　５．７．　８ 土 220

　　５．７．　９ 日 200

　　５．７．１５ 土 50

　　５．７．１６ 日 220

　　５．７．２２ 土 50

　　５．７．２３ 日 100

　　５．７．２６ 水 200

令和5年度　西胆振中学校体育大会
第12回バスケットボール競技大会

令和5年度　西胆振中学校体育大会
第12回バドミントン競技大会

０７３０　～　２２００

０７３０　～　１８００

令和5年度　西胆振中学校体育大会
第12回バドミントン競技大会

０７３０　～　２２００

０７３０　～　１８００

第76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)

令和5年度　西胆振中学校体育大会
第12回バスケットボール競技大会

中央区市民卓球大会

０７３０　～　２２００

１８００　～　２１００

０８００　～　１９００

大　　会　　名

小・中学生卓球講習会　　日程変更

令和5年度　西胆振中学校体育大会
第12回バスケットボール競技大会

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

大　　会　　名

使用時間

０７３０　～　２２００
令和5年度　西胆振中学校体育大会
第12回バスケットボール競技大会

伊達市民卓球大会

大　　会　　名

北海道小学生バドミントン大会室蘭地区予選会

　　７月予定　　　　メインアリーナ

０８００　～　１７００

令和5年度　胆振中学校体育大会
第12回バスケットボール競技大会

使用時間

０８００　～　２２００

０８００　～　２１００北海道バドミントン選手権大会　室蘭地区予選会

第11回ホテルローヤル杯争奪伊達ミニバレーボール大会

伊達市バドミントンフェスタ

令和５年度　第７５回北海道高等学校体育連盟室蘭支部バドミ
ントン選手権大会　　中止

　　６月予定　　　　　メインアリーナ

０８００　～　２２００

大　　会　　名

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

大高酵素杯協会結成記念6人制バレーボール大会

室蘭地区ミニバス少年団全道大会出場チーム強化練習合

０８００　～　１７００

小・中学生卓球講習会 ０８００　～　１７００

使用時間

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

　　７月予定　　　　サブアリーナ

令和5年度　胆振中学校体育大会
第12回スケットボール競技大会

０７３０　～　１８００

０８３０　～　１５００

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

０７３０　～　２２００

０８００　～　２２００

使用時間

　　６月予定　　　　サブアリーナ

令和５年度　第７５回北海道高等学校体育連盟室蘭支部バド
ミントン選手権大会



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　 ３月　

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．８．　1 火 100 　　５．８．　1 火 100

　　５．８．　２ 水 100 　　５．８．　２ 水 100

　　５．８．　３ 木 100 　　５．８．　３ 木 100

　　５．８．　４ 金 250 　　５．８．　７ 月 250

　　５．８．　５ 土 250 　　５．８．　８ 火 250

　　５．８．　６ 日 250 　　５．８．　９ 水 250

　　５．８．１８ 金 100 　　５．８．　９ 水 250

　　５．８．１８ 金 準備 　　５．８．　１０ 木 250

　　５．８．１９ 土 300 　　５．８．１８ 金 準備

　　５．８．２０ 日 300 　　５．８．１９ 土 300

　　５．８．２５ 金 500 　　５．８．２０ 日 300

　　５．８．２６ 土 500 　　５．８．２５ 金 500

　　５．８．２７ 日 100 　　５．８．２６ 土 500

　　５．８．２９ 火 100

北海道公立学校教職員互助会伊達市地区別レクリェーション大会 １３００　～　１７００

クローバーキャンプ２０２３（バスケット）

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

クローバーキャンプ２０２３（バスケット）

伊達市オープンバドミントン大会

令和５年度　伊達市総合防災訓練（予定）
０８００　～　２２００

使用時間

１７００　～　２２００

２０００　～　２２００
高校弓道夏季錬成大会

０８００　～　１７００

０７００　～　２２００

　　８月予定　　　　メインアリーナ
大　　会　　名

全道ママさんバレーボール　室蘭地区予選会

第５０回全道ジュニアバレーボールキャンプ（１次）

２０００　～　２２００

０９００　～　１７００

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

使用時間

　　８月予定　　　　サブアリーナ
大　　会　　名

令和5年度　南部地区高等学校夏季弓道錬成大会 ０８００　～　２２００

０８００　～　１９００

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

０７００　～　２２００

０７００　～　２２００

０８００　～　１７００

０８００　～　１７００

０７００　～　１７００

伊達フロアカーリング協会会長杯大会

第37回　ＮＨＫ杯室蘭地区小学生バレーボール大会

第37回　ＮＨＫ杯室蘭地区小学生バレーボール大会

０７００　～　１７００

０８００　～　２２００

０８００　～　１９0０
令和５年度　伊達市総合防災訓練（予定）

０８００　～　２２００

０７００　～　２２００



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　 ３月　

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．９．　２ 土 250 　　５．９．　９ 土 50

　　５．９．　３ 日 100 　　５．９．１６ 土 準備

　　５．９．　６ 水 80 　　５．９．１７ 日 200

　　５．９．　９ 土 220 　　５．９．１８ 月 200

　　５．９．１０ 日 220 　　５．９．２４ 日 100

　　５．９．１５ 金 400 　　５．９．２８ 木 練習

　　５．９．１６ 土 400 　　５．９．３０ 土 50

　　５．９．１６ 土 準備

　　５．９．１７ 日 200

　　５．９．１８ 月 200

　　５．９．２３ 土 140

　　５．９．２４ 日 120

　　５．９．２９ 金 準備

　　５．９．３０ 土 170

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．１０．１ 日 170 　　５．１０．４ 水 練習

　　５．１０．６ 金 160 　　５．１０．７ 土 200

　　５．１０．７ 土 250 　　５．１０．８ 日 250

　　５．１０．８ 日 250 　　５．１０．２２ 日 250

　　５．１０．９ 月 500

　　５．１０．１４ 土 100

　　５．１０．１５ 日 100

　　５．１０．２１ 土 120

　　５．１０．２２ 日 250

　　５．１０．２８ 土 200

　　５．１０．２８ 土 準備

　　５．１０．２９ 日 250

０８００　～　１２０００８００　～　１７００

長生大学運動会 ０８００　～　１３００

第43回VICTAS杯西胆振中学校卓球大会
第43回伊達市内小学生卓球大会

ウインターカップ中学生バスケ大会室蘭地区予選会

ひまわり保育所　運動会　　

０８００　～　１７００

第56回協会長杯結成記念６人制バレーボール大会

第２７回ヨネックス杯高校バドミントン新人大会(個人戦)

伊達市老人クラブ連合会　第３３回スポーツ大会

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

０７００　～　２２００

第1５回湘南カップママさんバレーボール大会

使用時間大　　会　　名

０８００　～　２２００

　　１０月予定　　　　サブアリーナ

第74回 南部地区秋季弓道大会

０８００　～　１３００

使用時間

第73回　室蘭地区バドミントン選手権大会

使用時間

大　　会　　名

第71回胆振西部柔道大会兼第5回北海道柔道少年団交流会

０８００　～　１７００

０８００　～　１７００

室蘭地区小学生チーム対抗バドミントン大会

第２７回ヨネックス杯高校バドミントン新人大会(団体戦)

　　１０月予定　　　メインアリーナ

北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団バレーボール交流大会　胆振予選会　　中止

０８００　～　２２００

第１４回室蘭民報社杯ママさんバレーボール大会

ウインターカップ中学生バスケ大会室蘭地区予選会

０８００　～　１８００

０８００　～　２２００

伊達市スポーツ少年団体育祭

０８００　～　１７００

０８００　～　１７００

０８００　～　２２００

　　９月予定　　　　サブアリーナ

１５００　～　２２００
第71回胆振西部柔道大会兼第5回北海道柔道少年団交流会

０７００　～　２２００

ウィンターカップ中学生バスケ大会　室蘭地区予選会

食とストレッチと健康のお話し ０８００　～　１２００

　　９月予定　　　　メインアリーナ

北海道ｽﾎﾟｰﾂ少年団バレーボール交流大会　胆振予選会   中止

大　　会　　名 使用時間大　　会　　名

０８００　～　１２００

つつじ保育所　運動会　 ０７３０　～　１３００

室蘭地区ママさんバレボール研修会 ０８００　～　１７００

１８００　～　２２００

ウィンターカップ中学生バスケ大会　室蘭地区予選会

０８３０　～　１２００

第１０回　胆振フロアカーリング交流大会in伊達

くるみ保育所運動会
虹の橋保育園　運動会　

第7６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

室蘭地区小学生バドミントン大会兼クラウン商会杯バドミントン大会

０７３０　～　１２００

０７３０　～　１３００

０８００　～　２１００

０８３０　～　２２００

１５００　～　２２００

０７３０　～　１３００

０８００　～　２２００第73回　室蘭地区バドミントン選手権大会

０８００　～　２２００

０８００　～　１７００

０８００　～　１7００

１８００　～　２２００

０８００　～　２２００



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　 ３月　

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．１１．２ 木 準備 　　５．１１．３ 金 600

　　５．１１．３ 金 600 　　５．１１．４ 土 550

　　５．１１．４ 土 160 　　５．１１．４ 土 70

　　５．１１．５ 日 150 　　５．１１．５ 日 100

　　５．１１．１１ 土 200 　　５．１１．１１ 土 100

　　５．１１．１２ 日 100 　　５．１１．２６ 日 550

　　５．１１．１８ 土 200

　　５．１１．１９ 日 120

　　５．１１．２３ 木 150

　　５．１１．２５ 土 120

　　５．１１．２６ 日 550

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　５．１２．２ 土 250 　　５．１２．３ 日 120

　　５．１２．３ 日 160 　　５．１２．９ 土 100

　　５．１２．９ 土 200 　　５．１２．２４ 日 52

　　５．１２．１０ 日 120

　　５．１２．１６ 土 100

　　５．１２．１７ 日 220

　　５．１２．２３ 土 190

伊達市総合体育館まつり

０８００　～　１２００

わっくわっく広場交流大会

西胆振小学生スポーツ鬼ごっこ大会 ０８００　～　１７００

０８００　～　２０００

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 ０８００　～　１７００ 伊達市総合体育館まつり ０８００　～　１７００

ＮＨＫ杯争奪胆振中学校新人バドミントン大会 ０８００　～　１８００

第55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（個人戦）

０８００　～　２０００

使用時間

室蘭地区高等学校秋季バレーボール大会

室蘭地区高等学校秋季バレーボール大会

第57回 胆振学校剣道大会

第4２回ＮＨＫ杯胆振中学生新人バドミントン大会

大　　会　　名

０８００　～　１８００

第12回西胆振中学校新人バドミントン大会

あかつきアリーナ室内陸上記録会

０７００　～　１８００

第14回伊達市障がい者スポーツ交流会

第43回　会長杯争奪卓球大会

2023年度　室蘭地区小学生バレーボール教室

第35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11回
全日本U-18フットサル選手権大会室蘭地区予選会

０８３０　～　１５００

大　　会　　名

室蘭地区ミニバス少年団全道大会出場チーム強化試合

使用時間

　　１２月予定　　　メインアリーナ

０８００　～　１７００

０８００　～　１９００

０８００　～　１７００

０８００　～　１５００

使用時間

大　　会　　名

中央区市民ミニバレーボール大会 １８００　～　２２００

０９００　～　１７００

０８３０　～　１７００

０８００　～　１８００

０８００　～　１３００

　　１２月予定　　　　サブアリーナ

ウェルネスプラス２０２３スポーツフェスティバル １３００　～　１７００

納射会

０７００　～　１８００

スポーツ鬼ごっこ交流会

０８００　～　１７００

伊達市スポーツ少年団体力テスト

第２９回室蘭地区レディース連盟会長杯争奪大会

０９００　～　１２００

０８００　～　１８００

　　１１月予定　　　　サブアリーナ
大　　会　　名 使用時間

　　１１月予定　　　メインアリーナ

第57回 胆振学校剣道大会

０７３０　～　１７００

第44回道南ブロック親善大会（バレーボール）

０８００　～　２２００

１８００　～　２２００



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　 ３月　

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　６．１．５ 金 300 　　６．１．５ 金 300

　　６．１．６ 土 300 　　６．１．６ 土 300

　　６．１．７ 日 300 　　６．１．７ 日 300

　　６．１．１２ 金 120 　　６．１．　８ 月 300

　　６．１．１３ 土 120 　　６．１．　９ 火 300

　　６．１．１４ 日 120 　　６．１．１４ 日 120

　　６．１．２１ 日 120

　　６．１．２７ 土 200

　　６．１．２８ 日 60

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　６．　２．３ 土 300 　　６．　２．３ 土 300

　　６．　２．４ 日 220 　　６．　２．　３ 土 40

　　６．　２．１０ 土 110 　　６．　２．１２ 月 300

　　６．　２．１１ 日 100 　　６．　２．１5 木 50

　　６．　２．１２ 月 300 　　６．　２．１８ 日 41

　　６．２．１７ 土 110 　　６．２．２０ 火 60

　　６．２．１８ 日 100

　　６．２．２３ 金 110

　　６．２．２４ 土 600

　　６．２．２５ 日 600

　　２月予定　　　　メンアリーナ

丸山杯新春インドアソフトテニス大会

０８００　～　１７００

使用時間

第９回伊達市バドミントン協会会長杯

０８００　～　１７００

０８００　～　１８００

０８００　～　１７００

０８００　～　２２００

第34回ニッタク杯西胆振中学校卓球大会

０９００　～　１７００第51回市民300歳バレーボール大会

０８００　～　１７００

第２６回秦俊典杯争奪卓球大会 ０８００　～　１８００

０８００　～　１９００

使用時間

　　１月予定　　　　メインアリーナ

０８００　～　２２００

０８００　～　１８００

室蘭地区ママさんバレーボール研修会（実技） ０８００　～　１７００

室蘭社会人サッカー連盟室内サッカー大会

　　２月予定　　　　サブアリーナ

令和５年度　南部地区高等学校冬季弓道錬成大会

使用時間

０８００　～　２２００

１２００　～　１７００

大　　会　　名

　　１月予定　　　　サブアリーナ

１８００　～　２１００

室蘭社会人サッカー連盟室内サッカー大会

第37回伊達市トリムバレーボール大会

０８００　～　２２００

０８００　～　２２００

０８００　～　１８００

インターリーグミニバスケットボール大会 インターリーグミニバスケットボール大会

大　　会　　名

０８００　～　２０００

大　　会　　名

第58 回室蘭地区バドミントン協会会長杯争奪バドミントン大会
兼第２５回ゴーセン杯争奪バドミントン競技会（中学生の部）

０８００　～　１８００
第58 回室蘭地区バドミントン協会会長杯争奪バドミントン大会
兼第２５回ゴーセン杯争奪バドミントン競技会（中学生の部）

０８００　～　１８００

大　　会　　名

室蘭地区ゴーセン杯小学生バドミントン大会 ０８００　～　２１００

ファイヤーリーグ（フットサル）
０８００　～　１７００

第８回室蘭地区高校生ダブルス選手権大会 ０８００　～　２２００

第58 回室蘭地区バドミントン協会会長杯争奪バドミントン大会
兼第２５回ゴーセン杯争奪バドミントン競技会（中学生の部）

０８００　～　１８００

第1９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

０８００　～　１８００

中央区スポンジテニス交流会

使用時間

０８００　～　１７００

０８００　～　１８００

第１９回胆振西部中学生インドアソフトテニス大会 ０８００　～　１９００

伊達市老人クラブ連合会女性部ゲーム大会０７３０　～　１７００

第58 回室蘭地区バドミントン協会会長杯争奪バドミントン大会
兼第２５回ゴーセン杯争奪バドミントン競技会（中学生の部）

伊達フロアカーリング協会　会長杯交流大会 ０８００　～　１７００



伊達市総合体育館各種大会予約状況 2023/3/16

１６日現在2023年度　メインアリーナ　　　　 ３月　 １６日現在 2023年度　サブアリーナ　 ３月　

大会月日 曜日 人員数 大会月日 曜日 人員数

　　６．３．　１ 土 100 ６．３．１０ 日 100

　　６．３．　３ 日 50 ６．３．１６ 土 100

　　６．３．　９ 土 アルファスポーツ杯小学生バドミントン大会 130 ６．３．３０ 土 準備

　　６．３．１０ 日 第21回伊達市地域交流レディースバレーボール大会 100 ６．３．３１ 日 150

　　６．３．１６ 土 100

　　６．３．１７ 日 80

　　６．３．１６ 土 600

　　６．３．１７ 日 600

　　６．３．２０ 水 60

　　６．３．２３ 土 60

　　６．３．２４ 日 50

６．３．３０ 土 準備

６．３．３１ 日 150

第47回　吉田杯インドア選手権ソフトテニス大会（一般女子・シニアの部）

０８００　～　２１００

第1１回　市民交流スポンジテニス大会 ０７３０　～　１３００

　　３月予定　　　メインアリーナ

０８００　～　１９００

０７００　～　１７００

第2回伊達市交流モルック大会 ０８００　～　１７００

使用時間大　　会　　名

０８００　～　１９００

胆振小学生バレーボールＪｒ交流大会

第47回　吉田杯インドア選手権ソフトテニス大会（一般男子の部）

大　　会　　名

　　３月予定　　　　サブアリーナ

０７３０　～　１８００

使用時間

０８００　～　１７００

日胆柔道スポーツ少年団交流大会文部科学大臣杯争奪北整選
抜少年柔道大会選考会

１８００　～　２２００

０７００　～　１７００

日胆柔道スポーツ少年団交流大会文部科学大臣杯争奪北整
選抜少年柔道大会選考会

１８００　～　２２００

０７００　～　１７００

北海道高校インドアソフトテニス大会   キャンセル
０７３０　～　２２００

０９００　～　１７００伊達・室蘭フロアカーリング協会交流大会

第７回　ＤＡＴＥカップ　Ｕ－９フットサル大会 ０８００　～　１７００ 第21回伊達市地域交流レディースバレーボール大会 ０７００　～　１７００

胆振小学生バレーボールＪｒ交流大会 ０８００　～　１７００


