
【R4.9.5現在】

期日 開催市町 場所 期日 開催市町 場所 期日 開催市町 場所

1 陸上競技 9月25日(日) 山口市 維新みらいふスタジアム 10月29日(土)・30日(日) 山口市 維新みらいふスタジアム 9月25日(日) 山口市 維新みらいふスタジアム

2 水泳 9月25日(日) 山口市  山口きらら博記念公園水泳プール 9月24日（土）・25日（日） 山口市  山口きらら博記念公園水泳プール

3 サッカー 12月3日（土）・4日（日） 防府市 防府スポーツセンター 1月27日(金)～2月6日(月) 防府市
キリンレモンスタジアム
人工芝多目的グラウンド　他

9月23日（金・祝） 山口市 阿知須元気ランド

【個人】
9月16日(金)～18日(日)

山口市 維新百年記念公園テニス場

【団体】
10月22日(土)･23日（日）

宇部市 宇部市中央公園テニスコート

5 ボート 10月22日(土)・23日(日) 下関市 豊田湖ボート場 10月22日(土)・23日(日) 下関市 豊田湖ボート場

6 ホッケー 11月3日（木・祝） 岩国市 玖珂総合公園人工芝グラウンド 9月10日（土）・11日（日） 岩国市 玖珂総合公園人工芝グラウンド

7 ボクシング 10月30日(日) 山口市
山口県立防府高等学校
佐波分校武道場

10月30日(日) 山口市
山口県立防府高等学校
佐波分校武道場

8 バレーボール
一般　　11月6日(日)

ママさんの部  10月23日（日）
山口市
柳井市

やまぐちリフレッシュパーク
バタフライアリーナ

1月14日(土)・20日(金)
・21日(土)

山口市
防府市

維新百年記念公園維新大晃アリーナ
キリンレモンスタジアムソルトアリーナ 9月23日（金・祝）

宇部市
山陽小野田市

宇部市内小学校
山陽小野田市民体育館

9 体操 11月5日（土）・6(日) 下関市

5・6日：体操
山口県立豊浦高校体操場
6日：新体操
山口県立下関南高校体育館

11月5日（土）・6日（日） 下関市

5・6日：体操
山口県立豊浦高校体操場
6日：新体操
山口県立下関南高校体育館

10 バスケットボール 10月10日（月・祝） 周南市
鹿野総合体育館
周南市学び・交流プラザ
新南陽体育センター

1月21日（土） 周南市
キリンビバレッジ周南総合スポーツ
センター

9月23日（金・祝） 周南市
キリンビバレッジ周南総合スポー
ツ
センター

11 レスリング 11月6日（日） 光市 山口県スポーツ交流村体育館 11月5日（土）・6日（日） 光市 山口県スポーツ交流村体育館 11月6日（日） 光市 山口県スポーツ交流村

12 セーリング 11月6日（日） 下関市 下関市吉見　古宿海岸 11月12日(土) 周防大島町
大島商船高等専門学校
ヨットハーバー

13 ウエイトリフティング 11月13日(日) 下関市 山口県立下関工科高等学校 11月13日(日) 下関市 山口県立下関工科高等学校

14 ハンドボール 9月10日（土）・11日（日） 山口市 維新大晃アリーナ 11月12日(土)～14日(月) 周南市
キリンビバレッジ周南総合スポーツ
センター
下松工業高校

15 自転車競技 10月9日（日）・10日(月・祝) 周南市 周南市緑地運動公園内特設コース 10月9日（日）・10日(月・祝) 周南市 周南市緑地運動公園内特設コース

 【ダブルス】11月5日（土）・6日（日）  周南市山口市  キリンビバレッジ周南庭球場維新百年記念公園テニスコート

 【団体】11月12日（土）・13日（日） 宇部市 宇部市中央公園テニスコート

 【シングルス】12月17日（土） 宇部市 宇部市中央公園テニスコート

17 卓球 11月3日（木・祝） 宇部市 俵田翁記念体育館 11月5日(土)～7日(月) 萩市
萩市民体育館
萩武道館

9月11日（日） 山口市
維新大晃アリーナ レクチャー
ルーム

軟式野球Ａ 11月12日（土）・13日（日） 周南市 津田恒実メモリアルスタジアム

軟式野球Ｂ 11月6日(日) 山口市
山口市スポーツの森
山口マツダ西京きずなスタジアム

軟式野球Ｃ 11月6日(日) 防府市
きりんれキリンレモンスタジアム野
球場

19 相撲 9月17日（土） 下関市 下関市運動公園 9月10日(土) 下関市 山口県立下関北高等学校相撲場 9月17日（土） 下関市 岩国市運動公園

20 馬術 11月6日（日） 宇部市 宇部乗馬クラブ

21 フェンシング 10月30日（日） 岩国市 山口県立岩国工業高等学校体育館 10月22日（土）・23日（日） 平生町 山口県立熊毛南高等学校体育館

22 柔道 11月6日（日） 宇部市 宇部市武道館 9月17日（土）・18日（日） 宇部市 宇部市武道館 9月25日（日） 下関市 下関武道館

23 ソフトボール 10月2日（日）・9日（日） 防府市
キリンレモンスタジアム運動広場
向島運動公園多目的広場

10月22日（土）・23日（日） 下関市 夢ヶ丘公園野球場 9月23日（金・祝） 長門市 日置総合運動公園

24 バドミントン 12月17日（土） 山口市 やまぐちリフレッシュパーク 11月5日（土）～7日（月） 山口市
維新百年記念公園維新大晃アリー
ナ

11月20日（日） 柳井市 バタフライアリーナ

25 弓道 10月30日(日) 山口市 維新百年記念公園弓道場 11月5日（土）・6日（日） 周南市
キリンビバレッジ周南総合
スポーツセンター弓道場

26 ライフル射撃

（光線銃競技）
10月23日（日）
（実銃競技）

11月5日（土）・6日（日）

山口市

（光線銃競技）
野田学園高等学校
（実銃競技）
山口ライフル射撃場

（光線銃競技）
10月23日（日）
（実銃競技）

10月30日（日）

山口市

（光線銃競技）
野田学園高等学校
（実銃競技）
山口ライフル射撃場

27 剣道 10月30日(日) 山口市
やまぐちリフレッシュパーク・
アリーナ

11月 12日（土）・13日（日） 岩国市 岩国市総合体育館 11月3日(木・祝) 山口市
やまぐちリフレッシュパーク
メインアリーナ

28 ラグビーフットボール 10月16日(日) 山口市
維新百年記念公園
ラグビー・サッカー場

1月15日（日）・22日（日）・
29日（日）

山口市
維新百年記念公園
ラグビー・サッカー場

11月 5日（土） 山口市 山口県セミナーパーク

11月 12日(土) 山口市・萩市 東鳳翩山一帯

30 カヌー 11月12日(土)・13日(日) 岩国市 中山湖特設カヌー競技場 11月12日(土)・13日(日) 岩国市 岩国市中山湖特設カヌー競技場

31 アーチェリー 11月6日(日) 岩国市 岩国市総合運動公園アーチェリー場 11月12日(土)･13日(日) 岩国市 岩国市総合運動公園アーチェリー場

32 空手道 11月20日(日) 山口市 維新大晃アリーナ 11月20日(日) 山口市 維新大晃アリーナ 9月23日（金・祝） 岩国市 岩国市総合体育館アリーナ

33 銃剣道 11月6日（日） 岩国市 岩国市総合体育館武道場

34 クレー射撃 11月6日（日） 下関市 下関国際総合射撃場

35 なぎなた 11月20日（日） 下関市 山口県立長府高等学校 １１月２０日（日） 下関市 山口県立長府高等学校 10月15日（土） 山口市 維新大晃アリーナ武道館

36 ボウリング 10月16日（日） 宇部市 パークレーン宇部

37 ゴルフ 11月4日（金） 周南市 周南カントリー俱楽部

38 スキー 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中

39 少林寺拳法 11月27日(日) 宇部市 宇部市武道館 10月30日（日） 山口市 山口県立山口農業高等学校 11月27日(日) 宇部市 宇部市武道館

40 パワーリフティング 11月6日（日） 防府市 ステイヤング

41 グラウンド・ゴルフ 9月1日（木） 山口市 山口きらら博記念公園　やまぐち富士商ドーム

42 ダンススポーツ 10月23日（日） 下関市 下関市菊川アブニール（下関市菊川ふれあい会館）

43 杖道 10月23日（日） 山陽小野田市 山陽小野田市柔剣道場

高校野球（硬式） 9月10日（土）～28日（水）

岩国市
周南市
宇部市
下関市

絆スタジアム
津田恒実メモリアルスタジアム
ユーピーアールスタジアム
オーヴィジョンスタジアム下関

高校野球（軟式） 9月10日（土）・11日（日） 美祢市 宇部サンド美祢球場

高校（定時・通信） 10月15日（土） 山口市
リフレッシュパーク
山口県立山口高等学校

16 ソフトテニス 11月3日（木・祝） 宇部市 宇部市中央公園テニスコート

岩国市テニスコート11月6日(日) 岩国市

11月 5日(土)
山口県セミナーパーク
クライミング施設

山口市

スポーツクライミング

（高校:登山）

令和４年度山口県体育大会開催期日・会場一覧

一般の部 高等学校の部 スポーツ少年団の部

4 テニス

№ 競技名

29

18 11月 5日（土）
山口市スポーツの森
山口マツダ西京きずなスタジアム

山口市


