★ 津山市体育施設

行事予定

１０月号 ★
施設行事については

施

設

名
アリーナ

岡山県津山総合体育館

日
1(火),8(火),29(火)
3(木),5(土),12(土),17(木),24(木),26(土)
4(金),25(金)
17(木)
18(金)
20(日)
26(土)
27(日)
17(木)
26(土)
17(木)
26(土)
5(土)
8(火),9(水)
20(日)
1(火),3(木),8(火),10(木),15(火)
,17(木),24(木),29(火),31(木)
13(日)
20(日)
20(日)
27(日)
20(日)
27(日)
5(土)
6(日)
13(日)
19(土)
27(日)
29(火)

休館日： （月曜日・祝日）
７，１３，１４，２１，２２，２８

柔道場
剣道場

弓道場
休場日： （月曜日・祝日）
７，１３，１４，２１，２２，２８

岡山県津山東体育館

アリーナ

休館日： （月曜日・祝日）
７，１４，２１，２２，２８

津山東武道場

柔道場

休場日： （月曜日・祝日）
７，１４，２１，２２，２８

剣道場

岡山県津山陸上競技場

陸上競技場

休場日： （月曜日・祝日の翌日）
７，１５，２１，２３，２８

多目的広場
野球場

津山スポーツセンター
休場日

2(水)
6(日),20(日),27(日)
11(金),12(土)
13(日)
19(土)
26(土)
2(水)
5(土),6(日)
11(金)
13(日)
20(日),26(土)
27(日)
2(水)
6(日),20(日),27(日)
11(金)
13(日)
11(金),12(土)
13(日)
20(日)
5(土),6(日)
13(日)
20(日),27(日)
22(火)
24(木)
28(月)
31(木)
6(日)
13(日)
6(日)
26(土)

なし

ワードシステム
フィールド
(サッカー・ラグビー場)

小野球場

テニスコート

中央公園グラウンド

グラウンド

休場日： なし

津山東部運動公園

グラウンド

休場日： なし

西部公園

グラウンド

休場日： なし
テニスコート
ソフトボール場
テニス場
体操練習場
総合グラウンド

津山市加茂町スポーツセンター
休館日： なし

体育館
会議室
プール
屋内ゲートボール場
柔道場
剣道場
アリーナ

津山市加茂町武道館
休場日

なし

久米総合文化運動公園
休館日： （月曜日・祝日の翌日が平日の場合）
７，１５，２１，２３，２８

多目的広場グラウンド

勝北総合スポーツ公園

テニスコート
野球場

多目的広場

行
事
(公財)津山スポーツ振興財団 モーニングスポーツサービス（卓球他）
津山市バレーボール協会 秋季津山市バレーボールリーグ
(公財)津山スポーツ振興財団 モーニングスポーツサービス（バドミントン他）
津山市社会福祉事務所 平成３１年度戦没者追悼式
津山市老人クラブ連合会 津山市老連スポーツ祭
津山剣道連盟 津山秋季少年剣道大会
津山幼児音楽育成会 津山鼓笛ミュージックフェスティバル
津山卓球協会 第１５回大桑修杯小学生卓球選手権大会
津山市社会福祉事務所 平成３１年度戦没者追悼式
津山幼児音楽育成会 津山鼓笛ミュージックフェスティバル
津山市社会福祉事務所 平成３１年度戦没者追悼式
津山幼児音楽育成会 津山鼓笛ミュージックフェスティバル
津山市民弓道教室 楷風射会
津山市弓道連盟 弓道射会
津山市弓道連盟 弓道秋季大会
津山市バスケットボール協会

夜間リーグ

津山市バレーボール協会 美作地区中学校新人バレーボール大会
津山市バレーボール協会 美作地区選抜ジュニアバレーボール大会
津山合気会 師範講習会
美作柔道連盟 美作支部昇級審査
津山合気会 師範講習会
美作柔道連盟 美作支部昇級審査
ラモスカップ（サッカー）
津山市陸上競技協会 第３回津山陸上競技記録会
津山市スポーツ協会 第４８回つやま市民スポーツ祭 ※14日予備日
美作地区小学校体育連盟 美作地区学童陸上記録会 ※20日予備日
津山市サッカー連盟 シニアリーグ
岡山県高体連サッカー部 岡山県高校サッカー選手権大会
津山市グラウンドゴルフ協会津山 美作ブロック・グラウンドゴルフ交歓大会 ※3日予備日
津山野球協会 第７４回津山市民野球決勝トーナメント大会
美作地区中学校体育連盟 岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会 軟式野球 ※15,16日予備日
津山市スポーツ協会 第４８回つやま市民スポーツ祭 ※14日予備日
美作地区中学校体育連盟 美作地区中学校野球大会
美作地区中学校体育連盟 オータムカップ
津山市グラウンドゴルフ協会津山 美作ブロック・グラウンドゴルフ交歓大会 ※3日予備日
ラモスカップ（サッカー）
津山市スポーツ少年団 サッカー種目委員会 津山市スポーツ少年団サッカー指導者講習会
津山市スポーツ協会 第４８回つやま市民スポーツ祭 ※14日予備日
岡山県高体連サッカー部 岡山県高校サッカー選手権大会
財）岡山県サッカー協会 第４種委員会 北部地域協議会 全日北部予選
津山市グラウンドゴルフ協会津山 美作ブロック・グラウンドゴルフ交歓大会 ※3日予備日
津山野球協会 第７４回津山市民野球決勝トーナメント大会
美作地区中学校体育連盟 岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会 軟式野球 ※15,16日予備日
津山市スポーツ協会 第４８回つやま市民スポーツ祭 ※14日予備日
美作地区中学校体育連盟 岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会 ソフトテニス ※15,16日予備日
津山市スポーツ協会 第４８回つやま市民スポーツ祭 ※14日予備日
津山ソフトテニス協会 第７回 ＳＦＣ杯
津山市サッカー連盟 ラモスカップ
財）岡山県サッカー協会 第４種委員会 北部地域協議会 全日北部予選
津山市サッカー連盟 美作地区社会人サッカーリーグ
緑ヶ丘青壮年団 西苫田青壮年団ソフトボール大会
岡山県立津山商業高等学校 平成３１年度秋季球技大会 ※25日予備日
津山市西苫田老人クラブ連合会 西苫田地区老連グラウンドゴルフ交流大会 ※29日予備日
津山市老人クラブ連合会 岡山県老連美作地区親睦グラウンドゴルフ大会
津山市東部ソフトボール協会 ヤマシタ杯大会 ※27日予備日
津山市サッカー連盟 社会人サッカーリーグ
津山ソフトボール協会 第１３回ジョイフルスローピッチ大会
津山市西中学校区スポーツ少年団 県北スポ少フレンドリーマッチ

6(日),20(日),27(日) 津山野球協会 第７４回津山市民野球決勝トーナメント大会
9(水) 津山市老連加茂支部 老連ＧＧ大会 ※11日予備日

11(金) 美作地区中学校体育連盟
6(日)
11(金),12(土)
20(日)
26(土)
12(土)
16(水),17(木),18(金),19(土),20(日)
27(日)
24((木))
5(土),6(日)
13(日)
19(土),20(日),26(土),27(日)
5(土),6(日)
5(土),12(土)
13(日)
20(日),27(日)

休館日： （火曜日）
１，８，１５，２９

≪令和元年９月１日現在≫

ゲートボール場
テニスコート

岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会

※12日予備日

パナソニック（株） パナカップソフトバレーボール大会
美作地区中学校体育連盟 岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会バスケットボール ※13日予備日
久米ふるさとまつり実行委員会 久米ふるさとまつり
津山剣道連盟 美作地区支部合同稽古会
津山市役所ソフトボール部 津山市職員対抗ソフトボール大会
久米ふるさとまつり実行委員会 久米ふるさとまつり
大倭コミュニティ協議会 大倭地区親子三世代グラウンドゴルフ大会
津山市グラウンドゴルフ協会 久米会 津山市グラウンドゴルフ協会久米会秋季大会 ※25日予備日
美作地区少年野球連盟 美作地区選抜少年野球大会
美作地区中学校体育連盟 岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会 軟式野球
美作スーパースターズ しょうぼくスポーツクラブ リーグ戦
ラモスカップ（サッカー）
しょうぼくスポーツクラブ 勝北一般男子ソフトボール大会 ※6,13日予備日
美作地区中学校体育連盟 岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会 軟式野球
津山市サッカー連盟 美作地区社会人サッカーリーグ

※予備日

11(金),12(土) 美作地区中学校体育連盟 岡山県中学校秋季体育大会美作地区予選会 ソフトテニス ※13,15,16,17,18日予備日
26(土) ジュニアテニス教室 しょうぼくスポーツクラブ しょうぼくスポーツクラブ杯中学生男子ソフトテニス大会
27(日) ジュニアテニス教室 しょうぼくスポーツクラブ しょうぼくスポーツクラブ杯中学生女子ソフトテニス大会

津山市阿波グラウンド
休館日： なし

阿波ふるさとふれあい会館
休館日： なし

◎津山総合体育館
〒７０８－０００４
津山市山北６６９
ＴＥＬ ２４－０２０２
ＦＡＸ ２４－７２３５

◎津山陸上競技場

◎久米総合文化運動公園

〒７０８－０８２５
津山市志戸部２４５
ＴＥＬ ２４－３７７３
ＦＡＸ ２４－８５７４

〒７０９－４６０３
津山市中北下１２７１
ＴＥＬ ５７－２９００
ＦＡＸ ５７－２９９９

★津山市行事予定は『津山市教育委員会

◎加茂町スポーツセンター・阿波体育施設
〒７０９－３９３１
津山市加茂町中原４９３－３
ＴＥＬ ４２－３３５８
ＦＡＸ ４２－５０１０

スポーツ課』のホームページにも掲載しております。

◎勝北総合スポーツ公園
〒７０８－１２２５
津山市西下１１００－１
ＴＥＬ ３６－５８００
ＦＡＸ ３６－５８５９

