
2022スポーツカレンダー                      新発田市スポーツ協会作成（R4.4.1現在）

✤新発田市内で開催する主な大会のみ掲載しています。　✤大会日程・会場等は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

分類 日程
日程
備考

事業名 会場 対象者

大会等 04月01日（金）～03日（日） 全日本ジュニアテニス下越地区予選 五十公野公園テニスコート　他 中学生・高校生
大会等 04月23日(土) 春季ゲートボール大会 新発田中央公園南側広場 一般
大会等 04月24日(日) 新発田支部中学生選手権大会（ソフトテニス） 五十公野公園テニスコート　他 中学１年生
大会等 04月29日(金) 県下弓道新発田大会 カルチャーセンター 高校生・一般
大会等 05月01日(日) 下越テニス選手権シングルス 五十公野公園テニスコート　他 一般
大会等 05月04日(水) 新発田オープン下越選手権大会（ソフトテニス） 五十公野公園テニスコート 高校生・一般
大会等 05月08日(日) 全日本卓球選手権大会新潟県予選会 カルチャーセンター 小学生以下
大会等 05月15日(日) しばた陸上フェスタ兼新発田市中学校陸上競技大会 五十公野公園陸上競技場 小学生クラブ・中学生
大会等 05月20日(金) 春季シニアゲートボール大会 新発田中央公園南側広場 一般
大会等 05月22日(日) 下越オープン（テニス） 五十公野公園テニスコート 一般
大会等 05月22日(日) 新発田市バウンドテニス親善交流大会兼新保カップＢＴラリー大会 サン・ビレッジしばた 一般
大会等 05月22日(日) あやめオープンソフトバレーボール大会 カルチャーセンター 一般
大会等 06月02日(木) 予定 しばたエンジョイカップゲートボール大会 新発田中央公園南側広場 一般
大会等 06月04日(土)、05日(日) 真木山カップサッカーフェスティバルU-12 豊浦総合運動施設多目的グラウンド 小学生
大会等 06月05日(日) 全日本バレーボール小学生大会下越地区大会 サン・ビレッジしばた　他 小学生
大会等 06月11日(土)、12日(日) 真木山カップサッカーフェスティバルU-10 豊浦総合運動施設多目的グラウンド 小学生
大会等 06月13日(月) 豊浦地区ゴルフ大会 中峰ゴルフ倶楽部 一般
大会等 06月18日(土)、25日(土)、26日(日) 東北電力にいがた杯新潟県U12バスケットボール大会下越支部予選会 未定 小学生
大会等 07月03日(日) 日清カップ全国小学生陸上競技交流大会新潟県予選 五十公野公園陸上競技場 小学５・６年生クラブ
大会等 07月03日(日) あやめ杯（ソフトボール） 下高関運動広場 一般
大会等 07月09日(土) 新発田オープン卓球大会 カルチャーセンター　他 小中学生・一般
大会等 07月09日(土)、10日(日） ダンロップスリクソントーナメント新潟県予選（テニス） 五十公野公園テニスコート 一般
大会等 07月23日(土) スポーツ少年団親子大会（バドミントン) カルチャーセンター 小学生
大会等 07月24日(日) 新発田レディースオープンバドミントン大会 カルチャーセンター 小中高・一般
大会等 07月24日(日) 下越テニス選手権ダブルス 五十公野公園テニスコート 一般
大会等 07月30日(土) 新発田支部中学１年生大会（ソフトテニス） 五十公野公園テニスコート　他 中学１年生
大会等 07月30日(土)、31日(日) 市内小学校親善野球大会 真木山中央公園野球場 小学生
大会等 07月30日(土)、31日(日)、08月06日(土) 新潟県フレッシュU10バスケットボール大会下越支部予選会 未定 小学生
大会等 08月06日(土) しばたサマーチャレンジ陸上 五十公野公園陸上競技場 小中高・一般
大会等 08月07日(日) 予定 全日本卓球選手権大会新発田支部予選会 カルチャーセンター 中学２年生以下
大会等 08月11日(木) 新潟県高校１年生卓球大会 カルチャーセンター 高校１年生
大会等 08月14日(日) 豊浦地区野球大会 真木山中央公園野球場　他 一般
大会等 09月01日(木) 予定 新発田ゲートボール愛好者親善大会 新発田中央公園南側広場 一般
大会等 09月04日(日) 下越テニス選手権ミックスダブルス 五十公野公園テニスコート 一般
大会等 09月20日(火) 予定 新発田ゲートボール同好者交流大会 新発田中央公園南側広場 一般
大会等 10月 予定 豊浦地区バレーボール大会 豊浦体育センター 中高・一般
大会等 10月15日(土) 新発田ゲートボール選手権大会 新発田中央公園南側広場 一般
大会等 10月16日(日) 新潟県駅伝競走大会 市内コース 県内市町村代表
大会等 10月23日(日) 宇津木杯（ソフトボール） 下高関運動広場 中高・一般
大会等 10月29日(土)、30日(日) 新発田ジュニア杯少年野球大会 真木山中央公園野球場　他 小学生
大会等 10月30日(日) 豊浦地区ゴルフ大会 フォレストカントリー倶楽部 一般
大会等 11月05日(土)、06日(日) 新潟県中学校新人卓球大会下越地区予選会 サン・ビレッジしばた 中学生
大会等 11月06日(日) 新発田市テニス選手権シングルス 五十公野公園テニスコート 一般
大会等 11月13日(日) 新潟県マラソン選手権大会 五十公野公園陸上競技場付属マラソンコース 一般　男子
大会等 11月13日(日) しばた女子マラソン競走大会 五十公野公園陸上競技場付属マラソンコース 一般　女子
大会等 11月19日(土)、20日(日)、23日(水) 新潟県U12バスケットボール大会下越支部予選会 未定 小学生
大会等 11月27日(日) 堀部安兵衛武庸を偲ぶ新発田剣道優勝大会（兼少年少女大会剣道） サン・ビレッジしばた 小中高・一般
大会等 11月27日(日) 愛スポソフトバレーボール大会 豊浦体育センター 一般
大会等 12月 予定 新潟県U14バスケットボール大会下越地区予選会 未定 中学生
大会等 12月04日(日) 豊浦杯バドミントン大会 豊浦体育センター 小中高・一般
大会等 12月24日(土)、25日(日) 予定 新発田卓球選手権大会 カルチャーセンター 小中学生・一般
大会等 01月 予定 新発田市バウンドテニスシングルス大会 未定 一般
大会等 01月09日(月)、15日（日） 新発田冬季インドア大会（ソフトテニス）（高校・一般の部） カルチャーセンター 高校生・一般
大会等 01月14日(土)、21日（土） 新発田冬季インドア大会（ソフトテニス）（中学生の部） カルチャーセンター 中学１・２年生
大会等 02月05日(日) 新発田市バドミントン選手権大会 カルチャーセンター 小中高・一般
大会等 02月25日(土)、26日(日) 小柴杯・菖城旗U12あやめバスケットボールカーニバル カルチャーセンター　他 小学生
少年少女スポーツ大会 06月05日(日) 少年少女大会　バレーボール サン・ビレッジしばた　他 小学生
少年少女スポーツ大会 08月20日(土)、21日(日) 少年少女大会　野球 真木山中央公園野球場　他 小学生
少年少女スポーツ大会 11月27日(日) 少年少女大会　剣道 サン・ビレッジしばた 小中学生
少年少女スポーツ大会 02月18日(土)、19日(日) 少年少女大会　フットサル サン・ビレッジしばた 小学生
少年少女スポーツ大会 03月21日(火) 少年少女大会　柔道 カルチャーセンター 幼児・小中学生
少年少女スポーツ大会 03月25日(土) 少年少女大会　バドミントン カルチャーセンター 小学生
少年少女スポーツ大会 03月26日(日) 少年少女大会　空手道 カルチャーセンター 小中学生
少年少女スポーツ大会 未定 予定 少年少女大会　ミニバスケットボール 未定 小学生
市民総合体育大会 09月11日(日) 市民総合体育大会　バドミントン サン・ビレッジしばた 小中高・一般
市民総合体育大会 09月18日(日) 市民総合体育大会　卓球 サン・ビレッジしばた 小中学生・一般
市民総合体育大会 09月24日(土) 市民総合体育大会　陸上競技 五十公野公園陸上競技場 小中高・一般
市民総合体育大会 09月25日(日) 市民総合体育大会　剣道 サン・ビレッジしばた 小中学生
市民総合体育大会 10月01日(土) 市民総合体育大会　ソフトテニス（中学生の部） 五十公野公園テニスコート　他 中学生
市民総合体育大会 10月01日(土) 市民総合体育大会　ゲートボール 新発田中央公園南側広場 一般
市民総合体育大会 10月01日(土)、2日(日) 市民総合体育大会　体操 本丸中学校　他 小中高・一般
市民総合体育大会 10月08日(土) 市民総合体育大会　バレーボール サン・ビレッジしばた 高校生・一般
市民総合体育大会 10月09日(日) 市民総合体育大会　弓道 市弓道場 高校生・一般
市民総合体育大会 10月09日(日) 市民総合体育大会　ソフトボール サン・スポーツランド　他 高校生・一般
市民総合体育大会 10月09日(日) 市民総合体育大会　テニス 五十公野公園テニスコート 一般
市民総合体育大会 10月09日(日) 市民総合体育大会　空手道 サン・ビレッジしばた 小中高・一般
市民総合体育大会 10月09日(日)、10日(月) 市民総合体育大会　サッカー 五十公野公園陸上競技場 小学生
市民総合体育大会 10月10日(月) 市民総合体育大会　柔道 カルチャーセンター 幼児・小中高・一般
市民総合体育大会 10月10日(月) 市民総合体育大会　ゴルフ 新発田城カントリー倶楽部 小中高・一般
市民総合体育大会 10月10日(月) 市民総合体育大会　ソフトバレーボール サン・ビレッジしばた 一般
市民総合体育大会 10月16日(日) 市民総合体育大会　バウンドテニス サン・ビレッジしばた 小中高・一般
市民総合体育大会 10月23日(日) 市民総合体育大会　ソフトテニス（高校・一般の部） 五十公野公園テニスコート　他 中学３年生・高校生・一般

市民総合体育大会 10月30日(日) 市民総合体育大会　バスケットボール サン・ビレッジしばた 高校生・一般
市民総合体育大会 未定 予定 市民総合体育大会　グラウンド・ゴルフ 未定 一般
小・中学校スポーツ大会 06月10日(金)、24日(金)、25日(土) 下越地区中学校総合体育大会　バレーボール サン・ビレッジしばた　他 中学生
小・中学校スポーツ大会 06月10日(金)、24日(金)、25日(土) 下越地区中学校総合体育大会　サッカー 新発田中央公園人工芝グラウンド　他 中学生
小・中学校スポーツ大会 06月10日(金)、24日(金)、25日(土) 下越地区中学校総合体育大会　軟式野球 五十公野公園野球場　他 中学生
小・中学校スポーツ大会 06月10日(金)、24日(金)、25日(土) 下越地区中学校総合体育大会　新体操 本丸中学校 中学生
小・中学校スポーツ大会 06月10日(金)、24日(金)、25日(土) 下越地区中学校総合体育大会　ソフトテニス 五十公野公園テニスコート　他 中学生
小・中学校スポーツ大会 06月10日(金)、24日(金)、25日(土) 下越地区中学校総合体育大会　卓球 カルチャーセンター 中学生

小・中学校スポーツ大会 09月29日(木) 新発田・北蒲小学校親善陸上大会 五十公野公園陸上競技場　他 小学生
小・中学校スポーツ大会 10月05日(水) 下越地区中学校駅伝競走大会 五十公野公園陸上競技場及び升潟周回コース 中学生
高等学校スポーツ大会 04月28日(木)、29日(金) 新潟県高等学校春季下越地区体育大会　テニス 五十公野公園テニスコート 高校生
高等学校スポーツ大会 05月02日(月)、03日(火) 新潟県高等学校春季下越地区体育大会　バドミントン カルチャーセンター　他 高校生
高等学校スポーツ大会 05月04日(水)、05日(木) 新潟県高等学校春季下越地区体育大会　卓球 カルチャーセンター 高校生
高等学校スポーツ大会 05月07日(土)～09日(月) 新潟県高等学校春季下越地区体育大会　サッカー 新発田中央公園人工芝グラウンド 高校生
高等学校スポーツ大会 05月25日(水)～06月05日(日) 新潟県高等学校総合体育大会　サッカー 五十公野公園陸上競技場　他 高校生
高等学校スポーツ大会 06月02日(木)～04日(土) 新潟県高等学校総合体育大会　柔道 カルチャーセンター 高校生
高等学校スポーツ大会 09月02日(金)、03日(土) 新潟県高等学校秋季下越地区体育大会　陸上 五十公野公園陸上競技場 高校生
高等学校スポーツ大会 09月12日(月)、13日(火) 新潟県高等学校秋季下越地区体育大会　ソフトテニス 五十公野公園テニスコート 高校生
高等学校スポーツ大会 09月17日(土) 新潟県高等学校秋季下越地区体育大会　空手道 サン・ビレッジしばた 高校生

高等学校スポーツ大会
09月24日(土)、
10月15日(土)、22日(土)、29日(土)

全国高等学校ラグビーフットボール新潟県大会 新発田中央公園人工芝グラウンド 高校生

高等学校スポーツ大会 11月02日(水)、03日(木) 新潟県高等学校秋季下越地区体育大会　卓球 サン・ビレッジしばた 高校生
高等学校スポーツ大会 11月08日(火)～10日(木) 新潟県高等学校秋季下越地区体育大会　サッカー 新発田中央公園人工芝グラウンド 高校生
高等学校スポーツ大会 11月11日(金)～13日(日) 新潟県高等学校秋季下越地区体育大会　バスケットボール カルチャーセンター　他 高校生
高等学校スポーツ大会 11月12日(金)、13日(日)、12月17日(土) 新潟県高等学校選抜ソフトテニス大会 カルチャーセンター 高校生
高等学校スポーツ大会 11月18日(金)、19日(土) 新潟県高等学校秋季下越地区体育大会　剣道 カルチャーセンター 高校生
その他スポーツイベント等 04月03日(日)～ 子ども陸上競技教室 五十公野公園陸上競技場 小学３年生～６年生
その他スポーツイベント等 04月10日(日) 「春ＲＵＮ漫」しばたジョギング大会in加治川桜堤 加治川堤防 小中高・一般
その他スポーツイベント等 06月10日(金)～07月22日(金) 初心者ゲートボール教室 五十公野レクリエーションセンター 一般
その他スポーツイベント等 07月14日(木)、21日(木) レッツトライ！スポーツチャンバラ 豊浦地区公民館 幼児・小中高・一般
その他スポーツイベント等 10月02日(日) 城下町しばたスポーツフェスタ 五十公野公園陸上競技場　他 幼児～大人～高齢者
その他スポーツイベント等 11月03日(木) 予定 真木山リレーマラソン大会 豊浦地区真木山周辺 小中高・一般
その他スポーツイベント等 11月中旬 予定 陸上教室 豊浦総合運動施設多目的グラウンド 小学生
その他スポーツイベント等 02月 予定 豊浦地区空手道体験交流会 豊浦地区公民館 小中学生
その他スポーツイベント等 02月中旬 予定 空手道体験交流会 豊浦体育センター 小中学生

五十公野公園陸上競技場、カルチャーセン
ター、新発田中央公園人工芝グラウンド、サ
ン・ビレッジしばた、五十公野公園野球場、
五十公野公園テニスコート　他

新発田市中学校新人大会
陸上競技、バスケットボール、サッカー、軟式野球、
新体操、バレーボール、ソフトテニス、卓球、柔道、剣道

09月28日(水)小・中学校スポーツ大会 中学生


