
月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

4 3 金ケ崎ｺﾞﾙﾌ大会（ゴルフ） 栗駒ゴルフ倶楽部

11 町体育協会監査会 町文化体育館

13 町体育協会理事会(年間 6回程度) 町文化体育館

15 平成２３年度金ケ崎町体育協会評議員会 中央生涯教育ｾﾝﾀｰ

21 第２３回春季ふれあい交流大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ） みどりの郷

23 県民体育大会町予選（野球） 森山総合公園

28 ㈶岩手県体育協会第1回理事会 サンセール盛岡

未定 第44回日本女子ｿﾌﾄボールﾘｰｸﾞいわて金ケ崎大会第2回実行委員会 生涯ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

未定 自治会保健体育部長等会議 中央生涯教育ｾﾝﾀｰ

5 未定 平成２３年度㈶岩手県体育協会第1回評議員会 未　　　　定

3・4 第8回さつきカップ大会(ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 森山総合公園

8 金ケ崎ゴルフ大会(ｺﾞﾙﾌ) 金ケ崎ゴルフコース

8 第25回金ケ崎町ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会（ﾍﾟﾀﾝｸ） 街地区センター

14・15 第8回岩手県一般男子ソフトボール大会(ｿﾌﾄボール） 盛　　岡　　市

15 高松宮杯郡予選・日本ﾏｽﾀｰｽﾞ軟式野球競技郡予選 森山総合公園

18 3級審判員講習会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 町生きがい交流ｾﾝﾀｰ

21・22 第44回日本女子ソフトボールリーグ第3節いわて金ケ崎大会 森山総合公園

22・29 高松宮賜杯２部郡予選（Ｃ級）（野球） 前沢・衣川・胆沢

22 第7回金ケ崎町テニス協会交流会(ﾃﾆｽ） 森山総合公園

24 第6回はつらつ駒形交流大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ） 西部地区ｾﾝﾀｰ

27 第21回金ケ崎町ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 单方地区センター

28 岩手県ﾏｽﾀｰｽﾞ、実年大会（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ） 荒巻公園・金ケ崎中学校

29 岩手県中学校通信陸上競技大会(陸上競技） 森山総合公園

6 9 第17回森山カップ大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ） 森山総合公園

11 第63回岩手県民体育大会（～7月迄） 県　　内

12 県下少年剣道大会（剣道） 県営武道館

12 金ケ崎ゴルフ大会（ｺﾞﾙﾌ） 栗駒ｺﾞﾙﾌ倶楽部

14 第13回町老連会長杯ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 单方地区センター

18・19 全日本ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会岩手県予選（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ） 滝　　沢　　村

19 平成23年度岩手県競歩大会・第31回岩手県ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権(陸上） 森山総合公園

24 第63回岩手県民体育大会結団式 町文化体育館

26 三ケ尻地区大運動会 三ケ尻ｾﾝﾀｰ

26 関東・東北壮年野球郡予選（野球） 森山総合公園

26 岩手県ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ競技大会金ケ崎予選(ﾋﾞｰﾁボール） 町文化体育館

未定 県民選手選考会（弓道） 水沢弓道場

未定 胆江地区中学校大会(ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 森山総合公園

7 2 第12回森山ＣＵＰ・ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 森山総合公園

7 第9回町老連会長杯大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ） 北方農村公園

10 单方地区体育祭（单方） 单方地区センター

10 金ケ崎ゴルフ大会(ｺﾞﾙﾌ) 金ケ崎ゴルフコース

17 第26回金ケ崎町ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会（ﾍﾟﾀﾝｸ） 单方地区センター

中旬 第13回支部対抗交流大会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ） 県单青少年の家
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月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

7 23 第4回松健杯(ﾃﾆｽ） みどりの郷コート

24 岩手県下剣道選手権大会（剣道） 北　　上　　市

24 2011森山サマーウォーク大会(陸上競技） 森山総合公園

31 みちのく少年剣道大会(剣道） 奥州市Ｚアリーナ

31 自治会対抗球技大会（三ケ尻） 三ケ尻ｾﾝﾀｰ

31 東日本１部郡予選Ｂ級(野球） 前　　　　沢

未定 街地区スポーツ大会（街） 街地区センター

未定 40周年記念事業陸上教室「夢の課外授業」(陸上競技） 未　定

未定 森山ジュニア教室(ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 森山テニス場

8 3 山下旗争奪県下弓道大会（弓道） 水沢弓道場

14 金ケ崎ゴルフ大会(ｺﾞﾙﾌ) 栗駒ゴルフ倶楽部

21 2011森山たすきリレーマラソン(陸上競技） 街地区ｾﾝﾀｰ

25 胆江地域ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 森山総合公園

25 23年度会員親睦交流大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ） 街地区ｾﾝﾀｰ

27 第23回胆江地区中学校陸上(陸上競技） 森山総合公園

27・28 第40回岩手県ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会（ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ） 一　　関　　市

28・9／4東日本２部郡予選Ｃ級(野球） 前沢・衣川・胆沢

未定 森山ＣＵＰ大会（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 森山テニス場

9 4 平成23年度町民スポーツ大会 町　　内

7 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙｻﾏｰ交流会(ﾋﾞｰﾁボール） 町文化体育館

11 岩手県ＯＢ野球大会郡予選（野球） 森山総合公園

11 金ケ崎ゴルフ大会(ｺﾞﾙﾌ) 金ケ崎ゴルフコース

11 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ審判講習会(ﾋﾞｰﾁボール） 町文化体育館

11 第27回金ケ崎町ﾍﾟﾀﾝｸ交流大会（ﾍﾟﾀﾝｸ） 三ケ尻地区ｾﾝﾀｰ

13 平成23年度町内小学生陸上記録会（陸上競技） 森山総合公園

13 第２３回秋季いきいき交流大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ） 三ケ尻ｾﾝﾀｰ

25 2011岩手県種目別選手権ｼﾞｭﾆｱ陸上ｶｰﾆﾊﾞﾙ（陸上競技） 森山陸上競技場

未定 金ケ崎弓道大会（弓道） 金ケ崎高校弓道場

未定 胆江地区中学校新人大会（ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 森山総合公園

未定 金ケ崎町ライオンズカップ少年剣道大会(剣道） 町文化体育館

10 1 第41回岩手県早起き野球選手権大会（早起き野球） 盛　　岡　　市

2 第30回岩手県べてらん卓球大会（卓球） 矢巾町民総合体育館

7 第26回金ケ崎町長旗争奪ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 森山総合公園

9 審査会(剣道） 北　　上　　市

9 金ケ崎ゴルフ大会(ｺﾞﾙﾌ) 栗駒ゴルフ倶楽部

9・10 町ｽﾎﾟｰﾂ少年団金ケ崎交流会（野球） 森山総合公園野球場

10 第10回森山カップペタンク大会（ﾍﾟﾀﾝｸ） 森山総合公園陸上競技

11 第14回町協会会長杯交流大会(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ） 北方農村公園

16 リレーカーニバルｉｎ三ケ尻 三ケ尻ｾﾝﾀｰ

16 第5回金ケ崎オープンダブルス大会(ﾃﾆｽ） 森山総合公園

16 第1回元気100歳町内陸上記録会（陸上競技） 未　　　定

20 第24回金ケ崎町ＧＢ協会長ＧＢ大会(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 单方地区センター

20 第9回金ケ崎町長杯グラウンド・ｺﾞﾙﾌ大会 森山総合公園



月 日 事　　　　　業　　　　　名 会　　　　　場

9 29・30 岩手県男女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会(ｿﾌﾄボール） 花　　巻　　市

10 31 第５７回町内一周駅伝及び第２２回女子駅伝競走大会監督者会議 文化体育館

未定 技術育成講習会(ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 森山総合公園

11 3 県下ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道大会(剣道） 県営武道館

3 東北弓道大会（弓道） 水沢弓道場

4 第５７回町内一周駅伝及び第２２回女子駅伝競走大会中継主任会議 文化体育館

6 第５７回町内一周駅伝及び第２２回女子駅伝競走大会 金ケ崎町内ｺｰｽ

6 第8回町ペタンク協会長杯ペタンク大会(ﾍﾟﾀﾝｸ） 町民運動場

13 ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙウィンター交流会（ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ） 町文化体育館

23 第７０回一関・盛岡間駅伝競走大会（日報駅伝） 一関～盛岡間

23 髙橋勝一旗争奪少年剣道大会(剣道） 奥州市Ｚアリーナ

27 金ケ崎ゴルフ大会(ｺﾞﾙﾌ) 金ケ崎ゴルフコース

未定 水沢警察署管内民警剣道大会(剣道） 奥州市水沢区

12 4 金ケ崎町ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流会(ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 町文化体育館

4 第24回金ケ崎町小学生ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ大会(卓球） 町文化体育館

4 町ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会(剣道） 街地区体育館

11 級審査会(剣道） 街地区体育館

1 13 金ケ崎町体育協会新年交賀会・平成２３年度体育功労賞表彰式 みどりの郷

22 金ケ崎町ダブルス大会(卓球） 町文化体育館

29 金ケ崎町新春ビールボール大会(ﾋﾞｰﾁボール） 町文化体育館

未定 森山ジュニア強化練習(ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 和光ドーム

未定 第6４回岩手県民体育冬季大会(ｽｷｰ競技) 安比･田山ｽｷｰ場

2 5 自治会対抗卓球大会 三ケ尻ｾﾝﾀｰ

11 ペタンク講習会兼練習会(ﾍﾟﾀﾝｸ） 和光ドーム

19 金ケ崎町ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 町文化体育館

3 4 第29回金ケ崎町卓球選手権大会（卓球） 町文化体育館

7 2012森山ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｳｫｰｸ大会（陸上競技） 森山陸上競技場

11 第41回胆江選手権大会(卓球） 水沢総合体育館

25 卓地杯少年剣道大会(剣道） 前沢中学校

未定 平成２３年度第2回岩手県体育協会評議員会 盛　岡　市


