
日 内容 会場 主催・問合せ先 日 内容 会場 主催・問合せ先

1 中学校新人戦大会 中央公園野球場 軟式野球連盟 中旬 全五島少年柔道大会 中央公園市民体育館 柔道協会

1～23 県選手権予選・Ｃ級選抜予選会 中央公園野球場 軟式野球連盟 中旬 世代交流スポーツ大会 玉之浦小中学校 教育委員会玉之浦分室

2 第60回五島東西対抗親睦剣道大会 福江武道館 剣道協会 中旬 奈留町秋季テニス大会 奈留テニスコート 奈留町公民館

4 第9回五島市長杯グラウンド・ゴルフ親善大会 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会 中旬 第4回奈留町公民館冬季ゲートボール大会 奈留総合グラウンド 奈留町公民館

5 五島市中学校総合体育大会（駅伝） 中央公園 市中学校体育連盟 中旬 第40回奈留町親善グラウンド・ゴルフ大会 奈留総合グラウンド 奈留町公民館

8 第19回市秋季選手権大会（Aクラス） 中央公園庭球場 ソフトテニス協会 中旬 第17回三井楽町ロードレース大会 三井楽町内 三井楽地区青少年健全育成連絡協議会

9 五島市三井楽町運動会 三井楽運動場 三井楽町公民館 下旬 2022奈留町親善秋季バドミントン大会 奈留総合体育館 奈留町公民館

9 第18回富江地区体育祭 富江小運動場 富江町公民館 下旬 B＆Gフットサル交流大会 岐宿町B＆G 岐宿支所

9 第19回岐宿町体育祭 岐宿運動場 岐宿町公民館 未定 絶景福江島マラニック大会 市内一円 スポーツ愛ランド五島推進実行委員会

9 第18回福江地区市民スポーツフェスタ 福江小学校 福江地区公民館 未定 第7回たまんなグラウンド・ゴルフ大会 荒川みなと公園 玉之浦町公民館

9 第17回玉之浦町市民運動会 玉之浦カントリーパーク 玉之浦町公民館 未定 赤い羽根募金ペタンク大会 大津みなと公園 ペタンク協会

10 第19回市秋季選手権大会（Cクラス） 中央公園庭球場 ソフトテニス協会 未定 シルバー人材センターペタンク大会 大津みなと公園 ペタンク協会

11 五島市長杯ゲートボール大会 大津みなと公園 ゲートボール協会 未定 リンガーハットカップ長崎県ジュニア大会五島予選 未定 サッカー協会

12 五島市小学校体育連合大会 中央公園陸上競技場 市小学校体育連合会 4 第39回鬼岳マラソン大会 中央公園陸上競技場 市スポーツ協会

13 五島列島福江島グラウンド・ゴルフ交流大会 中央公園多目的広場 スポーツ愛ランド五島推進実行委員会 4 第6回富江町バドミントン大会 富江中学校体育館 富江町スポーツ振興会

15 第19回市秋季選手権大会（ジュニア） 中央公園庭球場 ソフトテニス協会 4 第20回自民党五島支部グラウンド・ゴルフ親善大会 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会

16 第49回少年大会五島市予選会 中央公園多目的広場 ソフトボール協会 4 第35回ゆうみっくすバドミントン大会 中央公園市民体育館 バドミントン協会

16 バスケットボール協会長杯秋季大会（一般） 中央公園市民体育館 バスケットボール協会 11 第10回五島地区郵便局長会グラウンド・ゴルフ大会 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会

18 第18回五島市ねんりんピック予選会（グラウンド・ゴルフ） 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会 11 第４０回八朔ロードレース大会 岐宿町一円 教育委員会岐宿分室

20 第18回五島市ねんりんピック予選会（ゲートボール） 大津みなと公園 ゲートボール協会 11 五島市スポーツ協会長杯 中央公園市民体育館 卓球協会

22 五島市中学校バレーボール秋季大会 中央公園市民体育館 バレーボール協会 中旬 B＆Gソフトバレーボール大会 岐宿町B＆G 岐宿支所

22 五島市テニストーナメント 中央公園庭球場 テニス協会 下旬 野球教室 中央公園野球場 スポーツ振興課

23 第16回富江町各種団体対抗スローピッチ大会 富江緑地公園 富江町スポーツ振興会 未定 高校サッカー新人戦予選 未定 サッカー協会

23 第2回ナイター陸上記録会 中央公園陸上競技場 陸上競技協会 8 職場対抗バスケットボール大会 中央公園市民体育館 バスケットボール協会

23 スポレクフェスタごとう 中央公園一帯 スポーツ推進委員協議会 14～15 第10回市オープン選手権大会 中央公園庭球場 ソフトテニス協会

23 秋季合同練習会 三井楽町 トライアスロン協会 15 第18回三井楽町駅伝大会 三井楽町内 三井楽町公民館

29～30 宝くじスポーツフェアはつらつママさんバレーボール 中央公園市民体育館 スポーツ振興課 22 第３回県下リトル少年柔道五島大会 中央公園市民体育館 県下リトル柔道五島大会実行委員会

中下旬 魚津ヶ崎グラウンド・ゴルフ大会 魚津ヶ崎公園 岐宿支所 29 第19回五島市民駅伝大会 福江地区一円 市スポーツ協会

下旬 第43回秋季ナイターソフトボール大会 奈留総合グラウンド 奈留町公民館 未定 第37回新春バドミントン大会 中央公園市民体育館 バドミントン協会

未定 第18回五島市ねんりんピック予選会（ペタンク） 中央公園自由広場 ペタンク協会 未定 九州少年サッカー五島予選 未定 サッカー協会

未定 五島市スポーツ協会長杯ペタンク大会 大津みなと公園 ペタンク協会 未定 第30回きしく町内一周駅伝大会 岐宿町内一周 岐宿町公民館

未定 五島綱引選手権IN奈留 奈留総合体育館 五島綱引選手権実行委員会 4 第19回市中学生春季大会 中央公園庭球場 ソフトテニス協会

3 五島市テニストーナメント 中央公園庭球場 テニス協会 5 第29回富江半島ブルーライン健康マラソン大会 さんさん富江キャンプ村 富江支所窓口班

3 全五島小学生バレーボール大会 中央公園市民体育館 バレーボール協会 12 第19回五島市民バドミントン大会 中央公園市民体育館 バドミントン協会

5 第9回市小学生大会・第16回市中学1年生大会 中央公園庭球場 ソフトテニス協会 18 五島市テニストーナメント 中央公園庭球場 テニス協会

6 第11回五島市ソフトボール協会理事長杯 中央公園多目的広場 ソフトボール協会 19 五島市スポーツ協会長杯ママさんバレーボール大会 中央公園市民体育館 バレーボール協会

6～20 連盟会長杯 中央公園野球場 軟式野球連盟 19 五島つばきマラソン 岐宿町・三井楽町 五島つばきマラソン実行委員会

9 第19回ごとう農協年金友の会グラウンド・ゴルフ大会 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会 25 第1回五島市グラウンド・ゴルフ協会ペア大会 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会

10 五島市ゲートボール選手権大会 大津みなと公園 ゲートボール協会 25 第12回市中学生学年別大会 中央公園庭球場 ソフトテニス協会

12～20 第73回長崎県民体育大会（各競技） 長崎県内 市スポーツ協会 26 ウィンターカップ 中央公園市民体育館 バスケットボール協会

13 秋季ソフトバレーボール大会 多目的研修集会施設 三井楽町公民館 中旬 奈留町冬季テニス大会 奈留テニスコート 奈留町公民館

15 まーだぎばっぞゲートボール大会 大津みなと公園 ゲートボール協会 中旬 奈留町公民館ボッチャ大会 奈留離島開発総合センター 奈留町公民館

18 国民体育大会五島地区予選会 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会 中旬 奈留町公民館スポーツ吹き矢大会 奈留離島開発総合センター 奈留町公民館

20 五島市バレーボール協会杯ママさんバレーボール大会 中央公園市民体育館 バレーボール協会 4 中学校ロータリー杯 中央公園野球場 軟式野球連盟

20 第18回富江町各種団体対抗ソフトバレーボール大会 富江中学校体育館 富江町スポーツ振興会 4～26 西日本杯1部予選会 中央公園野球場 軟式野球連盟

24 第2回五島市グラウンド・ゴルフ協会親善大会 中央公園多目的広場 グラウンド・ゴルフ協会 5 第19回五島市バドミントン協会長杯団体戦 中央公園市民体育館 バドミントン協会

26 第3回ナイター陸上記録会 中央公園陸上競技場 陸上競技協会 5 春季合同練習会 三井楽町 トライアスロン協会

26 少年剣道基本・強化錬成会 福江武道館 剣道協会 5 第25回五島市少年剣道大会 福江武道館 剣道協会

27 むっちゃん杯バレーボール大会 中央公園市民体育館 バレーボール協会 11 五島選手権バレーボール大会中学生の部 中央公園市民体育館 バレーボール協会

11～12 第10回市オープンクラブ3月大会 中央公園庭球場 ソフトテニス協会

12 第28回福江選手権大会 中央公園市民体育館 卓球協会

12 春季記録会 中央公園陸上競技場 陸上競技協会

19 五島市スポーツ協会長杯職場・クラブ対抗バレーボール大会 中央公園市民体育館 バレーボール協会

初旬 2023奈留町親善春季バドミントン大会 奈留総合体育館 奈留町公民館
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五島市地域振興部スポーツ振興課
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五島市三尾野町266番地1

五島市中央公園市民体育館内

●市の行事すべては記載しておりません。

●新型コロナウイルス感染症の影響により延期または

中止になる場合があります。

（中止・延期する行事は、まるごとうホームページ

‟スポーツ愛ランド五島”へ掲載します。）
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