
令和4年度　各種行事実施状況 スポーツ事業 令和4年7月20日現在

行事名 開催日 場所 実施・中止

町ナイターリーグ 4月～10月 東郷運動公園野球場 中止

スポ少結団式 4月15日 羽合小体育館 中止

軽スポーツ教室 4月21日 はわいトレセン 実施済

スポーツ推進委員と歩こう会 4月24日 はわい長瀬・温泉留地区 実施済

町民ソフトボール大会 5月15日 東郷小、湯梨浜中 中止

軽スポーツ教室 5月19日 はわいトレセン 中止

GG発祥地大会 6月11日・12日 潮風の丘とまり 実施済

軽スポーツ教室 6月16日 はわいトレセン 実施済

郡民スポレク結団式 6月25日 羽合小体育館 中止

町民バウンスボール大会 6月26日 羽合小体育館 中止

スポーツ推進委員と歩こう会 7月3日 園・泊地区 中止

郡民スポレク祭 7月9・10・16・17日 北栄町内ほか 実施済

軽スポーツ教室 7月21日 はわいトレセン 中止

軽スポーツ教室 8月18日 はわいトレセン 実施予定

ドラゴンカヌー大会 8月20日・21日 東郷池　南谷 実施予定

ベテラン卓球 9月3日・4日 あやめ池スポーツセンター 実施予定

中部駅伝 9月4日 県内 実施予定

スポーツ推進委員と歩こう会 9月11日 東郷地域 実施予定

軽スポーツ教室 9月15日 はわいトレセン 実施予定

体力測定会 10月2日 羽合小体育館 実施予定

軽スポーツ教室 10月20日 泊体育館 実施予定

県民スポレク祭 10月22・23日 県内 実施予定

GG国際大会 10月29日・30日 潮風の丘とまり 実施予定

町民グラウンド・ゴルフ大会 11月6日 潮風の丘とまり 実施予定

スポーツ推進委員と歩こう会 11月13日 羽合地域 実施予定

軽スポーツ教室 11月17日 はわいトレセン 実施予定

町民バレーボール大会 12月4日 羽合小学校、湯梨浜中学校体育館 実施予定

軽スポーツ教室 12月15日 はわいトレセン 実施予定

新春みんなでかけろう会 1月3日 ハワイアロハホール周辺 実施予定

町民バスケットボール大会 1月15日 東郷体育館、湯梨浜中学校体育館 実施予定

軽スポーツ教室 1月19日 はわいトレセン 実施予定

町民卓球大会 2月12日 あやめ池スポーツセンター 実施予定

軽スポーツ教室 2月16日 はわいトレセン 実施予定

町民ゲートボール大会 2月26日 ハワイオレンジ球場 実施予定

町民バドミントン大会 3月5日 あやめ池スポーツセンター 実施予定

スポ少入団説明会 3月中旬 中央公民館 実施予定

スポーツ推進委員と歩こう会 3月12日 東郷地域 実施予定

軽スポーツ教室 3月16日 はわいトレセン 実施予定

地域の状況により、中止の場合があります。



令和3年度　各種行事実施状況 スポーツ事業

行事名 開催日 場所 実施・中止

町ナイターリーグ 4月～10月 東郷運動公園野球場 実施中

スポ少結団式 4月10日 羽合小体育館 中止

軽スポーツ教室 4月15日 はわいトレセン 実施済

スポーツ推進委員と歩こう会 4月25日 はわい長瀬・久留地区 実施済

町民ソフトボール大会 5月9日 東郷小、湯梨浜中 中止

軽スポーツ教室 5月20日 はわいトレセン 実施済

オリンピック聖火リレー 5月22日 長和田地区 実施済

GG国際大会 5月28日・29日 潮風の丘とまり 中止

GG発祥地大会 6月12日・13日 潮風の丘とまり 10/22.23に延期

郡民スポレク祭（陸上） 6月13日 倉吉市陸上競技場 実施済

軽スポーツ教室 6月17日 はわいトレセン 実施済

郡民スポレク結団式 6月26日 羽合小体育館 中止

町民バウンスボール大会 6月27日 羽合小体育館 中止

スポーツ推進委員と歩こう会 7月4日 園・泊地区 実施済

郡民スポレク祭 7月11・17・18日 琴浦町内ほか 中止

軽スポーツ教室 7月15日 はわいトレセン 実施済

軽スポーツ教室 8月19日 はわいトレセン 中止

ドラゴンカヌー大会 8月21日・22日 東郷池　南谷 中止

ベテラン卓球 9月4日・5日 あやめ池スポーツセンター 中止

中部駅伝 9月5日 県内 中止

スポーツ推進委員と歩こう会 9月12日 東郷地域 中止

軽スポーツ教室 9月16日 はわいトレセン 実施済

体力測定会 10月3日 羽合小体育館 実施済

軽スポーツ教室 10月21日 泊体育館 実施済

GG発祥地大会 10月22日・23日 潮風の丘とまり 中止

県民スポレク祭 10月23・24日 県内 実施済

町民駅伝競走大会 11月3日 町内一円（東郷池周辺） 中止

町民グラウンド・ゴルフ大会 11月7日 潮風の丘とまり 実施済

スポーツ推進委員と歩こう会 11月14日 羽合地域 実施済

軽スポーツ教室 11月18日 はわいトレセン 実施済

GG国際交流大会YURIHAMA2021 11月28日 潮風の丘とまり 実施済

町民バレーボール大会 12月5日 羽合小学校、湯梨浜中学校体育館 中止

軽スポーツ教室 12月16日 はわいトレセン 実施済

新春みんなでかけろう会 1月3日 ハワイアロハホール周辺 中止

町民バスケットボール大会 1月16日 東郷体育館、湯梨浜中学校体育館 中止

軽スポーツ教室 1月20日 はわいトレセン 中止

町民卓球大会 2月13日 あやめ池スポーツセンター 中止

軽スポーツ教室 2月17日 はわいトレセン 中止

町民ゲートボール大会 2月27日 ハワイオレンジ球場 中止

町民バドミントン大会 3月6日 あやめ池スポーツセンター 中止

スポ少入団説明会 3月11日 中央公民館 実施済

スポーツ推進委員と歩こう会 3月13日 東郷地域 中止

軽スポーツ教室 3月17日 はわいトレセン 中止

地域の状況により、中止の場合があります。



令和2年度　各種行事実施状況 スポーツ事業

行事名 開催日 場所 実施・中止

スポーツ推進委員と歩こう会 4月5日 はわい長瀬・久留地区 実施済

スポ少結団式 4月11日 羽合小体育館 中止

軽スポーツ教室 4月16日 はわいトレセン 中止

町民ソフトボール大会 5月10日 東郷小、湯梨浜中 中止

軽スポーツ教室 5月21日 はわいトレセン 中止

オリンピック聖火リレー 5月23日 長和田～燕趙園 延期

チャレンジデー 5月27日 町内全域 中止

GG国際大会 5月29日・30日 潮風の丘とまり 中止

町ナイターリーグ 4月～10月 東郷運動公園野球場 中止

郡民スポレク祭（陸上） 6月7日 倉吉市陸上競技場 中止

GG発祥地大会 6月13日・14日 潮風の丘とまり 中止

軽スポーツ教室 6月18日 はわいトレセン 実施済

郡民ｽﾎﾟﾚｸ結団式 6月27日 羽合小体育館 中止

町民バウンスボール大会 6月28日 羽合小体育館 中止

スポーツ推進委員と歩こう会 7月12日 泊地域 実施済

軽スポーツ教室 7月16日 羽合小多目的活動ホール 実施済

郡民スポレク祭 7月18日 琴浦町内 中止

軽スポーツ教室 8月20日 羽合小多目的活動ホール 中止

ﾄﾞﾗｺﾞﾝｶﾇｰ大会 8月22日・23日 東郷池　南谷 中止

スポーツ推進委員と歩こう会 8月30日 東郷地域 中止

ベテラン卓球 9月5日・6日 あやめ池スポーツセンター 中止

中部駅伝 9月6日 中部地内 中止

軽スポーツ教室 9月17日 羽合小多目的活動ホール 実施済

体力測定会 10月4日 羽合小体育館 実施済

軽スポーツ教室 10月15日 はわいトレセン 実施済

県民スポレク祭 10月24・25日 中部地内 一部実施済

町民グラウンド・ゴルフ大会 11月1日 潮風の丘とまり 実施済

町民駅伝競走大会 11月3日 町内一円（東郷池周辺） 中止

スポーツ推進委員と歩こう会 11月8日 羽合・東郷地域 実施済

軽スポーツ教室 11月19日 はわいトレセン 実施済

GG国際交流大会YURIHAMA2020 11月29日 潮風の丘とまり 実施済

町民バレーボール大会 12月6日 羽合小学校、湯梨浜中学校体育館 中止

軽スポーツ教室 12月17日 はわいトレセン 実施済

新春みんなでかけろう会 1月3日 ハワイアロハホール周辺 中止

町民バスケットボール大会 1月17日 東郷体育館、湯梨浜中学校体育館 中止

軽スポーツ教室 1月21日 はわいトレセン 中止

町民卓球大会 2月11日 あやめ池スポーツセンター 中止

軽スポーツ教室 2月18日 はわいトレセン 中止

町民ゲートボール大会 2月21日 ハワイオレンジ球場 中止

町民バドミントン大会 3月7日 あやめ池スポーツセンター 中止

スポ少入団説明会 3月12日 中央公民館 実施済

スポーツ推進委員と歩こう会 3月14日 東郷地域 実施済

軽スポーツ教室 3月18日 はわいトレセン 実施済


