
月　日 第　一　球　場 第　二　球　場 テニスコート 月　日 第　一　球　場 第　二　球　場 テニスコート

４・　４（土） 少年野球（学童交流） U－１２近郷大会（サ）※中止 １０．　３（土） 県Ｕ－１２リーグ（サ）

　５（日） 野球連盟 周南トレセン二次選考会（サ） ※中止 　　　４（日） 野球連盟 Ｕ－８近郷大会（サ） 市民体育大会（協会種目）

１１（土） 選手権一次予選（サ） 選手権一次予選（サ） １０（土） 光市中学校新人体育大会 Ｕ－９近郷大会（サ） 光市中学校新人体育大会

１２（日） 野球連盟 第５３回Ａ級協会杯（ソ） 　　　１１（日） 市民体育大会（協会種目） 市民体育大会（協会種目） 光市中学校新人体育大会

選手権二次予選（サ） １７（土） 東部地区Ｕ１０サッカー大会（サ） 東部地区Ｕ１０サッカー大会（サ）

※15：00～光市中学校春季体育大会準備 第３　　１８（日） 第４８回市民体育大会 第４８回市民体育大会 第４８回市民体育大会

第３　　１９（日） 野球連盟 光市中学校春季体育大会 光市中学校春季体育大会 ２４（土） 全日周南一次予選（サ） 全日周南一次予選（サ）

２５（土） 選手権三次予選（サ） 光市中学校春季体育大会（予備日） ２５（日） 第４３回ＡＢ顧問杯（ソ）

　　　２６（日） 県Ｕ－１２リーグ（サ） 第４７回Ａ級会長杯（ソ） 光市中学校春季体育大会（予備日） ３１（土） 全日周南ニ次予選（サ） 全日周南二次予選（サ）

祝　　　２９（水） 少年野球（市長杯） 少年野球（市長杯） 第27回光市長杯市民大会（ソ） 　　１１．　１（日） 野球連盟 全日周南三次予選（サ）

　５．　２（土） 祝　　　３（火） 少年野球（おおつか杯） 少年野球（おおつか杯）

　５．　３（日） 野球連盟 第56回光市近郊中学校大会（男子）（ソ） 　　７（土） Ｕ－１２サッカーフェスティバル（サ） Ｕ－１２サッカーフェスティバル（サ） 第5７回光市近郊中学校大会（男子）（ソ）

祝　　　　４（月） 第56回光市近郊中学校大会（女子）（ソ） 　　　８（日） 光市消防団秋季総合訓練 Ｕ－１１近郷大会（サ） 第5７回光市近郊中学校大会（女子）（ソ）

祝　　　　５（火） 少年野球（労金中国） 少年野球（労金中国） 　１４（土） Ｕ－１０近郷大会（サ）

祝　　　　６（水） 少年野球（労金中国） 県Ｕ－１２リーグ（サ） 　第３　　１５（日） 野球連盟

　　　　９（土） 周防地区浅島Ｅ大会（サ） 　　２１（土） 周防地区光井Ｄ大会（サ）

　　　１０（日） 野球連盟 県Ｕ－１２リーグ（サ） ２２（日） 野球連盟 県サッカー指導者研修会（サ）

　　１６（日） リフティング大会（サ） リフティング大会（サ） 祝　　２３（月）

第３　　１７（日） 野球連盟 第３２回県知事杯予選（ソ） 　　２８（土） スポーツフェスタｉｎ光2020 スポーツフェスタｉｎ光2020 スポーツフェスタｉｎ光2020

　　２３（土） ２９（日）

　　２４（日） 野球連盟 周防地区浅島Ｃ大会（サ） １２．　５（土） 市長杯（サ） 市長杯（サ）

　　３０（土） サッカー大会 県Ｕ－１２リーグ（サ） 　　６（日） 第８２回光市民大会（Ｓ）

　　３１（日） 吹奏楽コンサート駐車場 吹奏楽コンサート駐車場 吹奏楽コンサート駐車場 　　　１２（土） ジョイフル周南予選（サ） ジョイフル周南予選（サ）

　６．　６（土） Ｕ－１２サッカーフェスティバル（サ） Ｕ－１２サッカーフェスティバル（サ） 光市中学校選手権予選会 　　　１３（日） 第８２回光市民大会（Ｄ）

　　７（日） 野球連盟 リフティング大会（サ） 光市中学校選手権予選会 　　　１９（土） ジョイフル周南予選（サ） ジョイフル周南予選（サ）

　１３（土） Ｕ１５夏季サッカーフェスティバル（サ） Ｕ１５夏季サッカーフェスティバル（サ） 光市中学校選手権予選会（予備日） 　第３　　２０（日） リフティング大会（サ） リフティング大会（サ）

１４（日） 野球連盟 周防地区光井地区Ｃ大会（サ） 光市中学校選手権予選会（予備日） ２６（土） 浅島サッカー大会（サ）

　　２０（土） 少年野球（新日鐵杯） 周防地区光井地区Ｄ大会（サ） ２７（日）

第３　　２１（日） 室積地区球技大会 ２０２１年　１．　９（土） 周防地区光井ＡＣ大会（サ） 周防地区光井ＡＣ大会（サ）

　　２７（土） 県Ｕ－１２リーグ（サ） 　　１０（日） 周防地区光井ＢＤ大会（サ） 周防地区光井ＢＤ大会（サ）

　　２８（日） 野球連盟 祝　　　１１（月） 周防地区光井Ｅ大会（サ） 周防地区光井Ｅ大会（サ）

　７．　４（土） 東部地区Ｕ９サッカー大会（サ） 東部地区Ｕ９サッカー大会（サ） 　　　１６（土）

５（日） 野球連盟 県Ｕ－１５リーグ（サ） 第８１回光市民大会（Ｓ） 　第３　　１７（日） 第６６回光市駅伝競走大会 第６６回光市駅伝競走大会 第６６回光市駅伝競走大会

１１（土） サッカー大会 県Ｕ－１２リーグ（サ） ２３（土） セミナーパーク杯一次予選（サ） セミナーパーク杯一次予選（サ）

　　　１２（日） 野球連盟 周防地区浅島Ｄ大会（サ） 第８１回光市民大会（Ｄ） ２４（日） Ｕ－１４サッカーフェスティバル（サ） Ｕ－１４サッカーフェスティバル（サ）

　　　１８（土） 少年野球（会長杯） 少年野球（会長杯） ３０（土） セミナーパーク杯二次予選（サ） セミナーパーク杯二次予選（サ）

　第３　　１９（日） 野球連盟 第２２回県協会会長杯予選（ソ） ３１（日）

祝　　　２３（木） 会長杯（サ） 会長杯（サ） ２．　６（土） 周防地区浅島ＡＤ大会（サ） 周防地区浅島ＡＤ大会（サ）

祝　　　２４（金） 県Ｕ－１２リーグ（サ） ７（日） 周防地区浅島ＣＥ大会（サ） 周防地区浅島ＣＥ大会（サ）

　　２５（土） 県Ｕ－１５リーグ（サ） 　祝　　　１１（木） 梅まつりマラソン 梅まつりマラソン 梅まつりマラソン

２６（日） 野球連盟 第２２回県協会会長杯予選予備日（ソ） 　　　　１３（土） サン・リフォーム杯（サ） サン・リフォーム杯（サ）

　８．　１（土） 高校サッカーフェスティバル（サ） 高校サッカーフェスティバル（サ） 光市中学校秋季体育大会 　　１４（日） サン・リフォーム杯（サ） サン・リフォーム杯（サ）

　２（日） 少年野球（福原杯） 少年野球（福原杯） 光市中学校秋季体育大会 　２０（土） 第２１回梅まつりコバルトウォーク 第２１回梅まつりコバルトウォーク 第２１回梅まつりコバルトウォーク

８（土） 県Ｕ－１５リーグ（サ） 第３　　２１（日）

　　　９（日） 野球連盟 第４７回ＡＢ市長杯（ソ） 　祝　　　２３（火） リフティング大会（サ） リフティング大会（サ）

祝　　　１０（月） 県Ｕ－１２リーグ（サ） ２７（土） 周南トレセン一次選考会（サ）

１５（土） ２８（日） 野球連盟 周南トレセン一次選考会（サ）

第３　　１６（日） 野球連盟 ３．　６（土） 周南トレセン二次選考会（サ）

　　２２（土） ７（日） 野球連盟 周南トレセン二次選考会（サ）

　　２３（日） １３（土） 少年野球（丸山大会） 少年野球（丸山大会） 第15回光市チーム対抗大会（ソ）

　２９（土） 少年野球（秋季県体） 県Ｕ－１２リーグ（サ） 　　１４（日） 少年野球（丸山大会） 少年野球（丸山大会）

　３０（日） 少年野球（秋季県体） 周防地区浅島Ｅ大会（サ） 祝　　　２０（土） 少年野球（丸山大会） 県Ｕ－１５リーグ（サ） 光市中学校選手権大会（男子）（ソ）

　９．　５（土） 東部地区Ｕ１１サッカー大会（サ） 東部地区Ｕ１１サッカー大会（サ） 第３　　２１（日） 野球連盟 県Ｕ－１５リーグ（サ） 光市中学校選手権大会（女子）（ソ）

６（日） 野球連盟 第５３回Ｂ級協会杯（ソ） 　　　２７（土） 少年野球学童交流大会 少年野球学童交流大会

　　１２（土） 周防地区光井Ｃ大会（サ） ２８（日） 少年野球学童交流大会 第４３回県一般男子予選（ソ）

　　　１３（日） 野球連盟 周防地区光井Ｄ大会（サ）

　　１９（土） 少年野球（武田杯） 少年野球（武田杯）

第３　　２０（日） 野球連盟 第１７回ＡＢ親睦大会（ソ）

祝　　　２１（月） 県Ｕ－１２リーグ（サ）

祝　　　２２（火） リフティング大会（サ） リフティング大会（サ）

２６（土） 少年野球（ヤマウチ杯） 県Ｕ－１２リーグ（サ）

２７（日） 野球連盟

　　１８（土） 選手権二次予選（サ） 光市中学校春季体育大会

２０２０年度　　光スポーツ公園使用計画表（日曜・祝日・土曜･振替休日）　


