2019年５月
日
1

2
3

曜
行事名
水 高校ハンドボール県外チーム招待大会
中学男子春季ソフトボール大会
吉野川ユースサッカーフェスティバル
木 高校ハンドボール県外チーム招待大会
全日本大学男女四国予選
金 高校ハンドボール県外チーム招待大会
第67回全日本ローラーフィギュア選手権大会

4

全日本大学男女四国予選
土 第36回徳島市空手道選手権春季大会
第67回全日本ローラーフィギュア選手権大会

5

アレックスサッカースクール
第25回徳島市ＧＧ協会トリオ大会
全日本クラブ男女四国予選
第２２回架橋記念ラグビーカーニバル
日 第35回徳島市小学生バレーボール大会
第67回全日本ローラーフィギュア選手権大会

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

第31回会長旗争奪軟式野球大会
徳島市ラグビースクール
アートトラックチャリティーイベント
全日本大学男女四国予選
第２２回架橋記念ラグビーカーニバル
月 第35回徳島市長杯争奪バドミントン大会
火
水 徳島ヴォルティスサッカースクール
すだち学級 ふれあいスポーツ
木
金
土 全日本・四国選手権卓球（徳島県予選）
第21回徳島市中学校選手権
第6回徳島県知事杯少年野球硬式大会
アレックスサッカースクール
徳島市ラグビースクール

施設名
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場ABD
徳島市球技場
第一・二競技場
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場ABD
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
徳島市立スポーツセンター
徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場ABD
第一競技場 第二競技場
徳島市立スポーツセンター
徳島市民吉野川運動広場
サッカー場Ⅲ
徳島市民吉野川運動広場
多目的広場 B
徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場AB
徳島市球技場
第一・二競技場
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
徳島市立スポーツセンター
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅱ
徳島市民吉野川運動広場
ラグビー場
徳島市民吉野川運動広場
多目的広場 A
徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場ABD
徳島市球技場
第一競技場
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場 第二競技場
徳島市民吉野川運動広場
徳島市民吉野川運動広場

とくぎんトモニアリーナ
とくぎんトモニアリーナ
徳島市民吉野川運動広場
徳島市民吉野川運動広場
徳島市民吉野川運動広場
ＮＨＫ杯徳島県中学校サッカー選手権大会決勝 徳島市球技場
第5回徳島県U-10サッカー大会
徳島市球技場
日 四国岡山医歯薬卓球大会
とくぎんトモニアリーナ
第14回徳島市中学校卓球選手権大会
とくぎんトモニアリーナ
徳島県太極拳普及指導員認定試験
Ｂ＆Ｇ海洋センター
第31回会長旗争奪軟式野球大会
徳島市民吉野川運動広場
新日本スポーツ連盟リーグ戦
徳島市民吉野川運動広場
第6回徳島県知事杯少年野球硬式大会
徳島市民吉野川運動広場
徳島市ラグビースクール
徳島市民吉野川運動広場
徳島市民吉野川北岸運動広場
全日本教員ソフトボール大会予選
第15回健祥会杯グラウンドゴルフ大会 徳島市民吉野川北岸運動広場
第16回 徳島三菱自動車杯
徳島市民勝浦川運動広場
第5回徳島県U-10サッカー大会
徳島市球技場
月
火
水 徳島ヴォルティスサッカースクール
徳島市民吉野川運動広場

（その他）
◆5/9～（土日祝を除く）

徳島市体育施設

第59回職員ソフトボール大会

サッカー場Ⅲ
多目的広場 C

第一競技場
第二競技場
野球場Ⅴ
サッカー場Ⅲ
ラグビー場
第一競技場
第二競技場
第一競技場
第二競技場
武道館
野球場Ⅱ
野球場Ⅲ
野球場Ⅴ
ラグビー場
ソフトボール場A
多目的広場
野球場Ⅰ
第一・二競技場

日
16
17
18

19

21
22
23
24
25

26

27
28
29

サッカー場Ⅲ

30
徳島市民吉野川運動広場ソフトボール場 31

行事予定表

施設名
徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場A
徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場A
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
徳島市立スポーツセンター
徳島市民吉野川運動広場
野球場ⅢⅣ
サッカー場Ⅲ
徳島市民吉野川運動広場
徳島市民吉野川運動広場
ラグビー場
第13回全国グラウンドゴルフレディス交歓大会 徳島市球技場
第一・二競技場
日 第13回徳島市ラージボール大会
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
徳島県会長杯争奪卓球大会
とくぎんトモニアリーナ
第二競技場
第6回阿波ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅰ
第31回会長旗争奪軟式野球大会
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅱ
第16回 徳島三菱自動車杯軟式野球大会 徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅲ
徳島草野球倶楽部リーグ戦
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅴ
徳島市ラグビースクール創立記念大会
徳島市民吉野川運動広場
ラグビー場
徳島県建設高等職業訓練校運動会
徳島市民吉野川運動広場
多目的広場 AB
第16回 徳島三菱自動車杯
徳島市民勝浦川運動広場
野球場Ⅰ
第13回全国グラウンドゴルフレディス交歓大会 徳島市球技場
第一・二競技場
徳島市民吉野川北岸運動広場 多目的広場
火 第21回JAバンク年金友の会大会
サッカー場Ⅲ
水 徳島ヴォルティスサッカースクール
徳島市民吉野川運動広場
徳島市民吉野川北岸運動広場 多目的広場
第21回JAバンク年金友の会大会
木
金 第19回全国障害者スポーツ大会中国・四国ブロック予選会 徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場ABCD
土 徳島県クラブ対抗大会
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
第50回西日本フィギュア選手権大会
徳島市立スポーツセンター
第64回四国都市水道交歓野球大会
徳島市民吉野川運動広場
野球場ⅢⅣ
アレックスサッカースクール
徳島市民吉野川運動広場
サッカー場Ⅲ
徳島市ラグビースクール
徳島市民吉野川運動広場
ラグビー場
第19回全国障害者スポーツ大会中国・四国ブロック予選会 徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場ABCD
第6回全国高校ラグビー7人制大会徳島県予選 徳島市球技場
第一競技場
四国サッカークローバーリーグ
徳島市球技場
第二競技場
日 第39回西日本ｼﾞｭﾆｱ卓球大会
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場 第二競技場
太極拳 1級技能検定兼 5級～1級事前講習会 Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館
武道館
第50回西日本フィギュア選手権大会
徳島市立スポーツセンター
第6回阿波ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅰ
第26回四国放送杯軟式野球大会
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅱ
新日本スポーツ連盟リーグ戦
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅲ
徳島草野球倶楽部リーグ戦
徳島市民吉野川運動広場
野球場Ⅴ
第14回市長杯争奪クラブ男子春季選手権大会 徳島市民吉野川運動広場
ソフトボール場AB
徳島市ラグビースクール
徳島市民吉野川運動広場
ラグビー場
第19回全国障害者スポーツ大会中国・四国ブロック予選会 徳島市民吉野川北岸運動広場 ソフトボール場ABCD
第16回 徳島三菱自動車杯
徳島市民勝浦川運動広場
野球場Ⅰ
第5回徳島県U-10サッカー大会
徳島市球技場
第一競技場
U-13徳島県サッカートレセン中央研修大会 徳島市球技場
第二競技場
月
火
サッカー場Ⅲ
水 徳島ヴォルティスサッカースクール
徳島市民吉野川運動広場
高所作業車運転技能講習
徳島市民吉野川運動広場
多目的広場 A
徳島市老人クラブグラウンドゴルフ大会 徳島市民吉野川運動広場
多目的広場 B
木 高所作業車運転技能講習
徳島市民吉野川運動広場
多目的広場 A
金 徳島県高校総体(卓球）
とくぎんトモニアリーナ
第一競技場
高所作業車運転技能講習
徳島市民吉野川運動広場
多目的広場 A
曜
行事名
木 ソフトボール日本リーグ（練習会場)
金 ソフトボール日本リーグ（練習会場)
土 徳島県中学校ハンドボール選手権大会
徳島県小学生バドミントン強化大会
第64回四国都市水道交歓野球大会
アレックスサッカースクール
徳島市ラグビースクール

