
日 曜 時間 場所 大会名 主催 時間 大会名 主催 時間 大会名 主催

1 土 8:00～17:00 メイン全・サブ 山桜剣道クラブ強化錬成大会 市スポーツ少年団 8:00～18:00 神奈川湘南交流試合 高野連軟式部 6:00～18:00 自主事業（準備） 管理者

2 日 9:00～21:00 メイン全・サブ・武道場・会A・B 第8回総合運動公園桜フェスタ 管理者 8:00～18:00 　　〃 　　〃 6:00～18:00 　　〃　　（当日） 　　〃

3 月 6:00～18:00 整備 　　〃

4 火 9:00～12:00 会Ａ・Ｂ 第32回公園緑花まつり　第2回実行委員会 市みどり公園課 6:00～18:00 　　〃 　　〃

5 水 6:00～22:00 整備 管理者

6 木 6:00～22:00 　　〃 　　〃

7 金 9:00～12:00 メイン１ 伊勢原・ふれすぽ教室 ダイヤビック 市スポーツ課 6:00～22:00 　　〃 　　〃

8:00～18:00 メイン全・サブ 地域交流大会 平塚地域小学生バレーボール連盟

9:00～17:00 会Ａ・Ｂ グリーン・ハート・スクール 市みどり公園課

9:00～21:00 メイン全 未定 管理者

9:00～17:00 武道場 春季昇級昇段審査会・館内試合 日本空手道神錬舘斎藤塾

10 月 6:00～18:00 整備 管理者

13:00～15:00 会Ａ 伊勢原・ふれすぽ教室  骨盤調整ｐｍ 市スポーツ課

18:00～21:00 会A 役員会・理事会 市スポーツ協会

12 水 9:00～12:00 会Ａ 伊勢原・ふれすぽ教室  ウエンズデーヨガ・リラックスヨーガ 市スポーツ課 6:00～22:00 整備 管理者

13 木 9:00～12:00 剣道場 伊勢原・ふれすぽ教室 エクササイズ 　　　〃 6:00～22:00 　　〃 　　〃 8:00～16:00 第29回市グラウンド・ゴルフ大会 市グラウンド・ゴルフ協会

14 金 9:00～12:00 会Ａ 伊勢原・ふれすぽ教室 入門ヨガ・パワーヨガ 　　　〃 6:00～22:00 　　〃 　　〃 8:00～16:00 　　〃　　　（予備日） 　　〃

8:00～17:00 メイン１・２ クルリン杯 市バレーボール協会

18:00～21:00 メイン全・会Ａ・Ｂ 県大会（準備） 市空手道連盟

16 日 8:00～21:00 メイン全・武道場・会Ａ・Ｂ 県大会（当日） 　　　〃 8:00～18:00 2023年市選手権大会 市野球協会 6:00～18:00 県大会駐車場 市空手道連盟

17 月 6:00～18:00 整備 管理者

18 火 6:00～18:00 　　〃 　　〃

19 水

20 木

9:00～12:00 剣道場 伊勢原・ふれすぽ教室 ダイヤビック 市スポーツ課

9:00～12:00 会Ａ 伊勢原・ふれすぽ教室 入門ヨガ・パワーヨガ 　　　〃

23 日 9:00～21:00 メイン全 未定 管理者 6:00～18:00 　　〃　　（予備日） 　　〃

24 月

25 火 13:00～15:00 会Ａ 伊勢原・ふれすぽ教室  骨盤調整ｐｍ 市スポーツ課

9:00～17:00 メイン全 第34回やまぶき杯 教職員ベテラン会

9:00～12:00 会Ａ 伊勢原・ふれすぽ教室  ウエンズデーヨガ・リラックスヨーガ 市スポーツ課

27 木 9:00～12:00 剣道場 伊勢原・ふれすぽ教室 エクササイズ 　　　〃

28 金

29 土 9:00～21:00 メイン全・会Ａ 県女子フットサルリーグ 県サッカー協会 8:00～18:00 ＪＦＡＵ－12ＴＯＰリーグ 市サッカー協会４種少年委員会

9:00～18:00 メイン全・サブ 市協会長杯　男女混合６人制一般 市バレーボール協会 8:00～18:00 イセハライチ駐車場(8-12半面①のみ) イセハライク

9:00～12:00 武道場 かけっこクラブ 市陸上競技協会 10:00～12:00 かけっこクラブ　半面② 市陸上競技協会

22 土

26 水

6:00～18:00 　　〃　　〃

21 金 6:00～18:00 元気な伊勢原少年サッカー大会（準備） 管理者

11 火

8:00～18:00 市野球協会2023年市選手権大会

高野連硬式部
令和5年度県高等学校野球春季県大会
アップ会場・駐車場

6:00～18:00高野連硬式部
令和5年度県高等学校野球
春季県大会

6:00～18:00
令和5年度第50回県中学校
春季野球大会中ブロック大会

市中体連 6:00～18:00 　　〃　　（当日） 　　〃

6:00～18:00

　　〃　　〃8:00～18:00　　〃

休　　　　館　　　　日 休　　　場　　　日

“元気な伊勢原づくり”共同事業体　TEL.０４６３－９２－３５３６　（火曜日～日曜日　８：３０～１７：００）

8 土

9 日

15 土

30 日

8:00～18:00
令和5年度県高等学校野球
春季県大会

高野連硬式部 高野連硬式部
令和5年度県高等学校野球春季県大会
アップ会場・駐車場

　　　　　　　　　　2023年4月　伊勢原市総合運動公園　大会予定表　　　　　　　　　　　

 2023年3月1日現在

伊勢原市体育館 いせはらサンシャイン・スタジアム 自由広場

休　　　　館　　　　日 休　　　場　　　日

休　　　　館　　　　日 休　　　場　　　日

休　　　　館　　　　日 休　　　場　　　日

　　〃8:00～18:00

8:00～18:00


