
期間 種別 大会・行事名 会場

2日 大会
令和4年度むつ市春季小学生卓球大会
第25回むつ市ラージボール卓球大会

むつマエダアリーナ

3日 大会 春季バドミントン大会 むつマエダアリーナ

6日 教室・講習会 春季ジュニアテニス教室（４月・毎週水曜日） しもきた克雪ドーム

9日、10日 大会 青森ワッツ公式戦（VS　福島ファイヤーボンズ） むつマエダアリーナ

9日 その他イベント 第１回テニスの集い むつ運動公園テニスコート

10日 その他イベント むつ市ソフトテニス協会コート開き むつ運動公園テニスコート

16日 大会 高体連ソフトテニス下北地区春季大会 むつ運動公園テニスコート

16日、17日、23日
（24日予備日）

大会 春季むつ地区高校野球大会 川内球場

17日 その他イベント 第２回テニスの集い むつ運動公園テニスコート

23日、24日 大会
第42回むつ市春季陸上選手権大会兼
むつ下北地区小学生陸上競技記録会

むつ運動公園陸上競技場

23日、24日 大会 令和4年度青森県高校サッカー春季地区大会 大畑あさひな丘陸上競技場

23日 大会 春季郡市親善大会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

24日 大会 第14回会長杯争奪小中学校ソフトテニス大会 むつ運動公園テニスコート

24日 大会 第54回むつ市春季バレーボール大会 大畑体育館

29日 大会 第75回むつ市春季柔道大会 むつマエダアリーナ

29日、30日 大会 令和4年度県下高校春季テニス選手権大会　下北地区予選会 むつ運動公園テニスコート

29日 大会 下北地方中学校春季バスケットボール大会兼県大会予選 大畑体育館

30日 大会 令和4年度青森県中学校春季柔道大会 むつマエダアリーナ

30日 大会 第53回下北地方中学校バレーボール選手権大会 東通村体育館

30日、5月1日 大会 下北地区春季ミニバスケットボール交歓大会 大畑体育館

30日、5月1日 大会 高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球むつ支部予選会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
風間浦村民野球場

期間 種別 大会・行事名 会場

1日 大会 第25回ABA杯青森県小学生バレーボール選手権大会
むつマエダアリーナ

東通村体育館

1日 大会 第74回憲法記念駅伝競走大会 しもきた克雪ドーム

1日 大会 むつ下北地区中学校春季ソフトテニス大会 むつ運動公園テニスコート

1日 大会 第68回むつ下北地区春季剣道選手権大会 田名部中学校第１体育館

4日、5日
（3日予備日）

大会 第42回全日本少年軟式野球むつ支部予選会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
風間浦村民野球場

6日～9日 大会 令和4年度第22回青森県高等学校春季卓球選手権大会 むつマエダアリーナ

7日、8日 大会 第66回高松宮賜杯軟式野球大会（1部・2部）むつ支部予選大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
大畑あさひな丘球場

7日 大会 むつ市武術太極拳連盟交流大会2022 下北文化会館リハーサル室

7日 大会 北奥羽総合体育大会予選会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

8日、14日、15日 大会 春季むつ地区予選（高校硬式野球） 川内球場

11日～ ナイター むつ市ナイター卓球前期リーグ戦（毎週水曜日、7月まで） むつマエダアリーナ

14日、15日 大会
第76回市町村対抗青森県民体育大会軟式野球競技市の部予選会

第72回北奥羽総合体育大会軟式野球競技むつ支部予選会

むつ運動公園野球場
スポーツ広場

大畑あさひな丘球場

15日 大会 令和4年度むつ市卓球春季大会 むつマエダアリーナ

15日 大会 第11回フレンドリーカップ（ソフトバレーボール） むつマエダアリーナ

４月

５月①
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期間 種別 大会・行事名 会場

15日 大会 むつ下北地区春季ソフトテニス大会 むつ運動公園テニスコート

21日、22日 大会 第77回天皇賜杯軟式野球競技むつ支部予選大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
大畑あさひな丘球場

22日 その他イベント むつ市朝野球大会　開会式 むつ運動公園野球場

22日 大会 むつ下北春季中学校陸上競技記録会 むつ運動公園陸上競技場

22日 大会 むつ下北春季ダブルス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

29日 大会 ラインメール青森ＦＣ公式戦（VS　ＦＣティアモ枚方） むつ運動公園陸上競技場

29日 大会 野球リーグ戦 大畑あさひな丘球場

期間 種別 大会・行事名 会場

2日～ ナイター むつ市ナイターリーグ（バスケットボール）毎週木曜日、11月まで むつマエダアリーナ

4日 大会
第44回木村杯小学生バレーボール大会兼

第42回全日本バレーボール小学生大会青森県大会むつ地区予選会
むつマエダアリーナ

4日、5日 大会
第26回青森県スポーツ少年団フェスティバル

軟式野球競技会下北地区予選会

むつ運動公園野球場
スポーツ広場

大畑あさひな丘球場

5日 大会 第18回ソフトバレーボール祭り むつマエダアリーナ

5日 大会
第47回青森県スポーツ少年団フェスティバル

剣道競技会むつ市予選会
むつマエダアリーナ

5日 大会 JFAファミリーフットサルフェスティバルinむつ（サッカー） しもきた克雪ドーム

5日 大会 JFAキッズフェスティバル（サッカー） ウェルネスはらっぱる

5日 大会 むつ下北春季ミックスダブルス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

11日、12日
（13日予備日）

大会

下北地方中学校体育大会夏季大会
・軟式野球　・ソフトボール　・ソフトテニス
・バドミントン　・卓球　・陸上競技　・柔道

・バレーボール　・バスケットボール　・剣道　・水泳

むつマエダアリーナ
むつ運動公園各競技場
大畑あさひな丘プール
下北管内各中学校

東通村体育館

11日 その他イベント 市民ニュースポーツ体験DAY しもきた克雪ドーム

11日 大会 第18回むつ支部長杯（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

18日 大会 青森県民駅伝競走大会選手選考記録会 むつ運動公園陸上競技場

18日、19日 大会 東北ミニバスケットボール大会下北地区予選大会 むつマエダアリーナ

18日、19日 大会 第18回2022スポーツマスターズ軟式野球大会むつ支部予選大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場

18日 その他イベント 春季交流会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

19日 大会 市長杯シングルス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

19日 大会 令和4年県南地区還暦野球リーグ戦 大畑あさひな丘球場

24日 大会 第20回輪投げ大会 しもきた克雪ドーム

25日、26日 大会 第53回青森県少年（小学生の部）軟式野球大会むつ支部予選大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
風間浦村民野球場

25日、26日 大会 第8回青森県男子ソフトボール大会兼第19回一般男子県予選会 大畑あさひな丘球場

26日 大会 第38回木曜クラブ杯卓球大会 むつマエダアリーナ

26日 大会 第38回会長杯争奪サッカー大会 しもきた克雪ドーム

26日 大会 第13回むつ市長杯争奪下北ソフトテニス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

５月②

６月
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期間 種別 大会・行事名 会場

2日、3日 その他イベント
第15回青森県民スポーツ・レクリエーション祭

（武術太極拳）
むつマエダアリーナ

2日 その他イベント
第15回青森県民スポーツ・レクリエーション祭

（フライングディスク）
ウェルネスはらっぱる
しもきた克雪ドーム

2日、3日 大会 第53回青森県少年（中学生の部）軟式野球大会むつ支部予選大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
風間浦村民野球場

2日、3日 大会 第16回RFSカップ少年サッカー大会 大畑あさひな丘陸上競技場

2日 大会 県民体育大会選手選考会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

3日 大会 第15回レクソフトボール大会 大畑あさひな丘球場

5日 ナイター 2022むつフットサルリーグ（火曜日、9月まで） しもきた克雪ドーム

8日 大会 第42回むつ市老人スポーツ大会 しもきた克雪ドーム

8日～10日 大会
第77回国民体育大会陸上競技県選手選考会

第49回東北総合体育大会陸上競技県選手権大会
むつ運動公園陸上競技場

スポーツ広場

9日、10日 大会 第28回関東・東北北海道壮年軟式野球大会むつ支部予選大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場

10日 大会 第19回ビギナーズむつバドミントン大会 むつマエダアリーナ

10日 大会 第20回8人制サッカーフェスティバル しもきた克雪ドーム

10日 大会 会長カップダブルス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

10日 大会 野球リーグ戦 大畑あさひな丘球場

11日～ ナイター
第53回ナイターバスケットボールリーグ戦大会

（毎週月・木曜日、10月まで）
大畑体育館

16日～18日 大会 青森県中学校体育連盟夏季大会　剣道競技 むつマエダアリーナ

16日、17日 大会 第1回かわうちカップ学童軟式野球大会 川内球場

16日 大会 第18回恐山大祭親善大会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

17日 大会 日本スポーツマスターズ2022　女子ソフトボール競技青森県予選会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場

17日 大会 第29回夏季野球大会 大畑あさひな丘球場

19日 教室・講習会 市民スポーツ教室　ペタンク（毎週火曜日、8月まで）
シルバーアリーナむつ
大畑かもめコート

20日 教室・講習会
市民スポーツ教室　ソフトバレーボール・バドミントン

（毎週水曜日、8月まで）
むつマエダアリーナ

23日～25日 大会 東北電力旗第34回東北ミニバスケットボール大会青森県大会 むつマエダアリーナ

23日、24日 大会 第53回青森県少年（中学生の部）軟式野球大会県大会

むつ運動公園野球場
スポーツ広場

大畑あさひな丘球場
風間浦村民野球場

30日、31日 大会
第20回むつ軟式野球連盟会長旗争奪兼

第16回東北少年新人大会（学童の部）むつ支部予選大会

むつ運動公園野球場
スポーツ広場

風間浦村民野球場

31日 大会 第26回夏季バドミントン選手権大会 むつマエダアリーナ

31日 大会 下北選抜選考会 むつ運動公園野球場

31日 大会 第24回まさかりレガッタ 新田名部川ボートコース

31日
（8月28日予備日）

大会 青森県朝野球大会下北郡予選会 大畑あさひな丘球場

期間 種別 大会・行事名 会場

6日、11日 大会
第20回むつ軟式野球連盟会長旗争奪兼

第16回東北少年新人大会（少年の部）むつ支部予選大会

むつ運動公園野球場
スポーツ広場

風間浦村民野球場

6日 大会 青森県スポーツ少年団　陸上競技大会 むつ運動公園陸上競技場

6日 大会 高体連ソフトテニス下北地区審判技術研修大会 むつ運動公園テニスコート

7日 大会 第33回バタフライ・ダブルスチームカップむつ大会 むつマエダアリーナ

７月

８月①
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期間 種別 大会・行事名 会場

7日 大会 むつレディース大会（ソフトバレーボール） むつマエダアリーナ

7日 その他イベント フライングディスク体験会
しもきた克雪ドーム

ウェルネスはらっぱる

7日 大会 令和4年県南地区還暦野球リーグ戦
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
大畑あさひな丘球場

14日 大会 下北選抜選考会 むつ運動公園野球場

19日～21日 大会
令和4年度国民体育大会東北ブロック大会兼
第49回東北総合体育大会（フェンシング）

むつマエダアリーナ

20日、21日
27日、28日

大会
令和4年第34回青森県還暦野球大会

（28日はむつ運動公園野球場、スポーツ広場）

むつ運動公園野球場
スポーツ広場

大畑あさひな丘球場

20日、21日 大会 北斗市交流テニス大会 むつ運動公園テニスコート

20日、21日、27日
（28日予備日）

大会 秋季むつ地区高校野球大会 川内球場

20日、21日 大会 石田旗争奪第38回ミニバスケットボール下北選手権大会
大畑体育館

大畑小学校体育館

20日 大会 第35回むつ支部結成記念大会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

21日 大会 北斗市交流テニス大会 むつ運動公園テニスコート

24日 教室・講習会 市民スポーツ教室　テニス（毎週水曜日、９月まで） しもきた克雪ドーム

27日 大会
第59回むつ市内小学生学年別卓球大会
第58回むつ市内中学生学年別卓球大会

むつマエダアリーナ

27日 大会
第4回むつ下北中学校陸上競技選手権大会

第40回青森県小学生秋季陸上競技交流会　むつ下北地区予選会
むつ運動公園陸上競技場

27日 大会 むつ下北地区中学校秋季ソフトテニス大会 むつ運動公園テニスコート

27日、28日 その他イベント
令和4年度学年別フレッシュマン交流会兼

U-8 U-10エンデバーキッズバスケットボール教室
市内小学校体育館

28日 大会 第24回むつ市秋季卓球大会 むつマエダアリーナ

28日 その他イベント むつ下北地区スポーツフェスティバル むつマエダアリーナ

28日 大会 市長杯ダブルス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

期間 種別 大会・行事名 会場

3日、4日 大会
令和4年度青森県高等学校新人バスケットボール大会

むつ下北地区順位決定戦
（4日は大畑体育館）

むつマエダアリーナ
大畑体育館

3日、4日 大会 第45回東日本軟式野球大会（1部・2部）むつ支部予選会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
大畑あさひな丘球場

3日、4日 大会 令和4年度県下高校新人テニス選手権大会　下北地区予選会 むつ運動公園テニスコート

3日 大会 高体連ソフトテニス下北地区新人大会 むつ運動公園テニスコート

3日 大会 秋季郡市親善大会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

4日 大会 第12回全国ママさんバレーボール冬季大会青森県予選会 むつマエダアリーナ

4日 大会 第25回マサカリカップサッカー大会 ウェルネスはらっぱる

4日、10日、11日 大会 秋季むつ地区予選（高校硬式野球） 川内球場

7日 ナイター むつ市ナイター卓球後期リーグ戦（毎週水曜日、10月まで） むつマエダアリーナ

10日、11日
（12日予備日）

大会

下北地方中学校体育大会秋季大会
・軟式野球　・ソフトボール　・ソフトテニス
・バドミントン　・卓球　・陸上競技　・柔道

・バレーボール　・バスケットボール　・剣道　・水泳

むつマエダアリーナ
むつ運動公園各競技場
大畑あさひな丘プール
下北管内各中学校

東通村体育館

11日 大会 令和4年度青森県高校サッカー秋季地区大会 大畑あさひな丘陸上競技場

17日、18日 大会
第18回むつ市バスケットボール協会（MBA）会長杯争奪

ミニバスケットボール交歓大会
むつマエダアリーナ

９月①

８月②
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期間 種別 大会・行事名 会場

17日～19日
（20日予備日）

大会 朝野球県大会

むつ運動公園野球場
スポーツ広場
川内球場

大畑あさひな丘球場
風間浦村民野球場

18日 大会 むつ下北地区秋季ソフトテニス大会 むつ運動公園テニスコート

19日 大会 むつ下北秋季シングルス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

22日 大会 第32回すこやか健康大会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

23日～25日 大会 第62回むつ市民体育大会 市内体育施設

23日～26日 大会 県高野連軟式部主催　秋季大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場

23日～25日
（26日予備日）

大会 朝野球県大会 風間浦村民野球場

24日 大会
第34回青森県中学校男子駅伝競走大会
第32回青森県中学校女子駅伝競走大会兼

第30回全国中学校駅伝競走大会青森県予選
しもきた克雪ドーム

24日 大会 第42回むつ市小学生バレーボール秋季大会 東通村体育館

25日 大会 むつ下北秋季ダブルス選手権大会 むつ運動公園テニスコート

25日 大会 令和4年第7回むつ市長杯還暦野球大会 大畑あさひな丘球場

25日 大会
Jrウィンターカップ第3回全国U15バスケットボール

選手権大会下北予選会
大畑体育館

期間 種別 大会・行事名 会場

1日、2日
8日～10日

大会 第62回むつ市民体育大会 市内体育施設

1日、2日
（15日、16日
 予備日）

大会 第45回東日本軟式野球大会（1部）青森県予選会

むつ運動公園野球場
スポーツ広場

大畑あさひな丘球場
風間浦村民野球場

川内球場（1日、2日のみ）

1日、2日 大会 第32回青森県中学校新人陸上競技選手権大会
むつ運動公園陸上競技場

スポーツ広場

4日～ ナイター
第50回木村杯争奪ナイターリーグ（Ａ・Ｂ各ブロック）

毎週火曜日、2月まで
大平中学校体育館

8日、9日
もしくは

22日、23日
大会 青森ワッツ公式戦（予定） むつマエダアリーナ

14日 大会 第19回むつ市長杯兼公済会理事長杯ペタンク大会 しもきた克雪ドーム

15日、16日 大会 二北地区秋季バドミントン大会 むつマエダアリーナ

15日、16日 大会 MGAまきの子カップ しもきた克雪ドーム

21日～23日 大会 第60回青森県社会人バスケットボール大会 市内体育施設

22日、23日 大会 むつ下北選手権山本杯
むつ運動公園野球場

スポーツ広場
大畑あさひな丘球場

22日 大会 第24回アリーナ落成記念大会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

23日 その他イベント 第３回テニスの集い むつ運動公園テニスコート

28日～30日 大会 第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会青森県予選 むつマエダアリーナ

28日 大会 第4回むつ市長杯グラウンド・ゴルフ交歓大会
ウェルネスはらっぱる
しもきた克雪ドーム

29日 大会 青森県チビリンピック上北・下北地区予選会 しもきた克雪ドーム

29日、30日 大会 第10回下北杯野球大会
むつ運動公園野球場

スポーツ広場

９月②

１０月①
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期間 種別 大会・行事名 会場

30日 大会 JFAファミリーフットサルむつ大会 しもきた克雪ドーム

30日 大会
第15回むつ市教育長杯争奪下北地区中学校

シングルスソフトテニス大会
むつ運動公園テニスコート

30日 大会 第51回むつ下北地区秋季剣道選手権大会 大畑中学校体育館

期間 種別 大会・行事名 会場

1日 教室・講習会 秋季ナイターテニス教室（一般）毎週火曜日、12月まで しもきた克雪ドーム

2日 教室・講習会 秋季ナイターテニス教室（ジュニア）毎週水曜日、12月まで しもきた克雪ドーム

3日 大会 令和4年度むつ下北地区高等学校秋季バレーボール大会 むつマエダアリーナ

3日 大会 下北選抜大会 むつ運動公園野球場

3日 その他イベント むつ市ソフトテニス協会コート納め むつ運動公園テニスコート

5日 大会 第21回領毛杯小学生バレーボール選抜交流新人大会 むつマエダアリーナ

5日 大会 全国都道府県中学生ソフトテニス大会　2次選考会 しもきた克雪ドーム

6日 大会 第54回むつ下北中学校秋季バレーボール大会 むつマエダアリーナ

6日 大会 第1回KBC杯ティーボール大会 しもきた克雪ドーム

8日 ナイター 第20回フットサル・ナイターリーグ（火曜日、2月まで） しもきた克雪ドーム

12日 大会 テニス＆ソフトテニス　ジュニアサーキット むつマエダアリーナ

12日 大会 第13回全国消防職員親善空手道大会 むつマエダアリーナ

12日、13日 大会 東奥日報杯争奪青森県U-11サッカー大会 しもきた克雪ドーム

12日 その他イベント 秋季交流会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

13日 大会 第54回むつ市秋季バレーボール大会 むつマエダアリーナ

13日 大会 マエダ杯第35回むつ市ソフトバレーボール大会 むつマエダアリーナ

19日、20日 大会 青森県ミニバスケットボール予選会下北地区代表予選会 むつマエダアリーナ

19日 大会 第3回MGA杯ティーボール大会 しもきた克雪ドーム

20日 大会 第21回中村杯フットサル大会 しもきた克雪ドーム

23日 大会 第36回濱谷杯争奪むつ市卓球選手権大会 むつマエダアリーナ

23日 大会 下北選抜大会ファイナル しもきた克雪ドーム

26日 大会
第16回青森県小学生インドアソフトテニス選手権大会兼
東北小学生インドアソフトテニス選手権大会青森県予選

しもきた克雪ドーム

26日 大会 第36回むつ支部選手権大会（ゲートボール） シルバーアリーナむつ

27日 大会 第18回ＲＦＳ杯ママさんバレーボール大会 むつマエダアリーナ

27日 大会 全国都道府県中学生ソフトテニス大会　最終選考 しもきた克雪ドーム

１０月②

１１月
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期間 種別 大会・行事名 会場

3日 大会 下北選抜大会ファイナル しもきた克雪ドーム

4日 大会 第35回むつ下北地区綱引大会 むつマエダアリーナ

4日 大会 川内ベースボールクラブ交流大会 しもきた克雪ドーム

4日 大会 剣道大会 大畑体育館

10日 教室・講習会 令和4年度むつ地区少年野球ふれあい教室 しもきた克雪ドーム

11日 大会 第9回下北かさまいカップ高等学校バレーボール大会 むつマエダアリーナ

11日 大会 第21回中村杯8人制サッカー大会 しもきた克雪ドーム

17日 大会 第35回下北地方中学校1年生バレーボール大会 むつマエダアリーナ

17日、18日 大会 コープ杯争奪チビリンピック青森県予選大会 しもきた克雪ドーム

18日 大会 第56回むつバドミントン選手権大会 むつマエダアリーナ

24日、25日 大会 下北地区ウィンターカップバスケットボール大会強化試合 むつマエダアリーナ

25日 大会 むつ下北地区中学校インドアソフトテニス大会 しもきた克雪ドーム

期間 種別 大会・行事名 会場

7日 その他イベント 新春稽古会 大畑体育館

7日、8日 教室・講習会 ちびっこスキー教室 釜臥山スキー場

8日、9日 大会 第17回冬季U-14むつカップサッカー大会 しもきた克雪ドーム

14日 大会 第35回むつ下北小学生バレーボール5年生大会 むつマエダアリーナ

14日 大会 第2回KBC杯ティーボール大会 しもきた克雪ドーム

14日、15日 教室・講習会 市民スキー・スノーボード教室 釜臥山スキー場

15日 大会 バーモントカップ少年サッカー上北・下北地区予選会 しもきた克雪ドーム

15日 その他イベント 第1回バッジテスト（かまふせキッズ） 釜臥山スキー場

21日、22日
28日、29日

大会
金澤杯争奪第41回むつ下北地区バスケットボール祭

（22日、28日、29日は大畑体育館）
むつマエダアリーナ

21日 大会 下北選抜大会ファイナル しもきた克雪ドーム

22日 大会 第31回新春下北地方中学校バレーボール大会 むつマエダアリーナ

22日 大会 2023新春8人制サッカー大会 しもきた克雪ドーム

22日 その他イベント 第1回バッジテスト（スキー） 釜臥山スキー場

28日、29日 大会
高体連ソフトテニス下北地区インドア大会

（28日は男子、29日は女子）
むつマエダアリーナ

28日、29日 大会 第17回タムちゃんカップ少年サッカー大会 しもきた克雪ドーム

29日 大会 第62回むつ市市民大会 スキー競技 釜臥山スキー場

期間 種別 大会・行事名 会場

4日、5日 大会 金澤杯争奪第41回むつ下北地区バスケットボール祭 むつマエダアリーナ

4日 大会 令和4年度むつ地区高校サッカーフェスティバル しもきた克雪ドーム

5日 大会 2023新春フットサル大会 しもきた克雪ドーム

5日 大会 第16回下北ジュニアクロスカントリー選手権大会 釜臥山林間コース

5日 その他イベント 第1回バッジテスト（スノーボード） 釜臥山スキー場

11日 大会 MGAチャレンジカップ しもきた克雪ドーム

12日 大会 下北選抜大会ファイナル しもきた克雪ドーム

18日 大会 川内ベースボールクラブファイナル大会 しもきた克雪ドーム

１２月

１月

２月①

7



期間 種別 大会・行事名 会場

19日 大会 むつ下北地区インドアソフトテニス大会 むつマエダアリーナ

19日 大会 室内団体戦大会 しもきた克雪ドーム

19日 その他イベント 第2回バッジテスト（スキー・スノーボード） 釜臥山スキー場

25日 大会 下北選抜大会ファイナル しもきた克雪ドーム

26日 大会 第37回初心者バドミントン大会 むつマエダアリーナ

26日 大会 令和4年度市内王座8人制サッカー大会 しもきた克雪ドーム

26日 その他イベント 第2回バッジテスト（かまふせキッズ） 釜臥山スキー場

期間 種別 大会・行事名 会場

1日 教室・講習会 春季ジュニアテニス教室（３月・毎週水曜日） しもきた克雪ドーム

4日 大会 第3回下北チャレンジャーズ杯下北予選 しもきた克雪ドーム

4日 その他イベント 釜臥山スキー場カーニバル 釜臥山スキー場

5日 大会 第3回下北チャレンジャーズ杯本大会 しもきた克雪ドーム

11日 大会 第4回MGA杯ティーボール大会 しもきた克雪ドーム

12日 大会 令和4年度市内王座フットサル大会 しもきた克雪ドーム

21日 大会 第5回MGA杯ティーボール大会 しもきた克雪ドーム

24日～26日 大会 第15回しもきたドリームカップ少年サッカー大会 しもきた克雪ドーム

３月

２月②
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