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２ 木 維新公園健康体操教室 維新大晃アリーナ　武道館 9:30～11:00 (一財)山口県施設管理財団

維新大晃アリーナ　アリーナ

維新大晃アリーナ　レクチャー

第65回山口県陸上競技強化記録会 維新みらいふスタジアム 8:30～17:00 (一財)山口陸上競技協会

第42回山口県ジュニアテニス選手権大会(U18予選)(～5日) テニス場 7:30～19:00 山口県テニス協会

山口県チャンピオンリーグU-15(2部B) ちょるる広場 8:30～16:30 (一社)山口県サッカー協会

全日本空手道連盟第2回公認段級位審査会 維新大晃アリーナ　武道館 8:00～17:00 山口県空手道連盟

第21回全国障害者スポーツ大会山口県予選会(フットベースボール) ちょるる広場 8:30～17:00 (公社)山口県障害者スポーツ協会

６ 月 中国実業団連盟春期長距離強化合宿 補助陸上競技場 13:00～17:00 (一財)山口陸上競技協会

山口大学広島大学九州大学体育会バドミントン部定期戦(～9日) 維新大晃アリーナ　アリーナ 10:00～17:00 山口大学学生支援部学生支援課

維新公園ヨガ教室 維新大晃アリーナ　武道館 14:00～15:30 (一財)山口県施設管理財団

９ 木 中国実業団連盟春期長距離強化合宿 補助陸上競技場 8:30～12:00 (一財)山口陸上競技協会

第41回山口ライオンズ杯卓球大会 維新大晃アリーナ　アリーナ 9:00～18:00 山口市卓球協会

J2リーグ　レノファ山口 vs ロアッソ熊本 維新みらいふスタジアム 14:00～16:00 (株)レノファ山口

第23回山口県中学校陸上競技記録会 補助陸上競技場 9:00～18:00 (一財)山口陸上競技協会

第42回山口県ジュニアテニス選手権大会(U18予選)(～12日) テニス場 7:30～19:00 山口県テニス協会

山口県チャンピオンリーグU-15(2部B) ちょるる広場 8:30～16:30 (一社)山口県サッカー協会

第464回地方審査審査前講習会 弓道場 9:00～17:00 山口県弓道連盟

第11回やまぐち体操フェスティバル 維新大晃アリーナ　アリーナ 10:00～16:00 山口県体操協会

山口県読売駅伝2023 維新みらいふスタジアム 11:00～14:00 (一財)山口陸上競技協会

山口大学陸上部選手権大会 補助陸上競技場 8:30～13:00 山口大学学生支援部学生支援課

中国実業団連盟春期長距離強化合宿 補助陸上競技場 13:00～17:00 (一財)山口陸上競技協会

ペタンク大会 ちょるる広場 8:30～12:00 吉敷地区社会福祉協議会

第72回知事杯争奪弓道大会 弓道場 9:00～17:00 山口県弓道連盟

維新公園健康体操教室 維新大晃アリーナ　武道館 9:30～11:00 (一財)山口県施設管理財団

良城クラブGG大会 ちょるる広場 8:30～12:00 良城クラブ

維新大晃アリーナ　アリーナ

維新大晃アリーナ　レクチャー

剣道合同稽古会、杖道伝達講習会・三段以下審査会 維新大晃アリーナ　武道館 10:00～16:00 (一財)山口県剣道連盟

少年部・一般部審査会 維新大晃アリーナ　武道館 18:00～22:00 山口市合気道連盟

バボラオープン テニス場 8:30～17:00 NPO法人レノファ山口スポーツクラブ

山口県チャンピオンリーグU-15(2部B)(～19日) ちょるる広場 8:30～16:30 (一社)山口県サッカー協会

広島市立沼田高等学校陸上部春季合宿(～21日) 補助陸上競技場 9:00～16:00 広島市立沼田高等学校

テニス場 8:30～17:00 山口県テニス協会

第464回地方審査 弓道場 9:00～17:00 山口県弓道連盟

第41回山口ライオンズ杯卓球大会 維新大晃アリーナ　アリーナ 9:00～18:00 山口市卓球協会

国体・ねんりんピック予選会 維新大晃アリーナ　レクチャー 9:00～16:00 (一財)山口県剣道連盟

レノファリーグ テニス場 8:30～17:00 NPO法人レノファ山口スポーツクラブ

山口県チャンピオンリーグU-15(2部B)(～19日) ちょるる広場 8:30～16:30 (一社)山口県サッカー協会

山口市長杯争奪月例射会 弓道場 9:00～16:30 山口地区弓道連盟

補助陸上競技場

2023山口サッカーフェスティバル(～23日) ラグビー・サッカー場 9:00～17:00 山口県立山口高等学校

ちょるる広場

維新大晃アリーナ　アリーナ 9:00～16:30 山口市バスケットボール協会

少年部けいこ発表会 維新大晃アリーナ　武道館 18:00～22:00 山口市合気道連盟

山口県中学春季陸上競技教室 維新みらいふスタジアム 9:00～16:00 (一財)山口陸上競技協会

第2回山障陸連強化練習会 補助陸上競技場 8:30～12:00 (公社)山口県障害者スポーツ協会

中国地域B級チューター研修(～26日) ラグビー・サッカー場 9:00～16:00 (公財)日本サッカー協会

第34回ミニ・第29回中学校コープやまぐち杯争奪バスケットボール山口
県選抜大会(～26日)

２１ 火

２２ 水

２５ 土

ウエスタン・ブレイブスカップ(～19日) 10:00～16:00 山口市バレーボール協会

１９ 日
山口県クラス別ダブルス大会・ベテランダブルス大会(兼)ねんりんピック
山口県予選(兼)都市対抗ベテラン山口県予選

１２ 日

１６ 木

１８ 土

５ 日

８ 水

１１ 土

主　　　　　　　　催

４ 土

パラバドミントンスマイルカップ(～5日) 8:30～17:00 NPO法人スマイルクラブ

スポーツ

日 曜 行　　　　　　　　　　　　　　事 会　　場 時　　間

２０２３年

3 月

維 新 百 年 記 念 公 園

スポーツ・文化・イベント情報



J2リーグ　レノファ山口 vs 藤枝MYFC 維新みらいふスタジアム 14:00～16:00 (株)レノファ山口

春季市民大会個人戦シングルス テニス場 7:30～17:00 山口市テニス協会

山口県中学春季陸上競技教室 補助陸上競技場 9:00～16:00 (一財)山口陸上競技協会

山口県弓道少年国体記録会 弓道場 9:30～15:30 山口県高等学校体育連盟弓道専門部

２７ 月 第49回中国・四国地区高等専門学校バドミントン大会(～29日) 維新大晃アリーナ　アリーナ 10:00～18:00 宇部工業高等専門学校

２８ 火 中国四国インカレ山口大学選考会(～29日) 補助陸上競技場 8:30～13:00 山口大学学生支援部学生支援課

２ 木 マイナビ就職セミナー山口会場 維新大晃アリーナ　アリーナ 12:00～17:00 (株)ビジネスアシスト

３ 金 おおとり保育園子育てセンター山口「元気っ子あつまれ」③ 維新大晃アリーナ　武道館 10:00～11:30 おおとり保育園

１６ 木 ミラツクフェスティバル2023 維新大晃アリーナ　レクチャー 14:00～18:30 (株)メディアトレンド

１８ 土 上関原発を建てさせない山口県民大集会 野外音楽堂 10:00～15:00 山口県平和運動フォーラム

１９ 日 第1回ふれあいコンサート 野外音楽堂 13:30～15:30 「好きです鴻南」地域協育ネット協議会

２３ 木 山口大学大学院修了式及び山口大学卒業式 維新大晃アリーナ　アリーナ 10:00～12:00 国立大学法人山口大学

※主催者等の都合により内容等変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

主　　　　　　　　催

２６ 日

文　化 ・ イベント

日 曜 行　　　　　　　　　　　　　　事 会　　場 時　　間 主　　　　　　　　催

日 曜 行　　　　　　　　　　　　　　事 会　　場 時　　間

維新百年記念公園指定管理者

（一財）山口県施設管理財団
TEL ０８３－９２２－３７１２

FAX ０８３－９２８－３３７４

E‐mail info@ishin100.com


