施設名

北上市多目的催事場
ＮＯ．１

開 催 期 間
４/３，２３（金）

大 会 ・ イ ベ ン ト 名
ＴＡＩＨＯゲートボール大会

４/１０（金）

ふれあいゲートボール大会

４/１２（日）

市協会長杯屋内ペタンク大会

４/１５（水）

シルバーゲートボール大会

４/１６（木）

地域交流ゲートボール大会

４/１７（金）

第１３１回 親睦ゲートボール大会

４/１９（日）

第２９回 和賀町ペタンク大会

４/２１（火）

第７２回 熊健ゲートボール大会

４/２４（金）

第１９回 春季花見ゲートボール大会

４/２８（火）

第９回 理事長杯ゲートボール大会

５/３（日）
５/６（水），２２（金）
５/８（金）

岩手県民体ゲートボール大会北上予選
ＴＡＩＨＯゲートボール大会
ふれあいゲートボール大会

５/１２（火）

第７３回 熊健ゲートボール大会

５/１５（金）

第３５回 健康功労ゲートボール大会

５/１６（土）

シルバーゲートボール大会

５/２０（水）

第３１回 和江交流ゲートボール大会

５/２３（土）

江釣子地区対抗ゲートボール大会（江釣地交流センター）

５/２４（日）

江釣子地区ゲートボール大会

５/２６（火）

第１９回 協会長杯ゲートボール大会

５/２７（水）

地域交流ゲートボール大会

５/２９（金）

第１３２回 親睦ゲートボール大会

６/４（木），２３（火）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会

６/６（土）

第２６回 関根ゲートボール大会

６/７（日）

キタカミアカデミア２０２０

６/９（火）

第７４回 熊健ゲートボール大会

６/１４（日）

第３０回 北上市民体育大会 ゲートボール競技

６/１６（火）

ふれあいゲートボール大会

６/１７（水）

シルバーゲートボール大会

６/２５（木）

第３５回 年代別ゲートボール大会

６/２６（金）

第１３３回 親睦ゲートボール大会

７/２，２３（木）
７/４（土）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会
ふれあいゲートボール大会
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施設名

北上市多目的催事場
ＮＯ．２

開 催 期 間
７/７（火）

大 会 ・ イ ベ ン ト 名
第７５回 熊健ゲートボール大会

７/１２（日）

第９回 トリプルゲートボール大会

７/１６（木）

第９回 新規加入ゲートボール大会

７/１７（金）

シルバーゲートボール大会

７/１９（日）

第３２回 和江交流ゲートボール大会

７/２４（金）

地域交流ゲートボール大会

７/２８（火）

第３５回 和賀地区ゲートボール大会

７/３１（金）

第１３４回 親睦ゲートボール大会

８/４（火）
８/５（水），２５（月）
８/６（木）

第７６回 熊健ゲートボール大会
ＴＡＩＨＯゲートボール大会
ふれあいゲートボール大会

８/18（火）

第１８回 北上市ゲートボール大会

８/1９（水）

地域交流ゲートボール大会

８/２１（金）

シルバーゲートボール大会

８/２２（土）

花北ゲートボール大会

８/２７（木）

第２７回 協会創立ゲートボール大会

８/２８（金）

第１３５回 親睦ゲートボール大会

９/１（火）

第７７回 熊健ゲートボール大会

９/３（木）

ふれあいゲートボール大会

９/５（土），２２（火）
９/９（水）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会
第２９回 パルゲートボール大会

９/１３（日）

第３３回 和江交流ゲートボール大会

９/１５（火）

シルバーゲートボール大会

９/１６（水）

地域交流ゲートボール大会

９/１９（土）

江釣子地区ゲートボール大会

９/２４（木）

第３６回 和賀町民ゲートボール大会

９/２５（金）

第１３６回 親睦ゲートボール大会

１０/１（木）

ふれあいゲートボール大会

１０/６（火）

市老人クラブゲートボール大会

１０/８（木），２７（火）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会

１０/１３（火）

第７８回 熊健ゲートボール大会

１０/１５（木）

地域交流ゲートボール大会

１０/１６（金）

シルバーゲートボール大会
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施設名

北上市多目的催事場
ＮＯ．３

開 催 期 間

大 会 ・ イ ベ ン ト 名

１０/２３（金）

第２７回 関根ゲートボール大会

１０/３０（金）

第１３７回 親睦ゲートボール大会

１１/１（日）

市協会長杯･MIXペタンク大会

１１/３（火）

第７９回 熊健ゲートボール大会

１１/５（木）

秋季紅葉ゲートボール大会

１１/６（金）

第７回 支部長杯ゲートボール大会

１１/7（土），２６（木）
１１/８（日）
１１/１０（火）
１１/１１，２５（水），２１（土）

１１/１２～１３（金）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会
第１回 市協会長杯屋内ペタンク大会
第２９回 和賀地区公安ゲートボール大会
冬季ゲートボール大会
セイコーゲートボール大会

１１/１４（土）

ふれあいゲートボール大会

１１/１５（日）

第３４回 和江交流ゲートボール大会

１１/１７（火）

第２１回 協会長杯ゲートボール大会

１１/１８（水）

冬季室内グラウンドゴルフ交流大会

１１/１９（木）

シルバーゲートボール大会

１１/２０（金）

トリプルゲートボール大会

１１/２２（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

１１/２３（月）

第２回 市協会長杯屋内ペタンク大会

１１/２７（金）

第１３８回 親睦ゲートボール大会

１１/２８（土）

地域交流ゲートボール大会

１１/２９（日）

第８回 支部長杯ゲートボール大会

１２/１（火），２３（水）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会

１２/３（木）

歳末たすけあいゲートボール大会

１２/４（金）

冬季ゲートボール大会

１２/６（日）

第３回 市協会長杯屋内ペタンク大会

１２/８（火）

第８０回 熊健ゲートボール大会

１２/９（水）

第９回 支部長杯ゲートボール大会

１２/１０（木）
１２/１１～１２（土）

ふれあいゲートボール大会
セイコーゲートボール大会

１２/１３（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

１２/１５（火）

トリプルゲートボール大会

１２/１６（水）

冬季室内グラウンドゴルフ交流大会
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施設名

北上市多目的催事場
ＮＯ．４

開 催 期 間

大 会 ・ イ ベ ン ト 名

１２/１７（木）

歳末たすけあいゲートボール大会

１２/１８（金）

シルバーゲートボール大会

１２/２０（日）

第４回 市協会長杯屋内ペタンク大会

１２/２２（火）

第１０回 支部長杯ゲートボール大会

１２/２４（木）

地域交流ゲートボール大会

１２/２５（金）

第１３９回 親睦ゲートボール大会

１２/２６（土）

冬季ゲートボール大会

１２/２７（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

１/５（火）
１/７～８（金）
１/９（土），２８（木）

新春支部交流ゲートボール大会
新春ゲートボール大会
ＴＡＩＨＯゲートボール大会

１/１０（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

１/１１（月）

第５回 市協会長杯屋内ペタンク大会

１/１３（水）

第８１回 熊健ゲートボール大会

１/１４，２１（木）
１/１５～１６（土）

冬季ゲートボール大会
セイコーゲートボール大会

１/１７（日）

シルバーゲートボール大会

１/１９（火）

トリプルゲートボール大会

１/２０（水）

冬季室内グラウンドゴルフ交流大会

１/２２（金）

第３５回 和江交流ゲートボール大会

１/２３（土）

第６回 市協会長杯屋内ペタンク大会

１/２４（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

１/２６（火）

郵便局長杯ゲートボール大会

１/２９（金）

第１４０回 親睦ゲートボール大会

１/３０（土）

ふれあいゲートボール大会

２/２（火）

第１１回 支部長杯ゲートボール大会

２/４（木）

地域交流ゲートボール大会

２/５，１２（金），１６（火），２４（水）

冬季ゲートボール大会

２/６（土）

第３７回 冬季ゲートボール大会

２/７（日）

第７回 市協会長杯屋内ペタンク大会

２/９（火）

第８２回 熊健ゲートボール大会

２/１０（水），２５（木）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会

２/１１（木）

トリプルゲートボール大会
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施設名

北上市多目的催事場
ＮＯ．５

開 催 期 間

大 会 ・ イ ベ ン ト 名

２/１３（土）

シルバーゲートボール大会

２/１４（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

２/１７（水）

冬季室内グラウンドゴルフ交流大会

２/１８～１９（金）

セイコーゲートボール大会

２/２０（土）

ふれあいゲートボール大会

２/２１（日）

第８回 市協会長杯屋内ペタンク大会

２/２６（金）

第１４１回 親睦ゲートボール大会

２/２７（土）

地域交流ゲートボール大会

２/２８（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

３/２（火）

支部交流ゲートボール大会

３/４（木）

屋内ゲートボール大会

３/５（金），１８（木），２３（火）

ＴＡＩＨＯゲートボール大会

３/７（日）

第９回 市協会長杯屋内ペタンク大会

３/９（火）

第８３回 熊健ゲートボール大会

３/１０（水）

冬季ゲートボール大会

３/１１～１２（金）

セイコーゲートボール大会

３/１３（土）

トリプルゲートボール大会

３/１４（日）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

３/１６（火）

シルバーゲートボール大会

３/１９（金）

地域交流ゲートボール大会

３/２０（土）

第３６回 和江交流ゲートボール大会

３/２１（日）

第１０回 市協会長杯屋内ペタンク大会

３/２５（木）

研修ふれあいGB大会

３/２６（金）

第１４２回 親睦ゲートボール大会

３/２８（土）

藤根地区グラウンドゴルフ交流大会

３/３０（日）

第１２回 支部長杯ゲートボール大会
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