
山形市総合スポーツセンター 〒990-0075  山形市落合町１番地 TEL．023-625-2288　FAX．023-625-2285
山形県体育館・武道館 〒990-0826  山形市霞城町１番２号 TEL．023-644-5656　FAX．023-644-5655
福 祉 体 育 館 〒990-0021  山形市小白川町2-3-33 TEL．023-635-1771　FAX．023-635-1771
南 部 体 育 館 〒990-0035  山形市小荷駄町7-110 TEL．023-641-6705
江 南 体 育 館 〒990-0863  山形市江南1-1-27 TEL．023-684-4296
沼 の 辺 体 育 館 〒990-0007  山形市沼の辺町4-33 TEL．023-625-2288

山形市体育協山形市体育協会 管理施設管理施設山形市体育協会 管理施設

開放施設　山形市総合スポーツセンター屋外プール・北市民プール・みなみ市民プール
開放期間　平成 22年７月４日（日）～８月29日（日）
開放時間　10：00 ～ 18：00
利用料金

・オムツの取れていない幼
児はプールに入れません
のでご了承下さい。

・一般開放中、飛び込みは
一切禁止いたします。

・プールサイドを走る行為
を禁止します。

回数券
（11回分）

一　般：1人 1回 250 円
高校生：1人 1回 150 円
中学生以下：1人 1回 100 円

一　般：2,500 円
高校生：1,500 円
中学生以下：1,000 円

普通券

山形市総合スポーツセンター屋外プール

開放施設のご紹介
山形市落合町１番地
TEL 023－625－2288

概　要
● 50mプール：水球及び 50m×9コース（50m×25m公認プール）競泳用
● 流水プール：（巾 6m　1周約 130m）
● 幼児プール：直径10mの円形、水位 0.3m

北市民プール 山形市桧町３丁目10－１
TEL 023－684－8265

概　要

● 25ｍプール（25ｍ×17ｍ）
● 徒渉プール（六角変形）

みなみ市民プール 山形市南一番町８－５
TEL 023－622－4990

概　要

● 50ｍプール（50ｍ×19ｍ）
● 徒渉プール（六角変形）

屋外プールのご利用について屋外プールのご利用について屋外プールのご利用について

≪専用利用のご案内≫
18：00～20：00の時間帯のみ一般の方へ専用利用の開放をしております。

施　　　　　設　　　　　名 時　　間 利用料金

総合スポーツセンター屋外プール（50ｍプール）

総合スポーツセンター屋外プール（流水プール）

北市民プール（25ｍプール）

みなみ市民プール（50ｍプール）

3,000円

1,800円

2,000円

3,000円

ご注意

１時間につき

夏は、プールで楽しもう！！　是非ご利用下さい。

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.38 ●2010.８月号

〒990-2477  山形市長苗代61番地 山形市スポーツ会館内
TEL．023-647-4175　FAX．023-645-5595
HPアドレス  http://yamagatasi-taikyou.jp

財団法人山形市体育協会

８月の大会予定８月の大会予定８月の大会予定
◆スポーツセンター

場所日 大会等名など 場所日 大会等名など

◆県体育館・武道館
場所日 大会等名など

 １日（日） 市スポーツ少年団総体空手競技 剣道場
 ５日（木） ラケットショップ杯地区中学バドミントン大会 主・小競技場
 ６日（金）～９日（月） 県青少年武道練成大会 主競技場・柔道場
 ７日（土） ホープス卓球　地区予選 小競技場
 ８日（日） 県少年少女スポーツ交流大会地区予選 小競技場
 10日（火）～15日（日） 剣道暑中稽古・納会・審査会 主競技場
 15日（日） 国体空手強化 剣道場
 16日（月）～18日（水） 県柔道連盟強化練習 主競技場・柔道場

場所日 大会等名など
 21日（土） 県小学生学年別バド選手権大会 主・小競技場
 22日（日） 全日本卓球地区予選（ガデット） 主競技場
 〃 太極拳講習会 小競技場
 〃 極真空手特別昇段審査会 柔道場
 26日（木） 星幼稚園マーチング 主競技場
 28日（土）～29日（日） 全日本卓球地区予選会 主競技場
 〃 村山地区高校バドミントンリーグ戦 小競技場
 29日（日） 国体空手強化 剣道場

場所日 大会等名など

◆市体育館（南部・江南・福祉）

 ８日(日） 秋季研修大会（ミニテニス競技） 福祉体育館
 22日(日） 第15回　山形市民インディアカ大会 江南体育館

◆屋外施設
場所日 大会等名など 場所日 大会等名など

 21日（土） 早朝野球大会 流通野球場
 〃 ナンバースクール杯　予選大会 西部運動広場
 20日（金）～21日（土） 市長杯山形早朝野球大会 鋳物町運動広場
 22日（日） 山形チャンピオンズカップ 流通野球場・鋳物町運動広場
 〃 第4回　マルハンカップ全国草野球　山形県大会 流通野球場
 〃 山形県還暦野球大会　県大会 鋳物町運動広場
 〃 山形市社会人女子夏季大会　決勝戦 山形市ソフトボール場
 23日（月）～27日（金） 実業人野球大会 流通野球場
 23日（月）～28日（土） 市長杯山形早朝野球大会 鋳物町運動広場
 23日（月） 山形朝野球リーグ 山形市ソフトボール場
 27日（金） 山形朝野球リーグ 山形市ソフトボール場
 28日（土） 早朝野球大会 流通野球場
 〃 ＴＯＨＯＫＵ野球杯 流通野球場
 〃 山形県林務関係職員ソフトボール大会 山形市ソフトボール場
 29日（日） 山形チャンピオンズカップ 流通野球場・鋳物町運動広場
 〃 第4回　マルハンカップ全国草野球　山形県大会 流通野球場
 〃 船山杯 西部運動広場・山形市ソフトボール場
 30日（月）～31日（火） 実業人野球大会 流通野球場
 〃 市長杯山形早朝野球大会 鋳物町運動広場

 
１日（日）

 Move Onカップ山形エアロビックフェスティバル 第１体育館
  兼　スズキジャパンカップ2010山形県大会

 〃 第25回　山形市スポーツ少年団総合大会（柔道競技） 武道場
 〃 山形県Ｕ－15サッカーリーグ戦大会 多用途広場
 〃 Ｒ&Ｊミックスダブルス大会　一般　ミックスダブルス（テニス競技） テニスコート
 〃 第65回　国民体育大会山形県予選会 屋内プール・屋外プール
 ７日（土） 山形県Ｕ－15サッカーリーグ戦大会 多用途広場
 ８日（日）～11日（水） 第42回　東北中学水泳競技大会 第２体育館・武道場
   屋内プール・屋外プール

 ８日（日） 第35回　山形市子ども会球技大会山形市長杯ソフトボール大会 多用途広場
 14日（土）～15日（日） 東北総合体育大会強化大会（ソフトテニス競技） テニスコート

 
１日（日）

 第25回　山形市スポーツ少年団総合大会（野球競技）
  　　　　　　　　　　 流通野球場・西部運動広場・立谷川運動広場

 〃 山形チャンピオンズカップ 鋳物町運動広場
 〃 山形県還暦野球大会　県大会 鋳物町運動広場
 ２日（月）～６日（金） 実業人野球大会 流通野球場
 ２日（月）～７日（土） 市長杯山形早朝野球大会 鋳物町運動広場
 ３日（火）～４日（水） 山形朝野球リーグ 山形市ソフトボール場
 ７日（土）～８日（日） 山形市中学校体育連盟スポーツ教室（軟式野球競技） 流通野球場
 ８日（日） 山形チャンピオンズカップ 鋳物町運動広場
 〃 山形県還暦野球大会　県大会 鋳物町運動広場
 〃 村山地区年輪ピック 山形市ソフトボール場
 ９日(月）～13日(金） 実業人野球大会 流通野球場
 ９日(月）～11日(水） 市長杯山形早朝野球大会 鋳物町運動広場
 10日（火） 山形朝野球リーグ 山形市ソフトボール場
 12日（木） 山形朝野球リーグ 山形市ソフトボール場
 15日（日） 第４回　マルハンカップ全国草野球　山形県大会 流通野球場
 〃 山形県還暦野球大会　県大会 鋳物町運動広場
 16日（月）～20日(金） 実業人野球大会 流通野球場
 19日（木）～20日(金） 山形朝野球リーグ 山形市ソフトボール場

 21日（土） 渡辺・青柳杯高校ソフトテニス大会 テニスコート
 22日（日）～25日（水） 新体操トップアスリート招聘合宿 第１・２体育館
 22日（日） 第34回　山形県選抜学童水泳記録会 屋内プール・屋外プール
 〃 秋季山形市長杯大会（ソフトボール競技） 多用途広場
 28日（土）～29日（日） 村山地区高校女子ソフトボール秋季リーグ戦 多用途広場
 〃 秋季山形市民テニス大会　中学生以下　男女シングルス　ダブルス テニスコート
 

29日（日）
 第４回　山形県Ｕ－14クラブチャンピオンシップ 第１体育館

  男子バレーボール大会

 〃 山形市長杯争奪中学校柔道大会 武道場
 
30日（月）～31日（火）

 女子日本代表チーム国際親善試合 第１・２体育館
  兼　ＦＩＢＡ女子世界選手権施行試合



スポーツセンター体育館からのお知らせ

スポーツセンター屋内・屋外プールからのお知らせ

お 知 ら せお 知 らお 知 ら せお 知 ら せ

平成22年度 ９月分 抽選会日程について
山形市総合スポーツセンター

●抽選対象施設
第一体育館・第二体育館・柔道場・剣道場・弓道場
会議室・合宿所
多用途広場（開放期間 ４月～11月 ※天候不良等により変動有り）
●抽選会日程
平成22年８月４日（水）
●開催時間
合宿を伴う施設利用をご希望のお客様
　午後１時 受付開始／午後１時15分 抽選開始
施設のみの利用をご希望のお客様
　上記完了後 受付開始／午後２時 抽選開始　

　《お問合わせ先》
山形市総合スポーツセンター事務室  023-625-2288

南部・江南・福祉・沼の辺体育館
●抽選会日程
平成22年８月５日（木）
●開催時間
各体育館　抽選会会場にて
沼の辺体育館はスポーツセンター会場
　午後１時30分 受付開始
　午後２時 抽選開始

　《お問合わせ先》
南部体育館  023-641-6705
江南体育館  023-684-4296
福祉体育館  023-635-1771
沼の辺体育館  023-625-2288（無人施設の為スポーツセンター）

野球場・運動広場
●抽選対象施設
山形市野球場・流通センター野球場・立谷川運動広場
西部運動広場・鋳物町運動広場
●抽選会日程
平成22年８月10日（火）
●開催時間
山形市野球場にて
　午前９時 受付開始／午前９時30分 抽選開始
　《お問合わせ先》
山形市野球場事務室  023-625-4452

山形市陸上競技場
●抽選対象施設
山形市陸上競技場
●抽選会日程
平成22年８月10日（火）
●開催時間
山形市陸上競技場にて
　午前９時 受付開始／午前９時30分 抽選開始

　《お問合わせ先》
山形市陸上競技場事務室  023-641-1956

◆屋内・屋外プールは大会の為、下記の期日・時間は一般開放を行いませんのでご注意下さい。
＜屋外プール＞ ○８月１日（日） 第65回国民体育大会山形県予選会
 ○８月７日（土）～11日（水） 第42回東北中学校水泳競技大会
 ○８月22日（日） 第34回山形県選抜学童水泳記録会
＜屋内プール＞ ○８月１日（日） 第65回国民体育大会山形県予選会
 ○８月７日（土）～11日（水） 第42回東北中学校水泳競技大会
 ○８月22日（日） 第34回山形県選抜学童水泳記録会

◆第一体育館休場（フロア補修）
　○８月２日（月）～８月21日（土）
◆第一体育館バスケットゴール1面分修理　※下記の期間は、1面分のみ使用可
　○８月２日（月）～９月30日（木）
◆新体操マット修理　※下記の期間は、マット修理の為、1面分のみ使用可　
　○８月４日（水）～６日（金）

上記大会が変更になる場合もありますので、利用前に下記へお問合わせ下さい。
山形市総合スポーツセンター　屋内プール：023-625-1052　屋外プール：023-625-9193

SPORTS SCHOOLSPORTS SCHOOL

フラダンススクール

スリムアップ＆マシントレーニング

…information

開催日程：平成22年9月7日～11月9日
　　　　　毎回火曜日（計8回）
時　　間：19：00－20：30
対　　象：3歳以上の女性　20名
※未就学児は親子での参加となります
中学生以下：5,500円
高校生以上：6,500円

開催日程：平成22年9月1日～11月10日
　　　　　毎回水曜日（計10回）
時　　間：10：00－12：00
対　　象：一般男女　30名
参 加 料：6,500円

体協クラブ【トランポリンコース】
開催日程：平成22年9月7日～11月16日
　　　　　毎週水曜日（計8回）
時　　間：19：00－20：30
対　　象：小学生と保護者　20組
参 加 料：1組…5,000円

ミニテニススクール
開催日程：平成22年9月6日～12月6日
　　　　　毎回月曜日（計10回）
時　　間：10：00－12：00
対　　象：一般男女　50名
参 加 料：5,000円


