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財団法人山形市体育協会

第11回アジアジュニア新体操選手権大会

女子団体で日本が優勝!!女子団体で日本が優勝!!女子団体で日本が優勝!!

★ジュニア日本代表に選出：大会前に応援の寄書きをたくさん頂きました★

◆スポーツセンター
場　　所日 大 会 等 名 な ど

 ３日（土）～４日（日） 第18回  山形市長杯シニアオープンバドミントン大会 第１・２体育館
 ６日（火）～７日（水） 健康をつくるレクリェーションの集い　第41回 民踊まつり リハーサル 第１・２体育館
 ８日（木） 東小学校入学式 第１体育館
 10日（土） 東北高校春季選手権大会  女子 テニスコート
 10日（土）～11日（日） 健康をつくるレクリェーションの集い　第41回 民踊まつり 第１・２体育館・武道場
 11日（日） 国体弓道競技少年の部山形県選抜候補選手練成会 弓道場
 〃 第51回  弓道基礎講座 弓道場
 〃 東北高校春季選手権大会  男子 テニスコート
 16日（金）～17日（土） 村山地区高等学校弓道春季リーグ 弓道場
 17日（土） 全日本柔道連盟公認審判員研修会 武道場
 17日（土）～18日（日） グランドシニア東北選手権　第39回 JDSF山形県ダンススポーツ競技会 第1体育館
 〃 山形地区高校春季選手権大会 テニスコート
 〃 村山地区高校女子ソフトボール春季リーグ戦 多用途広場
 19日（月） JFAキッズプロジェクトエリートプログラム U6U8U10 多用途広場
 21日（水） JFAキッズプロジェクトサッカースクール U6U8U10 多用途広場
 22日（木）～23日（金） 仙台矯正管区内矯正職員武道大会施設対抗試合 武道場
 22日（木）～25日（日） 藤井・高野杯  山形県高等学校バスケットボール選手権大会 第１体育館
 24日（土）～25日（日） 山形県春季選手権大会  少年 テニスコート
 〃 山形県「べにばな杯」女子ユースサッカー選手権大会 多用途広場
 25日（日） 平成22年度  山形県春季審査会  弓道競技 弓道場
 26日（月） JFAキッズプロジェクトエリートプログラム U6U8U10 多用途広場
 29日（木） 山形県ダンス連盟総会及びメモリアルダンスパーティー 第１体育館
 〃 山形県春季選手権大会  一般 テニスコート
 〃 東北都市対抗市予選会 一般男女ダブルス ベテラン男女Ⅰ 男子Ⅱb テニスコート

◆県体育館
場　　所日 大 会 等 名 な ど

 ５日（月） 山形大学入学式 主競技場
 11日（日） 全日本レディースバドミントン県予選会 主競技場
 17日（土） 春季高校バドミントン選手権大会 主・小競技場
 18日（日） 県家庭婦人バレーボール連盟審判講習会 小競技場
 22日（木）～24日（土） 藤井・高野杯  山形県高等学校バスケットボール選手権大会 主・小競技場
 25日（日） 県レディースバドミントン連盟練習会 主競技場
 〃 全日本卓球選手権地区予選会 小競技場
 〃 極真空手チャレンジカップ 武道館

◆屋外施設
場　　所日 大 会 等 名 な ど

 ３日（土）～４日（日） 山形チャンピオンズカップ 流通センター野球場
 ４日（日） 山形チャンピオンズカップ 立谷川運動広場
 〃 山形県還暦野球大会  地区大会 鋳物町運動広場
 11日（日） 山形県還暦野球大会  地区大会 鋳物町運動広場
 18日（日） 月山杯 流通センター野球場
 〃 春季南部地区大会予選リーグ 西部運動広場
 〃 山形県還暦野球大会  地区大会 鋳物町運動広場
 〃 野球スポーツ少年団  北部地区大会 山形市ソフトボール場
 24日（土）～25日（日） 春季消防演習 山形市ソフトボール場
 25日（日） 春季南部地区大会決勝リーグ 西部運動広場
 〃 山形県還暦野球大会  地区大会 鋳物町運動広場
 28日（水）～29日（木） 2010山形県中央メーデー 山形市ソフトボール場

◆市体育館（南部・江南・福祉）
場　　所日 大 会 等 名 な ど

 18日（日） 第65回  村山地区愛好者クラブ対抗リーグ戦 江南体育館

　2010年２月16日～19日にウズベギスタンのタシュケントで行われた第11回アジアジュニア新体操選手権大会に
日本代表として佐々木真子選手（山形市立第六中学校２年生 所属クラブ：山形ＲＧ）が日本代表として女子団体の部
に出場し、すばらしい演技で日本が優勝しました。また、種目別のフープとリボンにおいても優勝しました。
　日本が団体で優勝したことにより、ユースオリンピックの出場権を獲得しました。
　ユースオリンピックは、平成22年８月にシンガポールで開催されます。
　ユースオリンピックでも佐々木選手の活躍を期待しています。優勝目指し頑張って下さい。

表彰式の様子☆｠佐々木選手は、左から７番目☆ ☆佐々木選手が獲得したメダルと賞状☆
☆女子団体で優勝　☆女子種目別フープで優勝

☆女子種目別リボンで優勝



お 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せ

スポーツセンター屋内プールからのお知らせ
●屋内プールは工事等の為，下記の期日は一般開放を行いませんのでご注意下さい。
　・４月８日～９日　屋内プールの圧力容器検査のため（終日）

平成22年度 抽選会日程について

S P O R T S ｠ C E N T E R ' S ｠ W A L K I N G ｠ C O U R S E

スポーツセンター ウォーキングコーススポーツセンター ウォーキングコース

山形市総合スポーツセンター施設利用抽選会
●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
毎月 第一水曜日（第一水曜日が祝日の場合は第二水曜日）

　
●開催時間

　　
《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

平成22年 ５月分  抽選会 平成22年 ４月７日  第二水曜日
平成22年 ６月分  抽選会 平成22年 ５月12日  第二水曜日
平成22年 ７月分  抽選会 平成22年 ６月２日  第一水曜日
平成22年 ８月分  抽選会 平成22年 ７月７日  第一水曜日
平成22年 ９月分  抽選会 平成22年 ８月４日  第一水曜日
平成22年 10月分  抽選会 平成22年 ９月１日  第一水曜日

合宿を伴う施設利用をご希望のお客様
施設のみの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
上記完了後 受付開始／午後２時 抽選開始

屋外体育施設（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  毎月 10日（※５月分抽選会のみ４月９日（金））
●開催時間

　《お問合わせ先》
山形市野球場事務室  023-625-4452
　　　　　　　　　※お問合わせは、４月１日（木）午後１時からになります。

南部・江南・福祉・沼の辺体育館
●抽選会日程
毎月 第一木曜日（第一木曜日が祝日または施設の休場の場合は第二木曜日）

　
●開催時間

　《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）

平成22年 ５月分  抽選会 平成22年 ４月８日  第二木曜日
平成22年 ６月分  抽選会 平成22年 ５月13日  第二木曜日
平成22年 ７月分  抽選会 平成22年 ６月３日  第一木曜日
平成22年 ８月分  抽選会 平成22年 ７月１日  第一木曜日
平成22年 ９月分  抽選会 平成22年 ８月５日  第一木曜日
平成22年 10月分  抽選会 平成22年 ９月２日  第一木曜日

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

山形市総合スポーツセンター テニスコート

※単位数をオーバーした場合は、キャンセルとさせていただきます。
※当日空きコートがある場合に限り、９時から受付を行い、当日申請でお貸しいたします。
※合宿所を利用する場合であっても、この申込単位の範囲内でしか申込できません。

《お問合わせ先》
山形市スポーツセンターテニスコート事務室  023-625-2630

抽選会日程 毎月第３金曜日19時から翌月分の抽選会を行います。

申込用紙受付期間 抽選会１週間前（第２金曜日）から抽選会前日20時まで
テニスコート事務室で受付します。

注　意　点

※申込用紙の受付時間は、９時から20時（日曜日は18時）ま
でになります。なお、一度提出された申込内容の変更は受
付期間のみとなります。抽選会当日の変更はできません。
※抽選会当日は、午後６時30分から６時50分までに受付を
終了してください。
※抽選会に不参加の場合は、棄権とみなします。

●抽選会申込制限

平　日

土・日・祝日

15時まで
15時から19時　①
19時から21時　②
①と②を併せて15時以降

全時間帯

１団体最高６面まで  時間制限なし15時まで
１団体６単位まで（１単位＝１面１時間）
１団体４単位まで（１単位＝１面１時間）
１団体６単位まで（１単位＝１面１時間）
１団体６単位まで（１単位＝１面１時間）

山形市屋外体育施設（テニスコート）

●抽選対象施設
流通センター・西部・鋳物町庭球場

※単位数をオーバーした場合は、キャンセルとさせていただきます。
※抽選会の翌日13時から、空いている施設に限り制限なく予約できます。

《お問合わせ先》
山形市スポーツセンターテニスコート事務室  023-625-2630

抽選会日程

申込用紙受付期間 抽選会１週間前から抽選会前日18時まで
スポーツセンターテニスコート事務室で受付します。

注　意　点

※申込用紙の受付時間は、９時から20時（日曜日は18時）ま
でになります。なお、一度提出された申込内容の変更は受
付期間のみとなります。抽選会当日の変更はできません。

※抽選会当日は、午後６時30分から６時50分までに受付を
終了してください。

※抽選会に不参加の場合は、棄権とみなします。

●抽選会申込制限
平　日

土・日・祝日

15時まで
15時から21時

全時間帯

制限なし
１団体１週間２回まで

１団体１週間６単位まで（１単位＝１面１時間）
１カ月の合計が18単位まで

毎月第３金曜日（スポーツセンターテニスコート抽選日）の
次の月曜日19時から翌月分の抽選会をスポーツセンターテ
ニスコート３Ｆ会議室で行います。

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

山形市陸上競技場
●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  毎月 第二火曜日（※５月分は4月20日（火）に行ないます）
●開催時間

　《お問合わせ先》
山形市陸上競技場事務室  023-641-1956

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
※ウォーキングコースを随時、より良くしていこうと思っています。

皆様より、ご意見、ご要望又はご不明な点などございました事務局までお問合せ下さい。

山形市総合スポーツセンター事務局内

財団法人山形市体育協会

スポーツセンターにウォーキングコースをつくりました。
季節も緩やかに春らしくなってきました。

暖かな日差しの中、ウォーキングを楽しみませんか？

スポーツセンターにウォーキングコースをつくりました。
季節も緩やかに春らしくなってきました。

暖かな日差しの中、ウォーキングを楽しみませんか？
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