
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

空き情
報

公開中
！

山形県体育館・山形県武道館
　山形市霞城町１－２（霞城公園内）
　TEL 023（644）5656

山形県体育館・山形県武道館で山形県体育館・山形県武道館で
　　　　スポーツを始めよう！　　　　スポーツを始めよう！
山形県体育館・山形県武道館で山形県体育館・山形県武道館で
　　　　スポーツを始めよう！　　　　スポーツを始めよう！
山形県体育館・山形県武道館で
　　　　スポーツを始めよう！

＜個人利用　利用料金＞

家族・友達とスポーツしたい！

　(財）山形市体育協会では今年度より指定管理者として「山形県体育館・山形県武道館」の管理を
行っております。

区　分

一　　　般

高　校　生

中学生以下

９時～12時

１人 220円

１人 110円

１人 60円

13時～16時

１人 220円

１人 110円

１人 60円

16時～18時

１人 220円

１人 110円

１人 60円

18時～21時

１人 220円

１人 110円

１人 60円

体協だより

（財）山形市体育協会 広報誌 No.39 ●2010.９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

９月の大会予定９月の大会予定９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

 ３日（金）～４日（土） 県スポーツタレント発掘事業 主・小競技場
 ５日（日） さくらんぼ杯県レディースバド大会 主・小競技場
 〃 柔道昇段審査・特進会 柔道場
 〃 国体空手強化 剣道場
 11日（土）～12日（日） 地区高校新人総体（体操競技） 主競技場
 11日（土） 地区高校新人総体（フェンシング競技） 小競技場
 12日（日） 合気道昇段審査会 柔道場
 〃 国体空手強化 剣道場
 15日（水）～17日（金） 日本大学附属高校卓球大会 主競技場

場所日 大会等名など
 18日（土） 県内高等看護学生親睦会 主競技場
 19日（日） 県小学生バドダブルス大会 主競技場
 〃 さくらんぼ杯県レディースバド３部大会 小競技場
 〃 極真空手秋季昇級昇段審査会 武道場
 22日（水）～23日（木） 少年剣道練成大会 主競技場
 24日（金）～26日（日） 市中体連新人卓球大会 主競技場
 25日（土）～26日（日） 県青少年合気道練成大会 柔道場
 26日（日） 国体空手強化 剣道場
 30日（木） 星幼育園マーチング 主競技場

場所日 大会等名など

◆市体育館（南部・江南・福祉）

 ４日（土） 第22回　村山地区高校バドミントンリーグ戦大会 江南体育館
 12日（日） 第19回　健康福祉祭り（社交ダンス） 南部体育館
 〃 第19回　健康福祉祭り（ソフトバレーボール競技） 江南体育館

場所日 大会等名など
 18日（土）～20日（月） 指導者養成講習会 江南体育館
 25日（土）～26日（日） 第63回　山形市中学校新人大会（バスケットボール競技） 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

 17日(金）～18日(土） 早朝野球大会 流通野球場
 18日(土）～20日(月） 山形県ｕ-18サッカーリーグ戦大会 山形市陸上競技場
 19日(日）～20日(月） 山形県還暦野球大会　交流大会 鋳物町運動広場
 19日(日） 山形市社会人男子秋季大会予選 山形市ソフトボール場
 〃 沼木地区育成会大会 西部運動広場
 〃 第30回　山形草野球大会 立谷川運動広場
 23日(木）～25日(土） 市長杯山形早朝野球大会 鋳物町運動広場
 24日(金）～25日(土） 早朝野球大会 流通野球場
 25日(土）～27日(月） 第63回　山形市中学校新人大会（ソフトボール競技） 山形市ソフトボール場
 25日(土）～26日(日） 第12回　ＮＳ杯軟式野球大会 西部運動広場
 26日（日） 山形県社会人サッカーリーグ戦大会 山形市陸上競技場
 〃 第30回　山形草野球大会 流通野球場
 〃 山形県還暦野球大会　交流大会 鋳物町運動広場
 27日（月）～30日（木） 早朝野球大会 流通野球場

 １日（水） ユトリアグループ　ソフトボール大会 多用途広場
 ４日（土）～５日（日） 東日本小学生ドッジボール大会スーパーリーグ2010 第１・２体育館
 〃 山形県u-15サッカーリーグ戦大会 多用途広場
 ４日（土） 村山地区高校新人大会（水泳競技） 屋内プール
 〃 村山地区高校リーグソフトテニス大会 テニスコート
 ５日（日） 全日本柔道連盟東北柔道高段者大会 第１・２体育館・武道場
 〃 山形県ミックスダブルス選手権大会（ソフトテニス競技） テニスコート
 ７日（火）～８日（水） ソニー生命カップ　第32回　全国レディーステニス大会 テニスコート
 10日（金）～11日（土） 村山地区高校新人大会（弓道競技） 弓道場
 10日（金）～12日（日） 村山地区高校総体サッカー　新人戦大会 多用途広場
 11日（土）～12日（日） 村山地区高校新人大会（柔道競技） 武道場
 〃 第16回　全日本空手道連盟系東海東北選手権大会 第2体育館
 〃 村山地区高校新人大会（ソフトテニス競技） テニスコート
 11日（土） 村山地区高校新人大会（体操競技） 第１・２体育館
 12日（日） 第２回　秋季フロアホッケー競技山形大会 第１体育館
 14日（火）～15日（水） ユトリアグループ　ソフトボール大会 多用途広場
 17日（金）～19日（日） 2010年　全日本社会人新体操選手権大会 第１・２体育館

 １日（水）～２日（木） 実業人野球大会 流通野球場
 １日（水）～４日（土） 市長杯山形早朝野球大会 鋳物町運動広場
 ３日（金） 早朝野球大会 流通野球場
 ４日（土）～５日（日） 第９回　ファミリードーム杯　少年軟式野球大会 流通野球場
 ５日（日） モンテディオユース大会 山形市陸上競技場
 〃 山形市社会人男子秋季大会予選 山形市ソフトボール場
 〃 沼木地区育成会大会 西部運動広場
 〃 山形県還暦野球大会　交流大会 鋳物町運動広場
 ６日（月）～９日（木） 実業人野球大会 流通野球場
 10日（金） 早朝野球大会 流通野球場
 11日(土）～12日(日） 第８回　ファミリードーム杯　少年軟式野球大会 流通野球場
 11日(土） 東北大学サッカーリーグ戦大会 山形市陸上競技場
 12日（日） ふじかげ交流大会 山形市ソフトボール場
 〃 プレミアシリーズ2010 鋳物町運動広場
 13日(月）～16日(木） 実業人野球大会 流通野球場

 18日（土）～19日（日） 第44回　山形県高等学校新人水泳大会 屋内プール
 18日（土）～20日（月） 山形地区ｕ-11サッカー新人戦大会／チビリンピック山形地区大会 多用途広場
 19日（日） 秋季山形市民テニス大会　小学生　男女　ダブルス テニスコート
 20日（月） 社会保険事務所対抗ソフトバレーボール大会 第１体育館
 〃 柔道スポーツ少年団　けが予防講習会 武道場
 〃 秋季山形市民テニス大会　一般（ＡＢ）　小学生男女　シングルス テニスコート
 23日（木） 小嶋・佐藤杯山形地区中学校大会 テニスコート
 〃 三條杯（サッカー競技） 多用途広場
 24日（金）～26日（日） 第63回　山形市中学校新人大会（バレーボール競技） 第１体育館
 〃 第63回　山形市中学校新人大会（新体操競技） 第２体育館
 〃 第63回　山形市中学校新人大会（柔道競技） 武道場
 〃 第63回　山形市中学校新人大会（水泳競技） 屋内プール
 24日（金）～27日（月） 第63回　山形市中学校新人大会（サッカー競技） 多用途広場
 25日（土）～27日（月） 第63回　山形市中学校新人大会（ソフトテニス競技） テニスコート
 25日（土） 村山地区高等学校１年生弓道基礎講座 弓道場
 28日（火） 第７回　ポラリス杯 テニスコート

　県体育館・武道館では、団体・部活動はもちろん、家族・友達どうしでもお手軽に利用できる個人利用
（バドミントンコートで１面分～３面分、柔・剣道場１面分）での予約・利用もできます。

サークル・団体に入ってスポーツしたい！

山形市体育協会のホームページにて山形県体育館・武道館の
空き情報を公開していますので、ご覧下さい。

　県体育館・武道館で活動している団体・サークルがたくさんあります。また当協会主催のスポーツ教室も
開催します。ライフスタイルに合った活動場所が見つかるかも！お気軽に事務室にお問い合わせください。

※占有利用（バドミントン
コートで４面以上、柔道
場全面、剣道場全面）で
の利用については、山形
県体育館事務室にお問い
合わせください。）

山形市体育協会 検 索

①インターネットの検索項目へ「山形市体育協会」と入力し検索して下さい。

②当協会トップページ左側の「管理施設のご紹介」をクリックして下さい。

③下部の「山形県体育館」をクリックして下さい。

④右上の「施設空き情報」をクリックして頂くと、ご覧いただけます。

お問合わせ先



スポーツセンター屋内プールからのお知らせ

お 知 らお 知 ら せお 知 らお 知 ら せお 知 ら せ

平成22年度 10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９月１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９月２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９月10日（金）
●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９月10日（金）

●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。

 　○9月4日（土） 村山地区高校新人大会
　○9月18日（土）～19日（日） 第44回山形県高等学校新人水泳大会
　○9月24日（金）※～26日（日） 第63回山形市中学校新人大会
　※９月24日（金）は10：30～14：30の時間のみの開放となります。

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




