
〒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

公益財団法人山形市体育協会

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
あかねヶ丘陸上競技場 〒990-2481  山形市あかねヶ丘2-4-1 TEL．023-644-4850
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

 ３日（金） 山形南高杯高校団体戦 テニスコート

 ３日（金）～５日（日）
 第４回　中村杯争奪中学女子バレーボール大会 第１・２体育館

  べにばな杯ジュニアユースサッカー選手権大会 多用途広場

 ４日（土） 山形県高校研修大会 テニスコート

 ５日（日） 山形商門杯中学生ソフトテニス大会 テニスコート

 ６日（月） 県４種チャンピオンカップ山形地区リーグ戦 多用途広場

 10日（金） 村山地区高等学校総合体育大会 多用途広場

 11日（土）～12日（日） 村山地区高等学校総合体育大会 
第1・２体育館、武道場、弓道場

   多用途広場、テニスコート

 14日（火） 第20回　ジャワ大会 テニスコート

  第１回　山形市スポーツ少年団体力測定 第1体育館

 18日（土） 全日本柔道連盟女性指導員講習会 武道場

  山形県小学生ソフトテニス選手権大会 兼全日本小学生選手権山形県予選会 テニスコート

 18日（土）～19日（日） 
第34回　山形市空手道選手権大会 第２体育館

  県Ｕ－15リーグ戦大会 多用途広場

 19日（日） 
フロアホッケー山形県大会 第１体育館

  春季山形市民テニス大会一般男女ＡＢクラスシングルス テニスコート

 24日（金）～25日（土） べにばな幼稚園運動会 第１体育館

 25日（土） 
村山地区高等学校総合体育大会　水泳競技 屋内プール

  東北６県対抗シニアソフトテニス大会東北ソフトテニス選手権大会 テニスコート

 25日（土）～26日（日） 山形市レクリエーション大会 第1・２体育館、武道場、多用途広場

 26日（日） 東北ソフトテニス選手権大会 テニスコート

 30日（木） 救急蘇生法指導者講習会 武道場・屋内プール

スポーツセンター“５月”の大会予定

山形県あかねヶ丘陸上競技場の指定管理について

山形県あかねヶ丘陸上競技場

住　　所：あかねヶ丘２－４－１

電　　話：023－644－4850

開放時間：９：00～21：00

休 場 日：12月29日～１月３日

【敷地面積】73,175.45 ㎡

【種　　別】第３種公認競技場

【競技施設】
ト ラ ッ ク：１周 400m８コース、レヂンエース舗装
フィールド：走幅跳び及び三段跳４カ所、棒高跳２、走高飛２、槍投（以上レヂン
　　　　　　エース舗装）、砲丸投２、円盤及びハンマー投２、3,000m障害水濠
風　除　室：80m 6 コース（ポリウレタン舗装）

★　その他の会場の大会予定については，当協会HPをご覧ください　★
山形市体育協会ホームページより『管理施設のご紹介』→『大会予定結果』よりご覧下さい

日 大　　会　　名　　等 場　　所

　この度、当協会は山形県あかねヶ丘陸上競技場を平成25年４月１日から平成28年３月31日まで管理させていただきます。
　よろしくお願いいたします。

※曜日や月毎に時間が変更になり
　ますのでお問い合わせ下さい。

※曜日や月毎に時間が変更になり
　ますのでお問い合わせ下さい。

住　　所：霞城町１－５（霞城公園内）
電　　話：６４５－４４５２
開放期間：４月～11月 ※球場グラウンド状況により変更があります。
開放時間：６：00～21：00

敷地面積 20,000㎡　グランド面積 13,429㎡
両翼 99m　センター 122m
観客収容人員 10,100人
事務室、役員室、選手控室、放送室、会議室、審判控室、
放送設備、照明設備（４基メタルライド1,000W154個）

施設概要 施設概要

施設概要

施設概要

施設概要

施設概要

住　　所：沼木字新田948
電　　話：６４５－４４５２（野球場）
開放期間：４月～11月
開放時間：８：00～19：00

敷地面積 13,772㎡
軟式野球１面またはソフトボール２面

住　　所：流通センター４－２
電　　話：６２５－２６３０
　　　　　（スポーツセンターテニスコート事務室）
開放期間：４月～11月
開放時間：６：00～21：00

敷地面積 1,852.50㎡
２面（クレーコート）
照明設備（４基 水銀灯1,000W）

住　　所：鋳物町24
電　　話：６２５－２６３０
　　　　　（スポーツセンターテニスコート事務室）
開放期間：４月～11月
開放時間：６：00～21：00

敷地面積 1,520㎡
２面（クレーコート）

住　　所：沼木字新田948
電　　話：６２５－２６３０
　　　　　（スポーツセンターテニスコート事務室）
開放期間：４月～11月
開放時間：６：00～21：00

敷地面積 1,500㎡
２面（全天候）

住　　所：流通センター２－１
電　　話：６４５－４４５２（野球場）
開放期間：４月～11月 ※球場グラウンド状況により変更があります。
開放時間：６：00～21：00

敷地面積 11,209.71㎡　軟式野球１面
照明設備（８基 水銀灯1,000W）

施設概要

施設概要

住　　所：立谷川２－959
電　　話：６４５－４４５２（野球場）
開放期間：４月～11月
開放時間：６：00～19：00

敷地面積 11,260㎡
軟式野球１面

住　　所：霞城町１番地内（霞城公園内）
電　　話：６４５－４４５２（野球場）
開放期間：４月～11月
開放時間：６：00～19：00

敷地面積 8,214㎡
２面（バックネット２基）

施設概要

住　　所：鋳物町24
電　　話：６４５－４４５２（野球場）
開放期間：４月～11月
開放時間：６：00～19：00

敷地面積11,224.25㎡
軟式野球１面

山形市野球場

『屋外体育施設OPENしました！』
西部運動広場 流通センター庭球場

流通センター野球場 立谷川運動広場 鋳物町庭球場

山形市ソフトボール場 鋳物町運動広場 西部庭球場
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新緑の季節さわやかに汗を流しましょう！新緑の季節さわやかに汗を流しましょう！
　私達、公益財団法人山形市体育協会は山形市総合スポーツセンター・山形県体育館・南部体育館・
江南体育館・福祉体育館の他、下記の体育施設も管理運営しております。団体はもちろん、会社・
友人・家族など個人の方も利用できますので、どうぞご利用下さい。

山形市屋外体育施設
（野球場・ソフトボール場・運動広場）利用案内

開放期間 平成 25年　４月 20日から平成 25年 11月 30日まで

山形市野球場 山形市霞城町１－５（霞城公園内） 
６：00～ 21：00

流通センター野球場 山形市流通センター２－１ 

ソフトボール場 山形市霞城町（霞城公園内） 

立谷川運動広場 山形市立谷川２－959 ６：00～ 19：00

鋳物町運動広場 山形市鋳物町 24 

西部運動広場 山形市大字沼木新田 948 ８：00～ 19：00

施　設　名 住　所 開放時間

＜対象施設＞

※天候、グラウンドコンディション等により、貸出を行わない場合または中止する場合があります。また、積雪等により施設を休場
　する場合があります。（施設管理者が判断）

◆ 山形市陸上競技場は施設改修工事のため 25年度はご利用できません。 ◆

山形市野球場
　　　　入場料を徴収しない場合 1,500 円 

5,000 円
　　　　　　　　　　入場料を徴収する場合 4,500 円  

流通センター野球場 800 円 3,000 円

ソフトボール場　A面 

ソフトボール場　B面  

立谷川運動広場 400 円  

西部運動広場  

鋳物町運動広場

使用時間区分 施設利用料金（使用料）
１時間あたり 照明料１時間あたり

＜施設使用料＞

＜備考＞
１．高校生以下が使用する場合は、それぞれの利用料金（使用料）の１／２の額とする。
２．施設を準備のために使用する場合は、それぞれの利用料金（使用料）の１／２の額とする。
３．前３項の規定により算出した利用料金（使用料）の額に 10円未満の端数が生じた時は、その端数は切り捨てるものとする。
４．入場料を徴収する場合の「入場料」とは、いずれの名義を問わず、入場者から徴収する入場の対価を言う。

≪お問合わせ先≫

山形市野球場
住所：山形市霞城町１－５（霞城公園内）　　　電話：０２３－６４５－４４５２

施設名

⑪『 自分を見つめ直すいい機会 』⑫『 山形チームの救世主  』

ややぶ ににらみツツイッタター
　県縦断駅伝大会、山形市体育協会出身の期待のホープＫ選手。平成 23 年度 5,000m 県チャンピオン。新聞にも取り上げられ、
写真映りは抜群。性格は、ムラッキだが基本的に素直。酒を飲むとヘロヘロになるが、練習はマジメ。女性にもてないが、理想は高
い。協会は大いに盛り上がった。 
　今まではこの男、震災で大会が中止になる不運や、大会間近にスランプになったりケガをしたりとハート虚弱体質で本番になか
なか縁がなく、今年このまま順調ならばやっと初出場。
　「おいお前、今度こそ大丈夫なんだろうな」｢まかせてください。今、絶好調です。南陽が話題になっているけど、僕が走れば何とか
なりますよ。まぁ見ててください。僕、明日撮影が入ってるんで失礼します｣珍しく頼もしいお言葉。いやーこれはますます楽しみに
なってきた。予選では、３区と26 区を走る○○商事のＫ選手、乞うご期待！ 
　参考までに、前述の撮影ですが、レントゲンの撮影でした。「おいおいあんた、どこか悪いの？本当に大丈夫？」

流通センター　庭球場 山形市流通センター ４－２ ２面 クレー（つち） 照明あり

西部　庭球場 山形市大字沼木新田 948 ２面 オールウェザー（全天候） 照明なし

鋳物町　庭球場 山形市鋳物町 24 ２面 クレー（つち） 照明なし

山形市屋外体育施設（テニスコート）利用案内
＜対象施設＞

＜施設使用料＞

 開放期間

 開放時間

 休場日

平成 25年４月 16日から平成 25年 11月 30日まで

・保守点検日（不定期）

 ４月～10月
 平日・土曜日・祝日 

８時～19時 ６時～19時
 ６時～21時 ６時～20時

  日曜日   ６時～19時 ６時～18時

 11月
 平日・土曜日・祝日 

９時～19時 ９時～19時
 ９時～21時 9時～20時

  日曜日   9時～19時 9時～18時

 利用料金
 施設利用料 １面１時間までごと　　　　　　　　200円

  照明料（流通センター庭球場のみ） １面１時間までごと　　　　　　　　500円

≪お問合わせ先≫

山形市総合スポーツセンターテニスコート事務室
住所：山形市落合町１番地　　　電話：０２３-６２５-２６３０

※高校生以下が利用する場合、それぞれの利用料の１／２の額とする。

公益財団法人移行のごあいさつ

※天候、コートコンディション等により、貸出を行わない場合または中止する場合があります。また、積雪等により施設を休場する
　場合があります。

曜日 西部 鋳物町 流通センター 受付
（スポーツセンター）

　このたび、当協会は、国の公益法人制度改革に伴い、山形県知事より「公益財団法人」としての認定を受け、平成25年４月１日から「公益財団法人
山形市体育協会」に移行いたします。
　「公益財団法人」は、事業内容の公益性が認められることが必要であり、今後もその使命を果たすべく、スポーツ振興の中核を担う団体として
様々な事業を展開し、「明るく健康で活力ある生涯スポーツ社会の実現」に向けて、役職員一同全力を尽くす所存です。
　今後とも、皆様より一層の御指導御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人山形市体育協会　会 長　早　坂　　　孝
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	体協だよりNo66_内

