2019年度 令和元年度

6月分 第3版

月 間 行 事 予 定 表

令和元年5月29日 現在

(予定表に掲載されている事項は,作成日現在のものです。急な変更が生じる場合がございますので詳細につきましては管理事務所までご確認願います)
日

笠松運動公園管理事務所

12

6月分

曜

陸上競技場

1

土

茨城陸上競技 国体予選会兼第２
回記録会(7:30-17:00)

2

日

県中学校陸上競技記録会
(7:00-17:00)

3

月

花咲徳栄高校
(共用 11:00-13:00)

4

火

県特別支援学校体育連盟体育大
会(水戸地区大会)(7:00-16:00)

5

水

休園日

6

木

6/4予備日…県特別支援学校体育
連盟体育大会(水戸地区大
会)(7:00-16:00)

7

金

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

県中学校混成競技大会兼中学校
陸上競技記録会(7:00-17:00)

補助陸上競技場

投てき場

茨城陸上競技 国体予選会兼第２
回記録会(7:30-17:00)

茨城陸上競技 国体予選会兼第２
回記録会(7:30-17:00)

県中学校陸上競技記録会
(7:00-17:00)

県中学校陸上競技記録会
(7:00-17:00)

陸上会議室
茨城陸上競技 国体予選会兼第２
回記録会(7:30-17:00)

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室
茨城陸上競技 国体予選会兼第２
回記録会(7:30-17:00)

体育館(主)

体育館(補)

体育館会議室

テニスコート

球技場

県民総体卓球競技(成年の部)
(8:00-19:00)

県民総体卓球競技(成年の部)
(8:00-19:00)

県テニス選手権シングルス大会兼 ＩＦＡリーグ Ｕ-15
全日本予選(14面 8:30-17:00)
(8:30-17:00)

県民総体バスケットボール競技(成
年の部)
(8:30-18:00)

県民総体バスケットボール競技（成
県テニス選手権シングルス大会兼 シニアサッカーリーグ戦
年の部）
全日本予選(14面 8:30-17:00)
(8:30-17:00)
(8:30-18:00)

野球場

登はん競技場

県中学校混成競技大会兼中学校
陸上競技記録会(7:00-17:00)

休園日

北関東五大学大会
(8:00-17:00)

笠松SC
(15:00-17:00)

スポーツ教室(多目的月③)

県中学校混成競技大会兼中学校
陸上競技記録会(7:00-17:00)

水城高校クラスマッチ
(8:00-17:00)

水城高校クラスマッチ
(8:00-17:00)

国民体育大会・全国障害者スポー 笠松スポーツ教室⑤
ツ大会会議（14:00－17:00）
(5面 12:00-19:00)

水城高校クラスマッチ
(8:00-17:00)

水城高校クラスマッチ
(2面 8:00-17:00)

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

6/4予備日・・・県特別支援学校体
育連盟体育大会(水戸地区大
会)(7:00-16:00)

6/4予備日・・・県特別支援学校体
育連盟体育大会(水戸地区大
会)(7:00-16:00)

県央・県東地区個人戦
(8:30-18:00)

茨城スチールセンター
(8:30-17:00)

休園日

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

休園日

北関東五大学大会
(8:00-17:00)

「第4P]佐野中 バス送迎
(18:00-19:30)

スポーツ教室(多目的火⑤)

休園日

休園日

「第4P]佐野中 バス送迎
(16:30-18:00)

スポーツ教室(多目的木⑤)
国体強化合宿事業少年男子・女子
(12:00-15:00)
スポーツ教室(多目的金④)
国体強化合宿事業少年男子・女子
(12:00-15:00)

施設管理(週3日)
県テニス選手権シングルス大会兼
県クラブユースサッカー選手権 Ｕ全日本予選
14大会(8:30-17:00)
(14面 8:30-17:00)

県民総体全日本壮年兼県壮年大
会兼日本スポーツマスターズ
(2面 8:30-17:00)

県テニス選手権ダブルス大会兼関 県社会人サッカー公式リーグ戦
東オープン予選(14面 8:30-18:00) (8:30-14:00)

県民総体全日本壮年兼県壮年大
会兼日本スポーツマスターズ女子
兼関東エルダー大会県予選会
(2面 8:30-17:00)

グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)

茨城高校
(7面 8:30-13:00)

休園日

休園日

施設管理(週3日)

佐竹高校
(共用 9:00-12:00)

休園日

休園日

県協会練習会(8:30-12:00)
チャレンジ教室(12:00-17:00)

関東高校陸上競技大会準備委員
会(9:00-17:00)

関東高校陸上競技大会準備委員
会(9:00-17:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

笠松スポーツ教室⑥
(5面 12:00-19:00)

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

多目的室

6/1予備日…みぎわ幼稚園運動会 高校総体県予選
(6:30-13:00)
(8:30-17:00)

県特別支援学校体育連盟体育大
会(水戸地区大会)(7:00-16:00)

県民総体バドミントン競技
(8:00-21:00)

その他園内施設

6/1予備日…全日本実年大会兼東
笠松運動公園登はん競技場使用
日本実年大会予選(2面 8:30資格認定講習会(2面 9:00-16:30)
17:00)

県特別支援学校体育連盟体育大
会(水戸地区大会)(7:00-16:00)

休園日

アーチェリー場

みぎわ幼稚園運動会
(6:30-13:00)

施設管理(週3日)

休園日

児童スポーツ広場

全日本実年大会兼東日本実年大
会予選(2面 8:30-17:00)

県協会練習会(8:30-12:00)
チャレンジ教室(12:00-17:00)

国体強化合宿事業少年男子・女子
(12:00-15:00)

県協会練習会
(8:30-12:00)

国体強化合宿事業少年男子・女子
(12:00-15:00)

笠松SC
(15:00-17:00)

スポーツ教室(多目的月④)

スポーツ教室(多目的火⑥)

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

13

木

関東高校陸上競技大会準備
(8:30-17:00)

関東高校陸上競技大会準備
(8:30-17:00)

関東高校陸上競技大会準備
(8:30-17:00)

関東高校陸上競技大会準備
(8:30-17:00)

関東高校陸上競技大会準備
(8:30-17:00)

県民総体体操競技(少年の部)
(8:30-21:00)

県民総体体操競技（少年の部）
（8:30-21:00)

県民総体体操競技（少年の部）
（8:30-21:00)

スポーツ教室(多目的木⑥)
国体強化合宿事業少年男子・女子
(12:00-15:00)

14

金

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

県民総体体操競技(少年の部)
(8:30-21:00)

県民総体体操競技（少年の部）
（8:30-21:00)

県民総体体操競技（少年の部）
（8:30-21:00)

スポーツ教室(多目的金⑤)
国体強化合宿事業少年男子・女子
(12:00-15:00)

15

土

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

県民総体体操競技(少年の部)
(8:30-17:00)

県民総体体操競技（少年の部）
（8:30-17:00)

県民総体体操競技（少年の部）
（8:30-17:00)

5/26・6/1・2・8予備日…県テニス選 ①FC日立(9:00-12:00)
手権シングルス大会兼全日本予選 ②笠松スポーツフェスティバル 準
(14面 8:30-17:00)
備

県民総体兼国体少年女子兼全日
本高校女子ソフトボール選手権県
予選会(2面 8:30-17:00)

16

日

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

笠松スポーツフェスティバル

笠松スポーツフェスティバル

笠松スポーツフェスティバル

笠松スポーツフェスティバル

笠松スポーツフェスティバル

17

月

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

①関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)
関東高校陸上競技大会
②那珂地区中学校総体 サッカー競 (7:00-17:00)
技の部準備(17:00-18:30)

18

火

改修工事

地区中学校総体 サッカー競技の部
(8:00-17:00)

19

水

休園日

休園日

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

関東高校陸上競技大会
(7:00-17:00)

休園日

休園日

茨城日産自動車運動会
(7:00-18:00)

休園日

笠松スポーツフェスティバル

6/14・15予備日…県民総体兼国体
那珂地区中学校総体 サッカー競技 少年女子兼全日本高校女子ソフト
の部準備(15:00-17:00)
ボール選手権県予選会
(2面 8:30-17:00)

那珂地区中学総体バスケットボー
ル競技の部
(7:00-21:00)

休園日

笠松スポーツフェスティバル

休園日

休園日

笠松スポーツ教室⑦
(5面 12:00-19:00)

那珂地区中学校総体 サッカー競技
の部(8:00-17:00)

休園日

休園日

佐野サッカースポーツ少年団
(9:00-12:00)

県民総体アーチェリー競技(成年・
少年の部)
(8:30-17:00)

国体強化合宿事業少年男子・女子
(9:00-15:00)

笠松スポーツフェスティバル

休園日

休園日

木

改修工事

地区中学校総体 サッカー競技の部
(8:00-17:00)

県民総体中学校陸上競技大会プロ 県民駅伝競走大会運営委員会
グラム編成会議(8:30-17:00)
(13:00-17:00)

21

金

改修工事

地区中学校総体 サッカー競技の部
(8:00-17:00)

国体局
(8:30-13:00)

那珂地区中学総体バスケットボー
ル競技の部
(7:00-17:00)

22

土

日清食品カップ全国小学生陸上競 日清食品カップ全国小学生陸上競 日清食品カップ全国小学生陸上競 日清食品カップ全国小学生陸上競 日清食品カップ全国小学生陸上競
技交流大会県選考会国体予選
技交流大会県選考会国体予選
技交流大会県選考会国体予選
技交流大会県選考会国体予選
技交流大会県選考会国体予選
(7:30-17:00)
(7:30-17:00)
(7:30-17:00)
(7:30-17:00)
(7:30-17:00)

施設管理(週3日)

6/8・9予備日…県民総体全日本壮
年兼県壮年大会兼日本スポーツマ 笠松スポーツ教室 クライミング
スターズ女子兼関東エルダー大会 (2面 9：00-13：00)
県予選会(2面 8:30-17:00)

23

日

国民体育大会・全国障害者スポー 国民体育大会・全国障害者スポー
ツ大会式典練習会(8:30-17:30)
ツ大会式典練習会(8:30-17:30)

県社会人サッカー公式リーグ戦
(8:30-17:00)

全日本レディース兼関東レディース
笠松スポーツ教室 クライミング
兼関東社会人女子大会県予選会
(2面 9：00-13：00)
(2面 8:30-17:00)

24

月

改修工事

25

火

改修工事

スポーツ教室(多目的月⑤)

26

水

休園日

休園日

27

木

改修工事

東海南中
(共用 16:00-18:00)

28

金

改修工事

29

土

全日本中学校通信陸上茨城大会
(7:00-17:00)

全日本中学校通信陸上茨城大会
(7:00-17:00)

全日本中学校通信陸上茨城大会
(7:00-17:00)

30

日

全日本中学校通信陸上茨城大会
(7:00-17:00)

全日本中学校通信陸上茨城大会
(7:00-17:00)

全日本中学校通信陸上茨城大会
(7:00-17:00)

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

県北・県央・県東地区総体水泳競
技の部(8:00-21:00)

那珂地区中学校総体 サッカー競技
の部(8:00-17:00)

県北・県央・県東地区総体水泳競
技の部(8:00-19:00)

緑岡高校
(2面 9:00-12:00)

休園日

休園日

休園日

那珂地区中学校総体 サッカー競技
の部(8:00-17:00)

グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)

県協会練習会(8:30-12:00)
笠松スポーツ教室(12:00-17:00)

関東高校水泳競技大会県予選会
兼県高校選手権水泳競技大会(競
泳競技)(7:00-19:00)

月例記録会(8:30-12:00)

関東高校水泳競技大会県予選会
兼県高校選手権水泳競技大会(競
泳競技)(7:00-19:00)

笠松SC
(15:00-17:00)

スポーツ教室(多目的月⑥)

笠松スポーツ教室⑧
(5面 12:00-19:00)

休園日

国体強化合宿事業少年男子・女子
(12:00-15:00)

スポーツ教室(多目的火⑦)

20

こもれび
(15:00-17:00)

県民総体アーチェリー競技(中学生
の部)
(8:30-12:00)

笠松SC
(15:00-17:00)

那珂地区中学総体バスケットボー
ル競技の部
(7:00-21:00)

国民体育大会・全国障害者スポー 国民体育大会・全国障害者スポー 国民体育大会・全国障害者スポー 国民体育大会・全国障害者スポー 国民体育大会・全国障害者スポー
ツ大会式典練習会(8:30-17:30)
ツ大会式典練習会(8:30-17:30)
ツ大会式典練習会(8:30-17:30)
ツ大会式典練習会（8:30-17:30）
ツ大会式典練習会（8:30-17:30）

グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)

スポーツ教室(多目的火⑧)

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

高体連駅伝担当
(9:00-12:00)

休園日

スポーツ教室(多目的木⑦)

国体局
(8:30-13:00)

八文字学園スポーツ大会
(8:30-17:00)

茨城スチールセンター
(8:30-17:00)

関東ジュニア新体操予選
(8:30-18:00)

県スポーツ少年団スポーツ大会卓
球大会
(8:00-17:00)

※６月の休園日は，5日(水),12日(水),19日(水),26日(水)です。
【笠松スポーツ教室 多目的室】
【月曜日】気功体操(10:00-11:00)・すっきりストレッチ(13:30-14:30)・はじめてのヨガ(19:00-20:00)
【木曜日】はじめてのフラダンス(10:00-11:00)・親子フラダンス(15:30-16:30)・キッズジャズダンス(17:00-18:00)
【金曜日】健康フィットネス(10:00-11:30)・親子deヨガ(15:30-16:30)リフレッシュヨガ(18:15-19:15)･骨盤ストレッチ(19:30-20:30)

スポーツ教室(多目的金⑥)

関東ジュニア新体操予選
(8:30-18:00)

ソフトボール協会
(9:00-12:00)

県テニス選手権ダブルス大会兼関 ＩＦＡリーグ Ｕ-15
東オープン予選(14面 8:30-18:00) (8:30-17:00)

県スポーツ少年団スポーツ大会卓
県テニス選手権ダブルス大会兼関 県社会人サッカー公式リーグ戦
球大会
東オープン予選(14面 8:30-18:00) (8:30-17:00)
(8:00-17:00)

全日本レディース兼関東レディース
笠松スポーツ教室 クライミング
兼関東社会人女子大会県予選会
(2面 9：00-13：00)
(2面 8:30-17:00)

グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)

6/23・29予備日…全日本レディー
6/22・23・29予備日…笠松スポーツ
ス兼関東レディース兼関東社会人
タグラグビー
教室 クライミング
女子大会県予選会(2面 8:30(9:00-12:00)
(2面 9:00-13:00)
17:00)

※改修工事・施設管理…施設のメンテナンス,そのほか作業等により終日ご利用できません。
(ただし作業の進行状況により,終了後一般開放となる場合もございます。)
※笠松スポーツフェスティバル開催！6月16日(日)は，全施設17時に閉館します。
1900/1/0
1900/1/0

県協会練習会(8:30-12:00)
チャレンジ教室(12:00-17:00)

県民総体兼県選手権水泳競技大
会兼国民体育大会夏季大会選手
選考会兼日本スポーツマスターズ
予選会(8:00-17:00)

県協会練習会
(8:30-12:00)

県民総体兼県選手権水泳競技大
会兼国民体育大会夏季大会選手
選考会兼日本スポーツマスターズ
予選会(8:00-17:00)

【笠松スポーツ教室 水泳】
【月曜日】成人(9:50-10:50)・アクアビクス(11:00-12:00)
小学１・２年生(16:30-17:30)
小学３-６年生(17:30-18:30)
【火曜日】成人(9:50-10:50)・カルガモ(15:30-16:30)
小学１・２年生(16:30-17:30)
小学３-６年生(17:30-18:30)
【木曜日】アクアビクス(9:50-10:50)

