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月 間 行 事 予 定 表

平成30年6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)
笠松運動公園管理事務所

15

7月分

日

曜

陸上競技場

1

日

2

月

3

火

4

水 休園日

5

木

6

金

全日本中学校通信陸上競技県大
会(7:00-17:00)

補助陸上競技場
全日本中学校通信陸上競技県大
会(7:00-17:00)

投てき場

陸上会議室

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室

全日本中学校通信陸上競技県大
会(7:00-17:00)

体育館（主）
県民総体体操競技（成年の部・少
年の部）(8:30-19:00)

体育館（補）
県民総体体操競技（成年の部・少
年の部）
(8:30-19:00)

体育館会議室
県民総体体操競技（成年の部・少
年の部）
(8:30-19:00)

テニスコート
県テニス選手権ダブルス大会兼関
東オープン予選
(8面 8:30-17:00)

球技場
女子県リーグ1部・２部
(8:30-17:00)

野球場

全日本実年大会(兼)東日本実年大 国体強化
会県予選会(2面 8:30-17:00)
(9:00-12:00)

ソフトボール協会
(18:00-21:00)

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

休園日

高体連
(9:00-11:00)
県民総合体育大会・国民体育大会
県大会国体予選会・県陸上競技選
手権大会・関東陸上競技選手権大
会県予選会(7:30-18:00)

県民総合体育大会・国民体育大会
県大会国体予選会・県陸上競技選
手権大会・関東陸上競技選手権大
会県予選会(7:30-18:00)

県民総合体育大会・国民体育大会
県大会国体予選会・県陸上競技選
手権大会・関東陸上競技選手権大
会県予選会(7:30-17:00)

県民総合体育大会・国民体育大会
県大会国体予選会・県陸上競技選
手権大会・関東陸上競技選手権大
会県予選会(7:30-17:00)

県民総合体育大会・国民体育大会
県大会国体予選会・県陸上競技選 空調設備体感会
手権大会・関東陸上競技選手権大 (14:00-16:00)
会県予選会(7:30-17:00)

8

日

県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会
関東ママさんバレーボールいそじ
県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選
大会予選会
手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大
(8:00-19:00)
会県予選会(7:30-18:00)
会県予選会(7:30-18:00)
会県予選会(7:30-17:00)
会県予選会(7:30-17:00)
会県予選会(7:30-17:00)

関東ママさんバレーボールいそじ
大会予選会
(8:00-19:00)

休園日

休園日

休園日

月
火

水戸英宏中学校クラスマッチ
(13:00-16:00)

11

水

茨城大学
(共用 14:00-17:00)

12

木

7/10予備日…水戸英宏中学校クラ
スマッチ(13:00-16:00)

13

金

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

14

土

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

県高体連陸上競技個人選手権大
会(7:30-17:00)

15

日

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

茨城大学
(14:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

茨城大学
(共用 14:00-17:00)

茨城大学
(14:00-17:00)

高校サッカー選手権大会組み合わ
せ会議
(7:00-17:00)

多目的室

県民総体(成年の部)兼国体選手選
[園内]日本オリエンテーリング協会 考会兼茨城県選手権大会兼日本
練習会(10:00-13:00)
スポーツマスターズ予選会
(7:30-17:00)

スポーツ教室(多目月⑨)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

県民総体陸上競技(中学校の
部)(7:00-17:00)

休園日

休園日

休園日

休園日

グラウンドゴルフ大会
(7:00-13:00)

スポーツ教室(多目木⑧)

7/5予備日…グラウンドゴルフ大会
(7:00-13:00)

スポーツ教室(多目金⑦)

県ソフトボール協会
(9:00-11:00)

①6/24・30・7/1予備日…県テニス
選手権ダブルス大会兼関東オープ
7/1予備日…全日本実年大会(兼)
ン予選
関東クラブユースサッカー選手権Ｕ
東日本実年大会県予選会
(8面 8:30-17:00)
-15県大会(8:30-17:00)
(2面 8:30-17:00)
②水戸桜ノ牧高校
(6面 8:30-15:00)

関東ママさんバレーボールいそじ
大会予選会
(8:00-19:00)

①茨城中学(7面 9:00-17:00)
②茨城高校(7面 8:30-13:00)

女子トレセンマッチデー
(8:30-17:00)

勝田野球スポーツ少年団
(1面 8:30-17:00)

国体強化
(9:00-12:00)

水戸英宏中学校クラスマッチ準備
(15:00-17:00)

9
10

①グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)
②ひたちなかSC(15:00-17:00)

①県協会練習会(8:30-12:00)
②チャレンジ教室(12:00-17:00)

県民総合体育大会中学校大会水
泳競技(8:00-21:00)

かがやき子供会
(9:00-12:00)

県協会練習会
(8:30-12:00)

県民総合体育大会中学校大会水
泳競技(8:00-17:00)

笠松SC
(15:00-17:00)

スポーツ教室(多目月⑩)

水戸栄宏中クラスマッチ
(7:30-15:00)

水戸英宏中学校クラスマッチ
(7:30-13:30)

会長杯争奪バドミントン大会
(8:30-18:00)

施設管理(週３日)

休館日

7/10予備日…水戸栄宏中クラス
マッチ
(7:30-15:00)

7/10予備日…水戸英宏中学校クラ
スマッチ(7:30-13:30)

①スポーツ教室(多目木⑨)
②日立FC(19:00-21:00)

中央地区中学総体バスケットボー
ル競技の部
(7:30-18:00)

スポーツフェスティバル

県民総体新体操
(7:30-17:00)

中央地区中学総体バスケットボー
ル競技の部
(7:30-18:00)

スポーツフェスティバル

県民総体新体操
(8:30-17:00)

中央地区中学校総体バスケット
ボール競技
(9:00-17:00)

スポーツ教室(多目火⑩)

施設管理(週３日)

スポーツ教室(多目金⑧)

①水戸桜ノ牧高校
(7面 8:30-15:00, 7面 8:30-12:00)
②茨城高校(7面 13:00-17:00)

スポーツフェスティバル準備

全日本ハイシニア大会県予選会
(2面 8:30-17:00)

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

県民総体新体操
(7:30-17:00)

①茨城高校(7面 8:30-13:00)
②茨城キリスト中
(7面 8:30-17:00)

施設管理

①全日本ハイシニア大会県予選会
②全日本エルデスト大会(兼)関東 いばらきのケア
エルデスト大会県予選会
(9:00-12:00)
(2面 8:30-17:00)

16

月

17

火

18

水

19

木

20

金

21

土

関東中学校陸上競技大会県選手
団結団式(8:00-17:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団結団式(8:00-17:00)

22

日

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

23

月

佐竹高校
(共用 9:00-12:00)

24

火

水戸証券チャレンジフェスティバル
(8:30-17:00)

水

水戸証券チャレンジフェスティバル
(8:30-17:00)

26

木

水戸証券チャレンジフェスティバル
(8:30-17:00)

27

金

①茨城高校(7面 8:30-13:00)
②茨城中学(3面 9:00-12:00)

28

土

スマイル東海
(共用 9:00-11:00)

全国障害者スポーツ大会強化練習 茨城大学
会(陸上)(8:30-17:00)
(9:00-12:00)

全国障害者スポーツ大会強化練習
会(陸上)(8:30-17:00)

県フレッシュミニバスケットボール大 桂ミニバスケットボール少年団
会(8:00-21:00)
(9:00-17:00)

①水戸桜ノ牧高校
(7面 8:30-12:00)
②水戸商業高校
(7面 8:30-17:00)
③茨城高校(7面 13:00-17:00)

施設管理(週３日)

ストロンガー
(2面 9:00-17:00)

29

日

関東中学校陸上競技大会県選手
団調整合宿(8:00-17:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団調整合宿(8:00-17:00)

関東陸上選手権大会プログラム編
成会議(9:00-17:00)

県フットサルリーグ
(8:30-20:00)

①水戸桜ノ牧高校
(8面 8:30-13:00)
②茨城キリスト高校
(6面 8:30-13:00, 10面 13:0017:00)

ＩＦＡリーグＵ－１３
(8:30-17:00)

①ストロンガー(2面 9:00-12:00)
②山村学園高(1面 13:00-17:00)

①水戸桜ノ牧高校
(7面 8:30-12:00)
②茨城キリスト中学
(7面 8:30-17:00)

施設管理(週３日)

山村学園高
(1面 8:30-17:00)

31

県協会練習会
(8:30-12:00)

その他園内施設

スポーツ教室(多目火⑨)

休園日

県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会 県民総合体育大会・国民体育大会
県スポーツ少年団スポーツ大会卓
県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選 県大会国体予選会・県陸上競技選
球競技
手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大 手権大会・関東陸上競技選手権大
(8:00-17:00)
会県予選会(7:30-18:00)
会県予選会(7:30-18:00)
会県予選会(7:30-17:00)
会県予選会(7:30-17:00)
会県予選会(7:30-17:00)

月

アーチェリー場

笠松SC
(15:00-17:00)

土

30

児童スポーツ広場

県高体連陸上競技個人選手権大
会プログラム編成会議(9:00-17:00)

7

25

登はん競技場

スポーツフェスティバル

①グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)
②ひたちなかSC(15:00-17:00)

①県協会練習会(8:30-12:00)
②チャレンジ教室(12:00-17:00)

スポーツフェスティバル

県協会練習会
(8:30-12:00)

①かがやき子供会
(9:00-12:00)
②笠松SC(15:00-17:00)

県協会練習会
(8:30-12:00)

全国障害者スポーツ大会強化練習
会(水泳)
(8:00-16:00)

施設管理

笠松連合杯テニスダブルス夏季大
会
(12面 8:30-17:00)
県グラウンドゴルフ協会２・３級普
及指導員研修交歓大会
(8:30-15:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団調整合宿(8:00-17:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団調整合宿(8:00-17:00)

火

県グランドゴルフ協会
(9:00-12:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団結団式(8:00-17:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団結団式(8:00-17:00)

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

県ソフトボール協会
(9:00-11:00)

スポーツ教室(多目木⑩)

7/19予備日…笠松連合杯テニスダ 県グラウンドゴルフ協会２・３級普
ブルス夏季大会
及指導員研修交歓大会(8:30(12面 8:30-17:00)
15:00)

浦和エンゼルス
(2面 13:00-17:00)

水戸地区審判講習会
(14面 8:30-17:00)

中央地区トレセン交流会
(8:30-17:00)

①7/14・16予備日…全日本ハイシ
ニア大会県予選会②7/16予備日
…全日本エルデスト大会(兼)関東
エルデスト大会県予選会
(2面 8:30-17:00)

白方ミニバスケットボールスポーツ
少年団(9:00-17:00)

県民総体体操競技の部
(8:30-17:00)

白方ミニバスケットボールスポーツ
少年団(9:00-12:00)

水戸地区審判講習会
(14面 8:30-17:00)

皇后杯県女子サッカー選手権大会 浦和エンゼルス
(8:30-17:00)
(2面 9:00-12:00)

久留米西高校
(12:00-17:00)

久留米西高校
(12:00-17:00)

7/21・22予備日…水戸地区審判講
習会
(14面 8:30-17:00)

施設管理(週３日)

県公立高校テニス選手権大会
(14面 8:30-17:00)

水戸証券チャレンジフェスティバル
(8:30-17:00)

県公立高校テニス選手権大会
(14面 8:30-17:00)

水戸証券チャレンジフェスティバル
(8:30-17:00)

全国障害者スポーツ大会強化練習
県北地区一年生テニス大会
会（卓球）
(14面 8:30-17:00)
(8:30-16:00)

全国障害者スポーツ大会強化練習
会（卓球）(8:30-16:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団調整合宿(8:00-17:00)

休館日

施設管理

県民総体体操競技の部
(8:30-21:00)

茨城大学
(14:00-17:00)

関東中学校陸上競技大会県選手
団調整合宿(8:00-17:00)

施設管理

関東中学校陸上競技大会県選手
団調整合宿(8:00-17:00)

都立工芸高校
(13:00-17:00)

県フットサルリーグ
(8:30-20:00)

痛車・コスプレイベント
(9:00-17:00)

スポーツ教室(多目金⑨)

①グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)
②ひたちなかSC(15:00-17:00)

関東ブロック代表選手強化合宿
(8:30-17:00)

関東ブロック代表選手強化合宿
(8:30-17:00)
笠松SC
(15:00-17:00)

休館日

水戸証券チャレンジフェスティバル
(8:30-17:00)

施設管理(週３日)

県高体連テニス専門部県北地区夏
都立工芸高校
季大会
(13:00-17:00)
(14面 7:00-17:00)

①日立FC(9:00-10:00)
②県スケート連盟(13:00-16:00)

ストロンガー
(2面 13:00-17:00)

山村学園高
(1面 8:30-17:00)

※７月の休園日は,４日(水)です。

※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。）
【笠松スポーツ教室 多目的室】
※笠松スポーツフェスティバル開催！7月15日(日)は，全施設17時に閉館します。
【月曜日】気功体操(10:00～11:00)・らくらくストレッチ＆エアロ(13:30～14:30)・はじめてのヨガ(19:00～20:00)【火曜日】健康フィットネス(10:00～11:30)
トレーニングルームが無料開放になります（１人２時間まで）。
【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)
※ 7月1日～9月30日の期間は，特別利用料が「夏季料金」となります。
【金曜日】健康フィットネス(10:00～11:30)・親子エアロビックダンス(15:30～16:30)・小学生エアロビックダンス(16:45～17:45)･リフレッシュヨガ(18:15～19:15)･骨盤ストレッチ(19:30～20:30)
※水の広場利用期間は、7月1日(日)～9月2日(日)になります。
詳細はHPや園内掲示にてご確認いただくか、管理事務所までお問合せください。

①グランドベースボールクラブ
(9:00-12:00)
②ひたちなかSC(15:00-17:00)

県中学校体育連盟
(12:00-18:00)

[第4駐車場]原子力協議会駐車場
(40台 8:15-16:00)

スポーツ教室(多目金⑩)

①日立FC(9:00-10:00)
②茨城スチールセンター
(10:00-19:00)

①県協会練習会(8:30-12:00)
②チャレンジ教室(12:00-17:00)

県協会練習会
(8:30-12:00)

笠松SC
(15:00-17:00)

[第4駐車場]原子力協議会駐車場
(40台 8:15-16:00)

[第2・3駐車場]特別養護老人ホー
ムすみれ 納涼祭駐車 30台
(7:00-18:00)

[第4駐車場]原子力協議会駐車場
(40台 8:15-16:00)

[第4駐車場]原子力協議会駐車場
(40台 8:15-16:00)

【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)

