
11月分 3版 現在

11月分 27 笠松運動公園管理事務所

日 曜 陸上競技場 補助陸上競技場 投てき場 陸上会議室 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室 体育館(主) 体育館(補) 体育館会議室 テニスコート 球技場 野球場 登はん競技場 児童スポーツ広場 アーチェリー場 その他園内施設 多目的室

1 月 団体利用(8:30～21:00) 団体利用(8:30～21:00)
東洋大学あんずバドミントン5面(13:00
～17:00)

施設管理 笠松SC(15:00-17:00) 利用不可

2 火
県特体連スポーツ競技会(知的障
害)(7:00～17:00）

県特体連スポーツ競技会(知的障
害)(7:00～17:00）

県特体連スポーツ競技会(知的障
害)(7:30～17:00）

県特体連スポーツ競技会(知的障
害)(7:30～17:00）

県特別支援学校体育連盟スポーツ競
技会卓球競技（知的障害）（7:00～
17:00）

県特別支援学校体育連盟スポーツ競
技会卓球競技（知的障害）（7:00～
17:00）

施設管理 内田(8:30～17:00) 利用不可

3 水 スマイル東海(14:00～16:00) 県女子サッカーリーグ(8:30～17:00)
ひたちなか市市民卓球大会学生選手
権（7:30～17:00）

県テニストーナメントダブルス大会(14
面 8:30～17:00)

県女子サッカーリーグ(8:30～17：00) ジョイフルSC（12:00-17:00）
①県協会練習会(8:30～12:00)
②内田(8:30～17:00)

駅伝試走(7:30～12:00)20人 利用不可

4 木 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日 休園日

5 金
11/2予備日…県特体連スポーツ競技
会(知的障害)(7:00～17:00）

11/2予備日…県特体連スポーツ競技
会(知的障害)(7:30～17:00）

11/2予備日…県特体連スポーツ競技
会(知的障害)(7:30～17:00）

11/2予備日…県特体連スポーツ競技
会(知的障害)(7:30～17:00）

11/2予備日県特別支援学校体育連
盟スポーツ競技会卓球競技（知的障
害）（7:00～17:00）

11/2予備日県特別支援学校体育連
盟スポーツ競技会卓球競技（知的障
害）（7:00～17:00）

県聴覚障害者協会高齢部グランドゴ
ルフ大会(8:30～17:00)

利用不可

6 土
国体事業（茨城陸協強化会議)(14:00
～16:00)

全日本フットサル選手権大会茨城県
大会（8:30～20:00）

全日本フットサル選手権大会茨城県
大会（8:30～18:00）

県チャンピオンシップシングルス大会
(14面 8:30～17:00)

県クラブユースサッカー選手権U-14
大会(8:30～17:00）

県高校ソフトボール新人大会兼全国
高校選抜ソフトボール大会県予選会
(6:30～17:00) 2面

①ＧＢＣ(9:00～12:00)
②ジョイフルSC（12:00-17:00）

県協会練習会(8:30～12:00) 駅伝試走(7:30～12:00)20人 利用不可

7 日 スマイル東海（共用／14:00-16:00) 新体操県新人大会（8:00～17:00） 新体操県新人大会（8:00～17:00） 茨城高校（7面8:30-13:00）
県シニアサッカーリーグ戦(Ｏ-40/50)
（8:30～17：00）

11/6予備日…県高校ソフトボール新
人大会兼全国高校選抜ソフトボール
大会県予選会(6:30～17:00) 2面

県協会練習会(8:30～17:00) 県8才以下水泳大会（8:00～17:00）

8 月
東海村小学校陸上記念会準備(15:00
～17:00)

水城高校２学年クラスマッチ（8:00～
17:00）

水城高校２学年クラスマッチ（8:00～
17:00）

笠松連合杯テニス団体戦
(6面 8:30～17:00)

水城高校２年クラスマッチ(8：00～17：
00)

水城高校2年クラスマッチ（8：00～17：
00）2面

笠松SC(15:00-17:00)
ウォーキングストレッチ①
(9:00～12:00)

9 火
東海村小学校陸上記念会(7:00～
16:00)

県民総体中学校駅伝競走監督者会
議（8:00～12:00）

施設管理 利用不可

10 水
県民総体中学校駅伝競走大会(7:00
～18:00)

県民総体中学校駅伝競走大会(7:00
～18:00)

県民総体中学校駅伝競走大会(7:00
～18:00)

11/8予備日…笠松連合杯テニス団体
戦(6面 8:30～17:00)

施設管理
県民総体中学校駅伝競走大会(7:00
～18:00) 休館日

11 木
11/9予備日…東海村小学校陸上記
念会(7:00～16:00)

施設管理 利用不可

12 金
県高校陸上新人大会(7:30～17:00)
1000人

県高校陸上新人大会(7:30～17:00)
1000人

県高校陸上新人大会(7:30～17:00)
1000人

関東中学校水泳大会前年度会議
(13:00～18:00)

県バドミントン新人大会(8:00～20:00) 県バドミントン新人大会(8:00～20:00) 施設管理 利用不可

13 土 団体利用(12:00～21:00)
県高校陸上新人大会(7:30～17:00)
1000人

県高校陸上新人大会(7:30～17:00)
1000人

団体利用(12:00～21:00) 団体利用(12:00～21:00)
①茨城県ママさんバレーボール大会
坂東太郎杯予選会（8:30～19:00）
②団体利用(19:00～21:00)

団体利用(12:00～21:00)
県高体連テニス専門部実技講習会
（7面 8：30～17:00)

県Ｏ-40/50サッカー交流会（8:30～
17：00）

①ＧＢＣ(9:00～12:00)
②ジョイフルSC（12:00-17:00）

県協会練習会(8:30～12:00) 基礎水泳指導員講習会(9:00～18:00)

14 日 団体利用(8:30～21:00) 団体利用(6:00～21:00) 団体利用(6:00～21:00) 団体利用(8:30～21:00) 団体利用(8:30～21:00)
県チャンピオンシップダブルス大会
(14面 8:30～17:00)

県社会人サッカーリーグ戦(8:30～
17:00)

県協会練習会(8:30～17:00) 利用不可

15 月 笠松SC(15:00-17:00)
①園内散策(9:30～13:00)
②遠足(9:30～13:00)

ウォーキングストレッチ②
(9:00～12:00)

16 火
運動部活動指導者講習会（8:30～
17:00）

運動部活動指導者講習会（8:30～
17:00）

運動部活動指導者講習会(8：30～
17：00)

利用不可

17 水 休館日

18 木 利用不可

19 金
運動部活動指導者講習会(8：30～
17：00)

運動部活動指導者講習会（8:30～
17:00）

運動部活動指導者講習会（8:30～
17:00）

運動部活動指導者講習会(8:30～
17:00)

利用不可

20 土 いきいきスポーツｄａｙ いきいきスポーツｄａｙ いきいきスポーツｄａｙ いきいきスポーツｄａｙ いきいきスポーツｄａｙ いきいきスポーツday！ いきいきスポーツday！ いきいきスポーツｄａｙ！ 茨城高校（7面8:30-13:00） いきいきスポーツｄａｙ いきいきスポーツday！
①ＧＢＣ(9:00～12:00)
②ジョイフルSC（12:00-17:00）

いきいきスポーツｄａｙ いきいきスポーツｄａｙ！

21 日 県ジュニア強化練習会(8:00～17:00)
全日本フットサル選手権大会茨城県
大会（8:30～20:00）

全日本フットサル選手権大会茨城県
大会（8:30～20:00）

11/14予備日…県チャンピオンシップ
ダブルス大会(14面 8:30～17:00)

ＩＦＡリーグＵ－１３(8:30～17:00)
新人戦兼高校選抜予選（8:30～
17:00）

基礎水泳指導員講習会(9:00～13:00)

22 月 施設管理 笠松SC(15:00-17:00)
ウォーキングストレッチ➂
(9:00～12:00)

23 火
県ミニバスケットボール選手権大会
（8:00～17:00）

県ミニバスケットボール選手権大会
（8:00～17:00）

11/6予備日…県チャンピオンシップシ
ングルス大会(14面 8:30～17:00)

ＩＦＡリーグＵ－１５(8:30～17:00)
①房田こども会(8:30～12:00)
②ジョイフルSC（12:00-17:00）

県協会練習会(8:30～12:00)
スポーツプラザ山新合同水泳記録会
SPカップ（8:00～17:00）

24 水 施設管理 休館日

25 木 施設管理 陶器市準備(8:00～17:00) 利用不可

26 金
日立商高校内マラソン大会(8:00～
15:00)

県スポーツ少年団スポーツ大会サッ
カー大会準備(13：00～16：00）

①日立商高校内マラソン大会(8:00～
15:00)
②陶器市準備(8:00～17:00)

利用不可

27 土
県陸上競技第1回長距離記録会(7:30
～17:00)

県陸上競技第1回長距離記録会(7:30
～17:00)

県陸上競技第1回長距離記録会(7:30
～17:00)

県陸上競技第1回長距離記録会(7:30
～17:00)

県ミニバスケットボール選手権大会
（8:00～21:00）

県ミニバスケットボール選手権大会
（8:00～21:00）

水戸二高（7面8:30-17:00）
県スポーツ少年団スポーツ大会サッ
カー大会(9：00～17：00）

ＧＢＣ(9:00～12:00) 県協会練習会(8:30～12:00)
①県陸上競技第1回長距離記録会
(7:30～17:00)
②陶器市(8:00～21:00)

利用不可

28 日
県社会人バスケットボール大会（8:30
～17:00）

県教職員テニス大会
（7面 8：00～17：00）

県スポーツ少年団スポーツ大会サッ
カー大会(9：00～17：00）

月例記録会・県協会練習会(8:30～
17:00)

陶器市(8:00～21:00) 県SC合同B級記録会（8:00～17:00）

29 月 笠松SC(15:00-17:00) 陶器市(8:00～21:00)
ウォーキングストレッチ④
(9:00～12:00)

30 火
11/26予備日…日立商高校内マラソ
ン大会(8:00～15:00)

①11/26予備日…日立商高校内マラ
ソン大会(8:00～15:00)
②陶器市(8:00～21:00)

利用不可

※１１月の休園日は,4日(木)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。) 【月曜日】成人(9:50-10:50)
※ニューいばらきいきいきスポーツｄａｙ!開催。11月20日(土)は，全施設通常通りの利用時間となります。 　　　　　　小学１・２年生(16:30-17:30)   ・カルガモ(15:30-16:30)

【月曜日】はじめてのヨガ(19:00-20:00) 　　　　　　小学３-６年生(17:30-18:30)

【笠松スポーツ教室　水泳】

【笠松スポーツ教室　フィットネス】

2021年度 令和3年度 月　間　行　事　予　定　表 令和3年10月22日

(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)


