
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Jリーグイベント Jリーグイベント
８～２１ ８～２１ （２面） ９～１７ ９～１７ ９～１７ １５～２０ （１５面） １０～１６

強化練習会　  　（４面） １７～２０
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会　（５面） １７～１９

【ホッケー】 １８～２１

９～１７ ９～１７ 【ホッケー】 ９～１７ （２０面） ９～１８ １９～２１ １６～２０ （１５面） ９～１７

９～１７ 【ホッケー】 ９～１７ （２０面） ９～１８

９～１７ ９～１７ 【アメフト】 ９～１７ （８面） ９～１５ １８～２１ 【陸上競技・サッカー】 １３～１７ 【ホッケー】 ９～１２ （２面） １２～１６
あひる杯

１６～２０ （８面） １０～１５

第１回市陸上記録会 ９～１７第１回市陸上記録会 ９～１７
【キックベース・ドッヂボール】 ９～１７ （２０面） ９～１７

９～１３ 【アメフト】 ９～１７ （２０面） ９～１７ ９～１３ ９～１７ ９～１７
（２０面） ９～１７

１３～１７
Jリーグイベント

８～２１ ９～１７ （２０面） ９～１７ １５～２０ （２０面） ９～１７
強化練習会　  　（４面） １７～２０
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会　（５面） １７～１９

クィーンズカップ
１５～２０ （２０面） ９～１７ 【ホッケー】 １８～２１ （２面） １９～２１

強化練習会　  　（４面） １７～２０
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会　（５面） １７～１９ （２０面） ９～１７

９～１２ （２０面） ９～１７ １９～２１ 【陸上競技・サッカー】 １３～１７ １６～２０ （１２面） ９～１７

【ホッケー】 １８～２１

１９～２１ 【陸上競技・サッカー】 １３～１７ １６～２０ （8面） ９～１７ （２０面） ９～１９

１８～２１ ９～１３ （準備） ９～１７ （２面） １９～２１

（準備） １３～１７ 【ホッケー】 １８～２１ （２０面） ９～１９

１８～２１ ９～１３ 【ホッケー】 １９～２１ （１５面） ９～１７ １０～１２ ７～１７ ９～１７ （１６面） ９～１９

１６～１９ 【ミニサッカー】 １７～１９

９～１７ ９～１７ ９～１７ ９～１２ （１４面） ９～１７ ７～１７ ９～１７ （準決勝・決勝） ９～１７ ９～１７ （８面） ９～１７

（６面） ９～１７ （４面） ９～１４

９～１７ ９～１７ ９～１２ ９～１７ （４面） ９～１７ １５～２０ （４面） ９～１７
強化練習会　  　（４面） １７～２０

（１２面） ９～１７ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会　（５面） １７～１９

【ホッケー】 １８～２１ （２面） １０～１２

（２面） １９～２１

ｖｓ　横浜F・マリノス

　　　　　　　　　　　　定休日　　木曜日　　　　　　　　　　ＴＥＬ　（０８２）８４８－８０６８

市春季Ｄ級ダブルス選手権

市春季Ｄ級ダブルス選手権

市春季Ｂ級ダブルス選手権

プレイメイト

市春季Ｂ級ダブルス選手権

サンフレッチェ広島公式練習 成年女子国体強化練習

中国高校サッカー 中国高校サッカー 安芸ＦＣサッカー大会

中国高校サッカー 中国高校サッカー 中国高校サッカー ヒロコウズフットサル

成年女子国体強化練習

中村フットサル

沼田サッカースクール

全国中学生ﾃﾆｽ選手権県予選

もみじｶｯﾌﾟｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ もみじｶｯﾌﾟｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

サンフレッチェ広島公式練習

成年男女国体強化合宿

５月３１日まで、第一球技場芝生養
生期間のため、芝生帯の利用を制
限させていただきます。

もみじｶｯﾌﾟｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

広島市ﾌﾗﾜｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

22（日）

ねんりんピック市予選及び

第 一 球 技 場 第 二 球 技 場

県成年女子国体強化合宿

テ ニ ス コ ー ト

関西高校選手権県予選 全国中学生ﾃﾆｽ選手権県予選

マスターズ県予選

マスターズ県予選

プレイメイト

休　　　　　場　　　　　日

成年女子国体強化練習

26（木）

24（火）

テニス教室（モーニング①）

全日本少年ｻｯｶｰ西部地区予選もみじレディースサッカー

31（火）
成年女子国体強化練習

27（金）

市春季Ｄ級ダブルス選手権

市春季Ｂ級ダブルス選手権

休　　　　　場　　　　　日

サンフレッチェ広島
全国高校総体ﾎｯｹｰ県予選

中四国学生交流戦

６月３０日まで、陸上競技場芝生養
生期間のため、芝生帯の利用を制
限させていただきます。

28（土）

広島市身障者陸上大会

30（月）

29（日）

スポーツキッズ

ＥＫＩＤＥＮカーニバル２００５

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

ウォーキング指導

中国社会人男女ﾎｯｹｰ選手権

中国社会人男女ﾎｯｹｰ選手権

沼田サッカースクール

【臨時開場】

ＥＫＩＤＥＮカーニバル２００５

テニス教室（ナイト①）

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

21（土）

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

春季広島市医師ﾃﾆｽ大会

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

クィーンズカップ

25（水）
沼田高等学校専攻実技

7（土）

14（土）

10（火）

11（水）

8（日）

9（月）

12（木）

13（金）

1（日）

5（祝）

（１６：００キックオフ） 　 ８～２１

6（金）

2（月）

3（祝）

4（祝）

サンフレッチェ広島
2005　J1リーグ　第９節

陸 上 競 技 場 補 助 競 技 場

休　　　　　場　　　　　日
成年男女国体強化合宿 全国中学生ﾃﾆｽ選手権県予選

ｖｓ　アルビレックス新潟

テニス教室（ナイト②）

広島市ﾌﾗﾜｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 ナイトウォーキング

18（水）

17（火）

19（木）

第2回サタデー陸上 ８大学ＯＢ杯サッカー大会

沼田高等学校専攻実技

20（金）

補 助 競 技 場 第 一 球 技 場 第 二 球 技 場

沼田サッカースクール

　　　　　　　　　　　　　　　　　オススメランチ（コーヒー付き）　￥８５０（税込み）

　　　　　　　　　　　　　　　　　団体でのお食事、各種パーティー、お弁当の注文も受け付けます。（要・事前予約）

16（月）

テ ニ ス コ ー ト

ナイトウォーキング

陸 上 競 技 場

（１５：００キックオフ） 　 ８～２１

15（日）

沼田高等学校専攻実技

中国高校サッカー

車イス陸上

ＤＯテニスサーキット沼田サッカースクール中国高校サッカー 中国高校サッカー

2005　J1リーグ　第１１節

ナイトウォーキング

ＮＥＣｼｽﾃﾑ広島地区

23（月）

ねんりんピック市予選及び

車イス陸上

テニスクリニック成年女子国体強化練習

成年女子国体強化練習

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

沼田サッカースクール

テニス教室（ナイト①）

国民体育大会県予選 兼

春季中四国学生ﾃﾆｽ選手権

国民体育大会県予選 兼

沼田サッカースクール

沼田サッカースクール

成年女子国体強化練習

ﾌｯﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂｷｯｽﾞﾌｪｽﾀｻｯｶｰ

　　　春季スポーツ大会

全国小学生陸上市予選

車イス陸上

休　　　　　場　　　　　日
サンフレッチェ広島公式練習 中国社会人男女ﾎｯｹｰ選手権

２月１日（水）～２月28日（火） ４月１日（金）～５月31日（火）

５ 月 利 用 予 定 表

沼田サッカースクール

沼田サッカースクール クィーンズカップ

　　　　　　　　　　　営業時間　　１１：００～１５：００（土日祝は延長の場合あり）

　　☆毎週木曜日（木曜日が休日の場合はその前日）

　せていただきます。

　　ただし、気象状況やフィールドコンディション等に

　より多少養生期間を変更する場合があります。

　ご了承ください。

～補助競技場～

６月１日（水）～７月15日（金）

※緊急やむを得ない場合は予定を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

　《開場時間》

　　９時から２１時までです。ただし、補助競技場は次のとおりです。

　　　５　・　６　・　７　・　８月・・・・・・・９時から１９時まで。

　　☆８月６日

　　☆１２月２９日から翌年の１月３日

　《芝生養生期間》

～陸上競技場～

５月６日（金）～６月30日（木）

９月26日（月）～10月31日（月）

　一球技場の芝生体の利用を下記の期間、制限さ

　　　３　・　４　・　９　・１０月・・・・・・・９時から１８時まで。

　　　１１・　１２・　１　・　２月・・・・・・・９時から１７時まで。

　《休場日》

～第一球技場～

　　《利用方法》

　　　☆専用利用・・・・・利用する前年度の３月から順に申し込みを受け付けます。

　　　☆個人利用・・・・・補助競技場に専用利用がない場合に、トラック部分の利用（ランニング）ができます。ご利用の際は、陸上競技場（広

　　　　　　　　　　 　　 　島 ビッグアーチ）2階管理事務所で料金をお支払いください。【大人1回200円・小人（高校生以下）1回100円】

　　　☆テニスコート・・・コートの予約には「登録」が必要です。「登録」がなくても当日空きコートがあれば利用可能です。「登録」のお問い合

　　　　　　　　　　　　　わせは、広島広域公園テニスコート（℡ ０８２－８４８－９５４０）へお願いします。

　　芝生養生のため、陸上競技場、補助競技場、第

国民の休日

こどもの日


