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●九州中学校体育大会サッカー競技
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●全九州小学生優勝大会バレーボール競技
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●BFA U-18 アジア選手権大会
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●年末・年始施設開放のお知らせ
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KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園・宮崎県体育館・宮崎県ライフル射撃競技場スポーツイベント＆施設ご利用案内

● 九州中学校体育大会サッカー競技
8月4日（土）～6日（月）第3競技場・ラグビー場・補助球技場で
九州各県から16校が出場し行われました。

● 九州中学校体育大会バレーボール競技
8月7日（火）～9日（木）武道館主道場で行われ、九州各県から
男女各16校が出場しました。

● 全九州小学生優勝大会バレーボール競技
8月17日（金）～19日（日）武道館主道場で行われ、九州各県か
ら男女24チームが参加しました。

● オリックスバファローズVS北海道日本ハムファイターズ
8月28日（火）宮崎では10年ぶりとなる対戦がサンマリンスタジ
アムで開催されました。

● BFA U-18アジア選手権大会
9月3日（月）～10日（月）九州では初開催となる同大会が
KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎他で開催されました。

イベントカレンダー

表紙の写真説明

12月 December
●Hottomotto杯　UMK宮崎県小学生バレーボール大会
　1日（土）～2日(日)【県体育館】
●第32回青島太平洋マラソン　　
　9日（日）【運動公園・武道館】
●宮崎県少年女子卓球大会
　15日（土）【県体育館】
●フェニックス旗高校空手道選手権大会　　
　23日（日）・24日（月）【武道館】
●九州地区U-12サッカーフェスティバル　
　23（日）・24日（月）【運動公園】
●みやざき体操祭
　24日（月）【県体育館】
●第17回宮崎ひむか旗高等学校男子柔道競技大会
　第13回宮崎ひむか杯高等学校女子柔道競技大会　
　25日（火）～28日（金）【武道館】

●全九州中学生バスケットボール選手権大会
　1日（金）～3日（日）【県体育館】
●「夢はばたけ」中学生軟式野球交流試合
　2日（土）・3日（日）【運動公園】
●UMKスポーツフェスタ　9日（土）・10日（日）【運動公園・武道館】
●第73回全九州卓球選手権大会（一般の部）
　14日（木）～17日（日）【県体育館】
●第29回全九州中学男女選抜九州大会ソフトボール
　16日（土）・17日（日）【運動公園】
●笑顔でスポーツ（障がい者のためのスポーツの普及・振興事業）・ミニコンサート
　17日（日）【武道館】
●全九州マスターズ空手道選手権大会　21日（木）【武道館】
●第144回九州地区高校野球県予選
　21日（木）～31日（日）【運動公園】
●宮崎県スプリング大会（体操・新体操競技）
　23日（土）・24日（日）【県体育館】

●全九州中学生春季バスケットボール選手権大会宮崎県予選
　1日（金）～3日（日）【県体育館】
●読売巨人軍春季キャンプ
　1日（金）～28日（木）【運動公園】
●Jリーグ春季キャンプ
　1日（金）～28日（木）【運動公園】
●KIRISHIMAツワブキ武道館開館20周年記念宮崎県高等学校弓道大会
　9日（土）【武道館】
●宮崎県総合卓球選手権大会（中学・小学の部・一般の部）
　9日（土）～10日（日）【県体育館】
●宮崎県柔道選手権大会
　10日（日）【武道館】
●第42回宮日婦人バレーボール県大会
　17日（日）【県体育館】
●田ノ上カップジュニアフェスティバル
　23日（土）・24日（日）【運動公園】
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http://www.miyazaki-spokyo.jp
事業はホームページでも随時ご案内いたします。

▲

施設の予約や受付、主催事業等のお問い合わせは下記にお願いいたします。

▲

宮崎県スポーツ施設協会 検　索

総合受付・案内所
〒889-2151　宮崎市大字熊野1443-12
☎0985-58-5588

〒889-2151　宮崎市大字熊野2206-1
☎0985-58-5151

宮崎県体育館
〒880-0879　宮崎市宮崎駅東2丁目4番地1号

☎0985-24-3975

宮崎県ライフル射撃競技場
〒889-1702　宮崎市田野町乙4765-1
☎0985-86-1628

●全九州卓球選手権大会（中学生の部）宮崎県予選会
　12日（土）【県体育館】
●宮崎県市町村対抗駅伝競技大会開会式　
　13日（日）【武道館】
●平成30年度県高校新人ホッケー大会　
　19日（土）・20日（日）【運動公園】
●全九州高等学校春季バスケットボール選手権大会宮崎県予選
　19日（土）～20日（日）【県体育館】
●JA共催杯UMK中学校バレーボール大会開会式　
　19日（土）・大会26日（土）・27日（日）【武道館】
●宮崎県高校新春百人一首大会　
　22日（火）【武道館】
●宮崎県体育館杯　新春宮崎県レディース卓球大会
　22日（火）【県体育館】
●九州高等学校新人体育大会（レスリング競技）
　25日（金）～27日（日）

九州中学校体育大会
サッカー競技8月4日（土）～6日（月）　

九州中学校体育大会
バレーボール競技 8月7日（火）～9日（木

）　

プロ野球パシフィック・リーグ
公式戦 オリックスバファロー

ズ

VS北海道日本ハムファイター
ズ 8月28日（火）

BFA U-18アジア選
手権大会

9月3日（月）～10日(
月）　全九州小学生優勝大

会バレーボール競技8月17日（金）～19日（
日）　
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皆様には、ご不便をおかけしました。ご協力ありがとうございました。

スタジアム全面の芝張り替え工事
を行いました。
平成13年に開場してから、はじめて
の全面改修となりました。

100メートルコース8レーン及び
400メートル1.2レーンについて、
走路表面を切削し、舗装、レーン
マーキング及びコースライン工事
を行いました。

KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎・KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場改修工事が完了しました。

12月 1月 2月

3月

年末・年始施設開放のお知らせ
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園および県体育館は、年末年始もご利用いただけます。
（一部の施設ですでに予約が入っている場合もありますので、事前にお電話でご確認下さい。）
◆KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園◆
利用可能競技場：陸上競技場（フィールド除く）、第２陸上競技場、第３競技場（フィールド除く)、
 庭球場、木の花ドーム、体育館、武道館及び武道館トレー二ングルーム
期間：平成30年12月28日（金）から平成31年1月4日（金）　　＊この期間、駐車場は無料です
時間：9時～17時
◆宮崎県体育館◆
期間：平成30年12月29日（土）から平成31年1月3日（木）
時間：9時～17時

KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場
走路の改修工事

KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎
芝の全面張り替え工事

主催事業は開催の 1ヶ月前にHPでもお知らせします。掲載の内容は変更になる場合があります。

主な行事主な行事
施設の利用、整備状況等の発信主な行事

九州の強豪校が集まる中、宮崎の「日章学園中学校」が見事優勝しまし
た。その後18日から23日、鳥取市での全国大会において11年ぶり3度
めの全国優勝を果たしました。

九州中学校体育大会サッカー競技
8月4日（土）～6日（月）【第3競技場・ラグビー場・補助球技場】

宮崎からは、三股中学校（男子）、
宮崎日本大学中学校（女子）が出
場しました。

九州中学校体育大会バレーボール競技
8月7日（火）～9日（木）
【武道館】

九州各県の予選を勝ち抜いた男女
48チームが参加しました。男子の部
では、宮崎の三松小バレーボール部
が優勝しました。

全九州小学生優勝大会バレーボール競技
8月17日（金）～19日（日）
【武道館】

全18回延べ558名が参加し、涼しい
夜にテニスを楽しみました。

サマーナイトテニススクール
7月18日（水）～9月21日（金）全18回
【テニスコート】

西日本各県から選抜されたチームが
集まり、迫力のある白熱した戦いが
繰り広げられました。

第17回宮崎県武道館旗争奪
高等学校剣道大会
10月7日（日）・8日（月）【武道館】

25名が参加し、講師の指導
のもと注目のスポーツ「ボル
ダリング」に挑戦しました。

ボルダリング体験教室
10月8日体育の日（月）
【県体育館】

18歳以下のアジアNO.1を決める「第12回BFA U-18アジア野球
選手権大会」が、9月3日（月）～10日（月）、KIRISHIMAサンマリン
スタジアム宮崎他で開催されました。大会前には、宮崎県高校選抜
チームとの交流戦も行われ、県内外からたくさんのお客様が観戦に
来られました。

BFA U-18アジア選手権大会
9月3日（月）～10日（月）【サンマリンスタジアム宮崎】

キャンプ地宮崎では初開催となるオリックスバファローズ公式戦。
延岡市出身の福良淳一監督、串間市出身の西村徳文ヘッドコーチ、
そして都城高校出身の山本由伸選手にとっては凱旋試合となり、た
くさんのプロ野球ファンが応援につめかけました。

プロ野球パシフィック・リーグ公式戦 
オリックスバファローズVS北海道日本ハムファイターズ
8月28日（火）【サンマリンスタジアム宮崎】

主催事業

今後予定されている主な行事今後予定されている主な行事 本格的なキャンプシーズン到来 !
選手のプレーを間近に見ることのできる機会です。
皆様のお越しをお待ちしています。

マ ラ ソ ン

プ ロ 野 球
キ ャ ン プ

プロサッカー
キ ャ ン プ

第32回青島太平洋マラソン2018 12/9(日) 【サンマリンスタジアム宮崎】
約1万人のランナーがサンマリンスタジアム宮崎をスタート・ゴールに走ります。

東京読売巨人軍 2/1(金)～約2週間 【サンマリンスタジアム宮崎他】（予定）
今年度の実施が決まりましたら、ホームページでお知らせします。

毎年Ｊリーグのたくさんのチームがキャンプを行います。 【陸上競技場、第３競技場他】（予定）
今年度の実施が決まりましたら、ホームページでお知らせします。

主催事業案内

協会からのお知らせ

1月22日（火）　
宮崎県レディース卓球大会
（県体育館）

2月9日（土）　
KIRISHIMAツワブキ武道館開館
20周年記念宮崎県高等学校弓道大会
（武道館）

3月2・3日（土・日）　
「夢はばたけ」中学生軟式野球交流試合
（サンマリンスタジアム宮崎）

3月17日（日）　
笑顔でスポーツ 障がい者のための
スポーツの普及・振興事業・ミニコンサート
（武道館）

12月25・26・27・28日（火・水・木・金）
第17回宮崎ひむか旗 高等学校男子柔道競技大会
第13回宮崎ひむか杯 高等学校女子柔道競技大会
（武道館）

当日参加可


