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■事業はホームページでも随時御案内いたします。

http://www.miyazaki-spokyo.jp
■施設の予約や受付、主催事業等のお問合せは下記にお願いいたします。

宮崎県体育館ひなた武道館

☎0985-24-3975

宮崎県ライフル射撃競技場

☎0985-86-1628
〒889-1702 宮崎市田野町乙4765-1

検 索宮崎県スポーツ施設協会

〒880-0879 宮崎市宮崎駅東2丁目4番地1号

10 OCTOBER 11 NOVEMBER
■第22回日本フットボールリーグ
　第26節：１日（日）、第28節：１８日（水）、第30節：29日（日）【運動公園】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　バドミントン競技
　3日（火）～5日（木）【県体育館】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　体操・新体操競技
　6日（金）～8日（日）【県体育館】
■第44回宮崎県中学校秋季体育大会
　６日（金）～9日（月）【運動公園・県体育館】
■ファーム選手権
　7日（土）（予備日：8日（日））【運動公園】
■みやざきフェニックスリーグ
　9日（月）～20日（金）【運動公園】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　剣道競技
　１４日（土）・15日（日）【武道館】
■全日本バレーボール高等学校選手権大会宮崎県大会決勝
　15日（日）【県体育館】
■ガールズエイトU-12サッカーフェスティバル
　第７回なでしこMIYAZAKIカップ
　20日（金）～23日（月）【運動公園】
■九州地区選抜空手道選手権大会
　２１日（土）・22日（日）【武道館】
■宮崎県武道振興演武大会
　29日（日）【武道館】

■宮崎県高等学校1年生体育大会　体操・新体操競技
　3日（土）～4日（日）【県体育館】
■宮崎県柔道少年大会
　4日（日）【武道館】
■第54回宮日早起き野球県大会
　１０日（土）・11日（日）【運動公園】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　弓道競技
　１６日（金）～18日（日）【武道館】
■第２回宮崎県陸上競技記録会
　24日（土）【運動公園】
■南九州フルコンタクト空手道選手権大会（叢林塾）
　25日（日）【武道館】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　卓球競技
　31日（土）～11月2日（月）【県体育館】

　令和２年４月～７月の大会は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止となったため、昨年度の
大会の熱戦の様子を掲載いたしました。今後も感染防止対策に取り組みながら、選手の皆様のご活躍を期待
いたします。

☎0985-58-5151
〒889-2151 宮崎市大字熊野2206-1

☎0985-58-5588
〒889-2151 宮崎市大字熊野1443-12
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8 AUGUST 9 SEPTEMBER
■宮崎県青年大会
　５日（土）・6日（日）【武道館】
■宮崎県レディースバドミントン選手権大会団体戦
　5日（土）【県体育館】
■第22回日本フットボールリーグ
　第１７節：６日（日）、第20節：１２日（土）【運動公園】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　陸上競技
　１８日（金）～２１日（月）【運動公園】
■KYFA2020年度第４８回九州サッカーリーグ第１７節
　１８日（金）～20日（日）【運動公園】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　ソフトボール競技
　１９日（土）～22日（火）【運動公園】
■宮崎県高等学校新人総合体育大会　空手道競技
　２１日（月）・22日（火）【武道館】
■宮崎地区中学校体育大会
　25日（金）～30日（水）【運動公園・武道館】
■全国高等学校バスケットボール選手権大会宮崎県予選会
　26日（土）・27日（日）【県体育館】

■宮崎県高等学校体育連盟柔道専門部主催R2大会　柔道競技
　1日（月）・2日（火）【武道館】
■宮崎県高等学校1年生体育大会　第44回バレーボール競技
　1日（土）～3日（月）【県体育館】
■西日本大学女子ソフトボール大会
　７日（金）～10日（月）【運動公園】
■宮崎県高等学校1年生体育大会兼R2大会　ホッケー競技
　9日（日）【運動公園】
■宮崎県高等学校体育連盟レスリング専門部主催R2大会　レスリング競技
　10日（月）・11日（火）【県体育館】
■宮崎県高等学校1年生体育大会　第42回空手道競技大会
　22日（土）【県体育館】
■毎日ジャパンカレッジカップ宮崎大会
　24日（月）～27日（木）【運動公園】
■宮崎県高等学校1年生体育大会　剣道競技
　29日（土）【武道館】
■宮崎県中学生卓球大会
　29日（土）～30日（日）【県体育館】

ひなた宮崎県総合運動公園



施設の整備状況

今後予定されている主な行事
11/7（土）（予備日：11/8（日））
11/9（月）～20（金）

【サンマリンスタジアム宮崎】
【サンマリンスタジアム宮崎】

ネーミングライツデザイン
決定

プロスポーツ・
社会人リーグ

■津波避難施設建設工事（ひなたサンマリンスタジアム宮崎・テニスコート側）
■盛土高台建設工事（中央広場）

ひなた武道館弓道場遠的場
屋根新設工事

協会からのお知らせ

ご利用の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

施設の改修工事が完了しました。
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。

武道館弓道場（遠的）武道館弓道場（遠的）

テニスコート側テニスコート側サンマリンスタジアム宮崎（3塁側）サンマリンスタジアム宮崎（3塁側）

水泳場夏季一般開放
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トレーニング教室（武道館）トレーニング教室（武道館）

フィットネス教室
（武道館・県体育館）
フィットネス教室

（武道館・県体育館）

テニス教室（テニスコート）テニス教室（テニスコート）
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期　　間

9：00～ 12：00／ 13：00～ 17：00（入場は午前は11：00、午後は16：00まで）利用時間

■児童生徒：60円／時間 （小学 3年生以上） 　■一般：120円／時間料金［１人１時間あたり］
ファーム選手権
みやざきフェニックスリーグ

　宮崎県総合運動公園と、公園内の 5 施設に統一してつけられた新しい
愛称「ひなた」のネーミングライツデザインが決定し、各施設の入り口など
に新しい看板が設置されました。

宮崎県総合運動公園

予定されております行事は変更になる場合があります。

令和2年4月～7月に予定されておりました大会は、
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中止になりました。

太陽をおおきく目立つように描き、「ひなた」
の文字の一部を太陽の顔にすることで、デザ
インに一体感を持たせた。緑のラインは、運動
公園内の施設のいくつかに使われている芝と
周辺の自然をイメージした。

サンマリンスタジアム宮崎

「太陽の国」宮崎で燦々とふりそそぐ太陽を表現。その中で人々
の明るい表情の笑顔をイメージ。「ひ」で太陽の光、日差しが広
範囲へ広がり穏やかな「ひなた」を暖かい配色で表現。「な」で緑
の中のスポーツ公園。「た」で隣接する日向灘の青い海と、澄み
切った青空をイメージ。宮崎の温暖な気候のもと、緑が豊かな
スポーツ公園で、県民はもとより、全国規模で各施設を訪れる
多くの方々に、「ひなた」のネーミングにインパクトを与える開
放的で親しみしやすく印象に残るようなデザイン意図とした。

ひむかスタジアム

宮崎県総合運動公園は「緑の中のスポーツ公
園」として長年広く県民に親しまれてきた。ま
た、県が推進する「スポーツランドみやざき」の
中心的な施設でもある。ネーミングの「ひなた」
はまさしく「日本のひなた宮崎県」の意味。今回
のデザインでは、その「スポーツランドみやざ
き」と「日本のひなた宮崎県」をロゴマークで連
想しやすく「わかりやすい」デザインにした。

陸上競技場

ひなたを連想させる花はハイビスカスだなと
思い、走っているピクトグラフの背景にハイ
ビスカスをデザインした。

武道館

武道館の和やかな強い感じと「ひなた」の柔ら
かさや明るいイメージを合わせた感じになる
ように考えた。
・日南海岸の波と和（墨）のイメージ
・ひなた＝日のイメージ
・宮崎の山々のイメージ
文字も「ひなた」のイメージで丸みを帯びた感
じにした。

木の花ドーム

「ひ」の部分は、宮崎県を象徴する太陽、日向を
意識し、「な」は、植物の緑色を使った。「た」の
部分は、ドーム内で様々な競技ができるため、
陸上をイメージして、疾走感が表現できるよ
うにし、色も水色を使い、爽やかになるように
した。

8月 3 日（月）・ 8 日（土）・ 9 日（日）・10日（月）・
　　12日（水）・17日（月）・19日（水）・20日（木）・
　　27日（木）・28日（金）・29日（土）・31日（日）

12日間／

伝統芸能祭（武道館）伝統芸能祭（武道館）

ライフル教室
（ライフル射撃競技場）

ライフル教室
（ライフル射撃競技場）

※詳細が決まりましたら、事前にHPでお知らせいたします。

夏休み期間中、今年度は室内プールのみ一般開放します。ご利用は小学3年生以上からとなります。夏休み期間中、今年度は室内プールのみ一般開放します。ご利用は小学3年生以上からとなります。

注）ご利用に当たっての諸注意を当協会ホームページに記載していますのでご確認ください。注）ご利用に当たっての諸注意を当協会ホームページに記載していますのでご確認ください。

主催事業案内

中央広場中央広場


