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第19回 みやざきフェニックス・リーグ

 第41回 宮崎県中学生卓球大会兼
全日本卓球選手権(カデットの部)県予選会

令和4年度 宮崎県高等学校
新人総合体育大会柔道競技

第46回 宮崎地区中学校
秋季体育大会テニス競技

2 FEBRUARY

3 MARCH

12 DECEMBER

※行事予定は変更になる場合があります。

●
●
●
●

第19回 みやざきフェニックス・リーグ 10月10日（月）から31日（月）ひなたサンマリンスタジアム宮崎 他にて行われました。
第41回 宮崎県中学生卓球大会兼全日本卓球選手権(カデットの部)県予選会 8月27日（土）から28日（日）宮崎県体育館にて行われました。
第46回 宮崎地区中学校秋季体育大会テニス競技 9月24日（土）から26日（月）ひなた宮崎県総合運動公園 テニスコートにて行われました。
令和4年度 宮崎県高等学校新人総合体育大会柔道競技 10月15日（土）から16日（日）ひなた武道館にて行われました。
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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

☎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

ひなた宮崎県総合運動公園

■全九州卓球選手権大会（年齢別の部）
　2日(木)～5日(日)【県体育館】
■ワールド極真会館宮崎県空手道選手権
　4日(土)～5日(日) 【武道館】
■UMKスポーツフェスタ
　11日(土)～12日(日)【運動公園・武道館・県体育館】（予定）
■第3回宮崎県陸上競技記録会
　18日(土)～19日(日) 【運動公園】
■スプリング大会体操・新体操競技
　18日(土)～19日(日)【県体育館】
■南日本ジュニアテニストーナメント
　26日(日)～30日(木) 【運動公園】
■宮崎県フェンシング協会ランキングマッチ
　26日(日)【県体育館】

■読売巨人軍春季キャンプ
　【運動公園】（予定）
■全九州高等学校剣道大会
　3日(金)～5日(日) 【武道館】
■宮崎県総合卓球選手権大会（中学）男子・女子 
　4日(土)～5日(日)【県体育館】
■第42回宮日杯宮崎県レディース卓球大会
　8日(水)【県体育館】
■宮崎県総合卓球選手権大会（小学・一般）
　11日(土)【県体育館】
■第32回春の全国小学生ドッジボール選手権宮崎県大会
　12日(日)【県体育館】
■第46回宮日婦人バレーボール県大会
　19日(日)【県体育館】
■宮崎市民体育大会空手道大会
　23日(木)【県体育館】
■九州中学選抜卓球大会宮崎県予選会
　25日(土)【県体育館】
■第７回戦国杯宮崎県空手道選手権大会
　25日(土)～26日(日) 【武道館】

1  JANUARY
■Ｊリーグ春季キャンプ　
　【運動公園】（予定）
■初國杯宮崎市長旗争奪剣道大会
　4日(水)～5日(木)【県体育館】
■宮崎県少年少女卓球大会男子・女子
　7日(土)～8日(日)【県体育館】
■宮崎県高校柔道選手権
　14日(土)～15日(日)【武道館】
■侍杯選手権全日本予選会
　21日(土)～22日(日)【武道館】
■第40回JA共済杯UMK中学校バレーボール大会
　21日(土)、28日(土)～29日(日)【武道館】
■第53回全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会宮崎県予選会
　21日(土)～22日(日)【県体育館】
■宮崎県中学生弓道選手権
　22日(日)【武道館】
■第43回全九州中学生バスケットボール春季選手権大会宮崎県予選会
　28日(土)～29日(日)【県体育館】

■宮日ジュニアソフトボール大会
　2日(金)～4日(日)、17日(土)～18日(日) 【運動公園】
■フェニックス旗高校選手権空手道競技
　3日(土)～4日(日)【武道館】
■Hottomotto杯UMK宮崎県小学生バレーボール大会 
　3日(土)～4日(日)【県体育館】
■皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権
　3日(土)【運動公園】
■埼玉パナソニックワイルドナイツ宮崎合宿
　5日(月)～9日(金) 【運動公園】
■U12 チャンピオンシップバスケットボール大会
　10日(土)～11日(日)【県体育館】
■青島太平洋マラソン2022
　11日(日)【運動公園・武道館】
■九州小学生クロスカントリーリレー
　17日(土)～18日(日) 【運動公園】
■みやざき体操祭
　18日(日) 【県体育館】
■九州地区U-12サッカーフェスティバルin宮崎
　23日(金)～25日(日)【運動公園】
■全九州卓球選手権大会（中学生の部）宮崎県予選会
　24日(土) 【県体育館】
■ひむか旗高等学校柔道競技交流会
　25日(日)～28日(水) 【武道館】



年末・年始施設
開放のお知らせ

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。

第19回
みやざきフェニックス・リーグ
今年もひなたサンマリンスタジアム宮崎をはじめ県内9か所の野
球場で10月10日(月)から31日(月)まで開催されました。

第41回 宮崎県中学生卓球大会兼
全日本卓球選手権(カデットの部)県予選会
8月27日(土)～28日(日)まで宮崎県体育館で開催され
ました。大会の規定により保護者の観覧のみ認められま
したが、選手は全力で競技に打ち込みました。

今後たくさんの大規模な行事が予定されています。選手の方たちの
素晴らしいプレーを応援に来ませんか。皆様のお越しをお待ちしています！

●軟式A球場防球フェンス設置工事 ●水泳場東側屋内走路新設工事
●自転車競技場解体工事   ●南進入路歩道舗装工事

第46回
宮崎地区中学校秋季体育大会
9月24日(土)～26日(月)を中心に、ひなた宮崎県総合
運動公園を始め宮崎市内の各スポーツ施設で開催され、
熱戦が繰り広げられました。

令和4年度 宮崎県高等学校新人総合体育大会
9月30日(金)～11月13日(日)
にひなた武道館では弓道競
技・柔道競技・相撲競技・剣
道競技・少林寺拳法競技が開
催され、多数の参加者が集ま
りました。

【
主
な
行
事
】

■第36回青島太平洋マラソン2022  12/11(日)【ひなた宮崎県総合運動公園】マラソン

■埼玉パナソニックワイルドナイツ宮崎合宿 12/５(月)～９(金)【ひなた宮崎県総合運動公園】ラグビー

■読売巨人軍春季宮崎キャンプ　詳細な日程が決まりましたら、ホームページでお知らせします。プロ野球キャンプ

■Jリーグ春季キャンプ　詳細な日程が決まりましたら、ホームページでお知らせします。プロサッカーキャンプ

【場所】宮崎県体育館 本館競技場【場所】宮崎県体育館 本館競技場
★宮崎県レディース卓球大会１月１８日㈬

期　間

利用可能
競技場

今後予定されている主な行事

施設工事のお知らせ

主催事業のお知らせ

協会からのお知らせ

【場所】ひなた武道館 主道場【場所】ひなた武道館 主道場
★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３月１８日㈯

九州大会 ■全九州高等学校剣道大会  ２/３日(金)～５日(日)【ひなた武道館】
■全九州卓球選手権大会（年齢別の部）  ３/２日(木)～５日(日)【県体育館】

柔道競技

弓道競技

主な行事

※12月31日㈯、1月1日（日㈷）を除く。
※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。

◆ひなた宮崎県総合運動公園◆
ひなた陸上競技場（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、ひなた木の花ドーム、
体育館、ひなた武道館及び同トレー二ングルーム

令和4年12月28日㈬～ 12月30日㈮
令和5年1月2日㈪～ 1月4日㈬　＊この期間、駐車場は無料です

時　間 9時～16時

◆宮崎県体育館◆
令和4年12月29日㈭～ 12月30日㈮
令和5年1月2日㈪～ 1月3日㈫期　間

時　間 9時～16時

【場所】ひなた宮崎県総合運動公園 ラグビー場　　【時間】10：00～11：30【場所】ひなた宮崎県総合運動公園 ラグビー場　　【時間】10：00～11：30
★サッカー教室１２月３０日㈮一般

申込可

毎週水曜日
(１１月９日～３月15日）

★フィットネス教室
【場所】ひなた武道館 副道場　　【時間】19：00～20：30【場所】ひなた武道館 副道場　　【時間】19：00～20：30

一般
申込可

※予定は変更となる場合があります。
　詳細はHPにてお知らせします。

※下記各種大会等につきまして、今後日程の
　変更や中止になる可能性がございます。

※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。


