
平成３１年度
高知県体育館利用計画調整資料

（調整後）ＨＰ掲載版

県民体育館・春野体育館・青少年センター（野市）・青少年体育館（いの町）
・くろしおアリーナ・東部体育センター・高知市総合体育館





主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

15 月

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

県民体育館

高知大学　入学式　準備
(スポーツ課)
9:00～21:00

8 月

9 火

10 水

14 日

11 木

12 金

高知県議会議員選挙
(高知市選挙管理委員会)

0：00～10：00

7 日
高知県議会議員選挙

(高知市選挙管理委員会)
12：00～24：00

高知県議会議員選挙
(高知市選挙管理委員会)

18:00～21:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

高知県立大学　入学式
(スポーツ課)
8:00～17:00

高知県立大学　入学式
(スポーツ課)
8:00～17:00

高知大学　入学式
(スポーツ課)
9:00～17:00

高知県立大学　入学式　準備
(スポーツ課)
17:00～21:00

高知大学　入学式
(スポーツ課)
9:00～17:00

高知県立大学　入学式　準備
(スポーツ課)
17:00～21:00

春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館
４月
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4 木

5 金

6 土

1 月

2 火

3 水

高知大学　入学式　準備
(スポーツ課)
9:00～21:00

休館日 8:30～21:30休館日
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及
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材
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8:30～21:30

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
7:30～19:00

県小学校春季選手権大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

８：００～１８：００

県小学校春季選手権大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

８：００～１８：００

2019高知県ママさん大会
（高知県バレーボール会）

8：00～18：00

団体リーグ前期卓球
（県卓球協会）
7:30～19:00

休館日 休館日

8:30～21:30 休館日

中四国火水鳥剣道錬成大会
(高知工業高校　剣道部)

8:00～18:00

県小学校春季選手権大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

８：００～１８：００

県小学校春季選手権大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

８：００～１８：００

中四国火水鳥剣道錬成大会
(高知工業高校　剣道部)

7:30～21:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
7:30～19:00

13 土

休館日休館日

第39回中四国学生バドミントン
リーグ戦

(高知県バドミントン協会)
16:00～21:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～21:00

全日本実業団卓球選手権大会
県予選会

（高知県卓球協会）
8：00～17：00

8:30～21:00

第39回中四国学生バドミントン
リーグ戦

(高知県バドミントン協会)
8:30～21:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

8:30～19:00

第39回中四国学生バドミントン
リーグ戦

(高知県バドミントン協会)
8:30～21:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～19:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～19:00

高知県春季大会
（高知県インディアカ協会）

9：00～15：00

休館日 休館日

第39回中四国学生バドミントン
リーグ戦

(高知県バドミントン協会)
8:30～21:00

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ 東部体育センター

４月―１

三十二式太極剣講習会
（高知県武術太極拳連盟）

9：00～17：00

第27回高知県ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ
選手権大会

（高知県ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会）
7：30～17：00

第8回高知県春季大会
（高知県バウンドテニス協会）

8：00～17：00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(バドミントン)

(体協)
8:00～17:00

中学学年別春季卓球(準備)
（県卓球協会）
19:00～21:00

第64回高知県レディース
バドミントン大会

（高知県バドミントン協会）
7：30～19：00

16 火

17 水

18

19

20

21

30

25

26

火

第39回中四国学生バドミントン
リーグ戦

(高知県バドミントン協会)
8:30～21:00

４月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

27

28

29

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

22

23

24

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

8:30～21:30

第64回高知県レディース
バドミントン大会

（高知県バドミントン協会）
7：30～19：00

高知工業高等高校(建築科)
ホームデー

(県立高知工業高等学校)
8:30～16:00

第39回中四国学生バドミントン
リーグ戦

(高知県バドミントン協会)
8:30～21:00

高知市議会議員選挙
(高知市選挙管理委員会)

0：00～10：00

ガ
ラ
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高知市議会議員選挙

(高知市選挙管理委員会)
12：00～24：00

高知県中学春季
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～18:00

高知県中学春季
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～18:00

(優先)高知県中学校・
高等学校春季体操競技

選手権大会
（高知県体操協会）

８：３０～１８：００

第50回高知県バスケットボール
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

2019年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～18:00

2019年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～18:00

高知県中学春季
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～21:00

高知県中学春季
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～21:00

第15回高知県実業団
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

8:00～18:00

高知市議会議員選挙
(高知市選挙管理委員会)

18:00～21:00

全四国空手道選手権(準備)
（新極真会）
12:00～21:00

全四国空手道選手権
（新極真会）
7:00～20:00

8:30～21:30

(優先)高知県中学校・
高等学校春季体操競技

選手権大会
（高知県体操協会）

８：３０～２１：００

高体連春季大会
（高知県バスケットボール協会）

8：00～19：00

8:30～21:30
市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球前期

（県卓球協会）
7:00～20:00

中学校春季大会
（高知県バスケットボール協会）

8：00～19：00

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ 東部体育センター
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平成31年度　高知県消防大会
(高知県危機管理部消防政策課)

8:30～21:00

平成31年度　高知県消防大会
(高知県危機管理部消防政策課)

8:30～17:00

休館日 休館日

第10回　全国高等学校
剣道はちきん錬成会
(高知県剣道連盟)

8:00～21:00

第10回　全国高等学校
剣道はちきん錬成会
(高知県剣道連盟)

8:00～21:00

高知市長杯ラージボール
卓球前期大会(一般の部)

(高知県卓球協会)
7:30～19:00

ソフトバレー春季大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(卓球・ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ）

(体協)
7:00～17:00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(卓球・ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ）

(体協)
7:00～17:00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(ﾊﾞｽｹｯﾄ)

(体協)
7:00～18:00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(ﾊﾞｽｹｯﾄ)

(体協)
7:00～18:00

第19回全国障害者スポーツ大会

知的ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ中四国予選会
(スポーツ課）
8:00～21:00

第19回全国障害者スポーツ大会

知的ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ中四国予選会
(スポーツ課）
8:00～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
12：00～17：00

中学校春季大会
（高知県バスケットボール協会）

8：00～19：00

高体連春季大会
（高知県バスケットボール協会）

8：00～19：00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(体操)

(体協)
8:30～13:00

ホームマッチ
(高知県立高知小津高等学校)

9:00～17:00

ホームマッチ
(高知県立高知小津高等学校)

9:00～17:00

県下中学校剣道春季大会
(高知県中学校体育連盟剣道部)

8:00～18:00

県下中学校剣道春季大会
(高知県中学校体育連盟剣道部)

8:00～14:00

第19回全国障害者スポーツ大会

知的ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ中四国予選会
(スポーツ課）
8:00～17:00

第19回全国障害者スポーツ大会

知的ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ中四国予選会
(スポーツ課）
8:00～17:00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(体操)

(体協)
8:30～18:00

龍馬看護ふくし専門学校
スポーツ大会

(龍馬看護ふくし専門学校)
8:30～17:00

県下中学校剣道春季大会
(高知県中学校体育連盟剣道部)

18:00～21:00

第8回高知スポーツ祭典
高知オープン卓球大会

(兼)第55回全国卓球選手権大
会

高知選考会
(新日本スポーツ連盟
岡山県卓球協議会)

7:30～18:00

県下中学校剣道春季大会
(高知県中学校体育連盟剣道部)

18:00～21:00

４月―２

(優先)高知県高等学校春季
新体操選手権大会
（高知県体操協会）

8：30～18：00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会（空手道の部）

（体協）
8:00～19:00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

(体協)
8:00～18:00

第28回高知県スポーツ少年団
総合交流大会(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

(体協)
8:00～18:00

(優先)高知県中学校春季
新体操選手権大会
（高知県体操協会）

8：30～21：00

8:30～21:30
総合個人ﾘｰｸﾞ前期卓球

（県卓球協会）
7:30～19:00

ソフトバレー春季大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

8:30～21:30
中学学年別春季卓球

（県卓球協会）
7:30～19:00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

（優先事業）
板金組合全国大会

（市スポーツ振興課）
7：00～21：00

５月―１

15 水

14 火

平成31年度特別支援学級・
学校交歓会

(特別支援学級・
学校交歓会実行委員)

7:00～17:00

平成31年度特別支援学級・
学校交歓会

(特別支援学級・
学校交歓会実行委員)

7:00～17:00

中学校体育主任研修会
12:00～18:00
（保健体育課）

（優先事業）
板金組合全国大会

（市スポーツ振興課）
7：00～21：00

13 月

平成31年度特別支援学級・
学校交歓会(準備)
(特別支援学級・

学校交歓会実行委員)
16:00～21:00

平成31年度特別支援学級・
学校交歓会(準備)
(特別支援学級・

学校交歓会実行委員)
16:00～21:00

休館日 休館日

県中学校春季大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会（剣道）
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

12 日
アサヒビール杯

(高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟)
8:00～17:00

アサヒビール杯
(高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟)

8:30～12:30

2019高知県中学校春季大会
(高知県バレーボール協会)

8:00～18:00

2019高知県中学校春季大会
(高知県バレーボール協会)

8:00～18:00

（優先）四国交流プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

（優先）四国交流プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

8:30～21:30
ｼﾞｬﾊﾟﾝOPT，全国ｸﾗﾌﾞ選手権
西地区大会四国地区県予選

（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

11 土
第40回スポーツ大会

(高知自治体労働組合総連合)
8:00～17:00

第40回スポーツ大会
(高知自治体労働組合総連合)

8:00～17:00

2019高知県中学校春季大会
(高知県バレーボール協会)

8:00～18:00

2019高知県中学校春季大会
(高知県バレーボール協会)

8:00～18:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～２１：００

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～２１：００

8:30～21:30

休館日 休館日

10 金
レクリエーション大会

(高知リハビリテーション学院)
7:00～18:00

レクリエーション大会
(高知リハビリテーション学院)

8:00～15:00

9 木

こうちシニアスポーツ
交流大会2019

(高知県社会福祉協議会)
8:00～17:00

こうちシニアスポーツ
交流大会2019

(高知県社会福祉協議会)
8:00～17:00

初任者研修
（教育センター）
14:00～17:00

8 水 休館日

7 火

平成31年度第72回高等学校
体育大会(抽選会)

(保健体育課)
8:00～21:00

休館日 休館日

県硬式空手道
選手権大会

（県硬式空手道連盟）
7：00～18：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

6 月

全日本ラージボール選手権
大会予選会

(高知県卓球協会)
8:00～19:00

第65回一般リーグ
(高知県バドミントン協会)

8:00～20:00

第65回一般リーグ
(高知県バドミントン協会)

8:00～20:00

8:30～21:30
バドミントン一般リーグ
（県バドミントン協会）

8:00～20:00

高知シニアスポーツ交流大会
（バウンドテニス）

（高知県社会福祉協議会）
8：00～17：00

5 日

2019高校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(さつき杯)

(高知県バレーボール協会)
8:00～17:00

2019高校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(さつき杯)

(高知県バレーボール協会)
8:00～17:00

高校春季卓球
（県卓球協会）
8:00～18:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～19:00

(優先)高知県ジュニア育成・
強化事業（体操競技）
（高知県体操協会）

8：30～21：00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～19:00

8:30～21:30

高校春季卓球
（県卓球協会）
7:30～21:00

4 土

2019高校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(さつき杯)

(高知県バレーボール協会)
8:00～17:00

2019高校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(さつき杯)

(高知県バレーボール協会)
8:00～17:00

(優先)高知県ジュニア育成・
強化事業（体操競技）
（高知県体操協会）

8：30～21：00

8:30～21:30
中学春季卓球選手権

（県卓球協会）
7:30～21:00

3 金

全農カップ・全日本卓球選手権
大会(ホープス・カブ・バンビの部)

県予選会、全国ﾎｰﾌﾟｽ卓球大会
(団体)県予選会

(高知県卓球協会)
7:30～17:00

第9回よっしゃこいジュニアカップ
・第9回YOSAKOI CUP

(高知県ドッジボール協会)
8:00～18:00

(優先)高知県ジュニア育成・
強化事業（体操競技）
（高知県体操協会）

8：30～21：00

8:30～21:30

第10回　全国高等学校
剣道はちきん錬成会
(高知県剣道連盟)

8:00～18:00

第9回よっしゃこいジュニアカップ
・第9回YOSAKOI CUP前日準備

(高知県ドッジボール協会)
18:00～21:00

8:30～21:00

５月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館

1 水

第10回　全国高等学校
剣道はちきん錬成会
(高知県剣道連盟)

8:00～21:00

第10回　全国高等学校
剣道はちきん錬成会
(高知県剣道連盟)

8:00～21:00

休館日 休館日 8:30～21:00

ガ
ラ
ス
床
・
天
井
器
具
等
改
修
及
び
床
材
改
修
工
事

(

4
/
1
～
7
/
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)

2 木

第10回　全国高等学校
剣道はちきん錬成会
(高知県剣道連盟)

8:00～18:00

平成３１年度　体育館用計画調整資料



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

５月―２

31 金

30 木

29 水

28 火

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～19:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～19:00

27 月

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部
(高体連)

8:00～19:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部
(高体連)

8:00～19:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～18:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～18:00

休館日 休館日

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部
(高体連)

7:30～19:00

26 日

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

卓球の部
(高体連)

8:00～19:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

卓球の部
(高体連)

8:00～19:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～21:00

（優先）第72回高知県高等学校
体育大会（体操の部）

（保健体育課）
8:30～18:00

（優先）第72回高知県高等学校
体育大会（新体操の部）

（保健体育課）
8:30～18:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部
(高体連)

7:30～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部（準備）
(高体連)

13:00～21:00

25 土

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

卓球の部
(高体連)

8:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

卓球の部
(高体連)

8:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～21:00

（優先）第72回高知県高等学校
体育大会（体操の部）

（保健体育課）
8:30～21:00

（優先）第72回高知県高等学校
体育大会（新体操の部）

（保健体育課）
8:30～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部
(高体連)

7:30～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部

(高体連)
8:00～21:00

24 金

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

卓球の部(準備)
(高体連)

13:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

卓球の部(準備)
(高体連)

13:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部　準備
(高体連)

13:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部　準備
(高体連)

13:00～21:00

平成31年度第72回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部(準備)

(高体連)
13:00～21:00

23 木

22 水

21 火

8:30～21:30

19 日
全国レディース大会選考会

(高知県卓球協会)
8:00～19:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

U12部会春季リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）

8：30～18：00

U12部会春季リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）

8：30～18：00

小学生春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～17：00

第50回高知県バスケットボール
県リーグ戦

（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１９：００

（優先）共催事業
いの町教育委員会

8:30～18:30

5
0
Ｍ
プ
ー
ル
に
切
替

第4回高知県なごやか大会
(高知県バウンドテニス協会)

8：00～17：00

2019ソフトバレー フェスティバル
大会全国大会高知県予選
（高知県バレーボール会）

8：00～18：00

20 月 休館日 休館日

（優先事業）
板金組合全国大会

（市スポーツ振興課）
7：00～18：00

ガ
ラ
ス
床
・
天
井
器
具
等
改
修
及
び
床
材
改
修
工
事

(
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～
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17 金

18 土
U12部会春季リーグ戦

（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

U12部会春季リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）

8：00～21：00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

16 木

平成３１年度　体育館利用計画調整資料

５月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

13

14

15

第73回高知地区中学校
総合体育大会(バレーボール)
（高知地区中学校体育連盟）

8：00～21：00

６月―１

8

第73回高知地区中学校
総合体育大会(卓球)

（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

9

第73回高知地区中学校
総合体育大会(卓球)

（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

10

11

12

平成３１年度　体育館利用計画調整資料

６月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
高知市総合体育館

1

5
0
Ｍ
プ
ー
ル
に
切
替

第41回球技大会
（自治労高知県本部）

7：30～18：00

2

第73回高知地区中学校
総合体育大会(バスケ)

（高知地区中学校体育連盟）
8：00～19：00

3

4

5

6 休館日

7

第73回高知地区中学校
総合体育大会(バレーボール)
（高知地区中学校体育連盟）

8：00～21：00

土

第72回平成31年度四国
高等学校卓球選手権大会

(高体連)
8:00～21:00

第72回平成31年度四国
高等学校卓球選手権大会

(高体連)
8:00～21:00

第72回四国高等学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

(高体連)
8:00～21:00

第72回四国高等学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

(高体連)
8:00～21:00

（優先）第67回四国高等学校
体操競技・新体操（男子）

選手権大会
（高体連）

8:00～21:00

8:30～21:00

金

第72回平成31年度四国
高等学校卓球選手権大会
(準備・公式練習・開会式)

(高体連)
8:00～21:00

第72回平成31年度四国
高等学校卓球選手権大会
(準備・公式練習・開会式)

(高体連)
8:00～21:00

第72回四国高等学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

(高体連)
8:00～21:00

第72回四国高等学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

(高体連)
8:00～21:00

（優先）第67回四国高等学校
体操競技・新体操（男子）

選手権大会
（高体連）

8:00～21:00

木

水

火

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

月 休館日 休館日

日

第58回西日本勤労者
剣道大会

(高知県勤労者剣道連盟)
7:30～21:00

第58回西日本勤労者
剣道大会

(高知県勤労者剣道連盟)
7:30～17:00

第73回高知地区中学校
総合体育大会(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)
(高知地区中学校体育連盟)

8:00～19:00

第73回高知地区中学校
総合体育大会(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)
(高知地区中学校体育連盟)

8:00～19:00

(優先)香長土地区中学校
総合体育大会

（香長土地区中体連）
８：００～１７：００

（優先）県ジュニア新体操大会
（高知県体操協会）

８：３０～２１：００
8:30～21:30

土

第58回西日本勤労者
剣道大会　準備

(高知県勤労者剣道連盟)
9:00～21:00

第73回高知地区中学校
総合体育大会(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)
(高知地区中学校体育連盟)

8:00～19:00

第73回高知地区中学校
総合体育大会(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)
(高知地区中学校体育連盟)

8:00～19:00

(優先)香長土地区中学校
総合体育大会

（香長土地区中体連）
８：００～２１：００

(優先)香長土地区中学校
総合体育大会

（香長土地区中体連）
８：００～１５：００

（優先）県ジュニア新体操大会
（高知県体操協会）
１９：３０～２１：００

8:30～21:30

第73回高知地区中学校
総合体育大会(卓球)

（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

金

木 休館日

水

火

ガ
ラ
ス
床
・
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等
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び
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第42回全国レクリエーション
巡回講習会

（高知県フォークダンス連盟）
12：00～16：00

日

高知県定時制通信制
高等学校体育大会

(保健体育課)
8:00～17:00

高知県定時制通信制
高等学校体育大会

(保健体育課)
8:00～17:00

第21回高知県障害者
スポーツ大会
(スポーツ課)
8:00～17:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

（優先）県道場少年剣道大会
（県剣道道場連盟）

8:00～18:00

（優先）県道場少年剣道大会
（県剣道道場連盟）

8:00～15:00

（優先）共催事業
高知県青年団協議会

8:30～17:00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

月
小学校体育主任研修会

(保健体育課)
12:00～17:00

休館日 休館日

土
一般春季卓球選手権大会

(高知県卓球協会)
7:30～19:00

（優先）高知くろしおキッズ育成
プログラム（県スポーツ課）

12：00～17：00

県道場少年剣道大会
（県剣道道場連盟）

17：00～21：00

8:30～18:00

くろしおアリーナ 東部体育センター



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

28

29

30

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

16

5
0
Ｍ
プ
ー
ル
に
切
替

第73回高知地区中学校
総合体育大会(バレーボール)
（高知地区中学校体育連盟）

8：00～18：00

17

18

19

20

21

22

2019小学校連盟全国大会
高知県予選大会

（高知県バレーボール会）
8：00～18：00

23

24

25

26

27

平成３１年度　体育館利用計画調整資料

６月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
高知市総合体育館

木
運動会　(準備)

（みかづき幼稚園)
14:00～21:00

水

日

国民体育大会少年の部
二次・成年の部選考会

(高知県卓球協会)
8：00～19：00

四国ラージボール卓球大会
(団体の部)県予選会
(高知県卓球協会)

8：00～17：00

第43回中四国医科学生
剣道大会

(高知大学医学部剣道部)
7:30～19:00

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)
8:30～21:00

(優先)香南こうにゃんカップ
バドミントン大会

（香南こうにゃんカップ
実行委員会）
8:30～17:00

(優先)香南こうにゃんカップ
バドミントン大会

（香南こうにゃんカップ
実行委員会）
8:30～17:00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

8:30～18:30

土

国民体育大会少年の部
一次選考会

(高知県卓球協会)
7:30～21:00

国民体育大会少年の部
一次選考会

(高知県卓球協会)
7:30～17:00

運動会　(本番)
（みかづき幼稚園)

8:30～14:00

第43回中四国医科学生
剣道大会

(高知大学医学部剣道部)
14:00～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

12:00～19:30

金
運動会　(リハーサル)

（みかづき幼稚園)
8:30～21:00

火

月 休館日 休館日

2019小学校連盟全国大会
高知県予選大会

（高知県バレーボール会）
8：00～18：00

日

県民スポーツフェスティバル
2019

(フォークダンス)
(スポーツ課)
8:00～16:00

レディースカーニバル
前期卓球大会

（高知県卓球協会）
8：00～17：00

車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
四国リーグ(開幕戦)

(スポーツ課)
8:00～18:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

(優先)高知県高等学校
夏季体操競技選手権大会

兼高知県中学校夏季体操競技
選手権大会

（高知県体操協会）
８：３０～１８：００

（優先）高知県高等学校
新体操夏季選手権大会

（高知県体操協会）
８：３０～１８：００

8:30～21:30

2019小学校連盟全国大会
高知県予選大会

（高知県バレーボール会）
8：00～18：00

土

レディース春季卓球
選手権大会

(高知県卓球協会)
8:00～19:00

(優先)高知県高等学校
夏季体操競技選手権大会

兼高知県中学校夏季体操競技
選手権大会

（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

8:30～21:30

2019小学校連盟全国大会
高知県予選大会

（高知県バレーボール会）
8：00～18：00

金

木

水

ガ
ラ
ス
床
・
天
井
器
具
等
改
修
及
び
床
材
改
修
工
事

(

4
/
1
～
7
/
2
6

)

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団春季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

月 休館日 休館日

火

日

第72回平成31年度四国
高等学校卓球選手権大会

(高体連)
8:00～19:00

第72回平成31年度四国
高等学校卓球選手権大会

(高体連)
8:00～19:00

第72回四国高等学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

(高体連)
8:00～19:00

第72回四国高等学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

(高体連)
8:00～19:00

（優先）第67回四国高等学校
体操競技・新体操（男子）

選手権大会
（高体連）

8:00～19:00

2019ソフトバレー四国大会
高知県予選

(高知県バレーボール協会)
9:00～18:00

8:30～21:00

くろしおアリーナ 東部体育センター

６月―２



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

７月―１

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

15 月

四国小中学生空手道
選手権大会

(高知県空手道連盟)
8:00～18:00

（優先）マッチングプログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

（優先）マッチングプログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

8:30～21:30
第18回親子バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）

8：00～18：00

14 日

第5回　近県高等学校
剣道錬成会

(高知県剣道連盟)
7:30～18:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

中学春季卓球選手権
（県卓球協会）
7:30～20:00

全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

（優先）マッチングプログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

（優先）マッチングプログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

8:30～21:30

高知市職員採用資格試験
（高知市人事課）
12：00～17：00

13 土

第5回　近県高等学校
剣道錬成会

(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　夏季リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

（優先）共催事業
高知県青年団協議会

8:30～17:30

中学生・高校生オープン
夏季卓球大会

（高知県卓球協会）
7：30～19：00

中学生・高校生オープン
夏季卓球大会

（高知県卓球協会）
7：30～19：00

12 金

11 木

10 水

5
0
Ｍ
プ
ー
ル
に
切
替
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・
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具
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改
修
工
事

(

4
/
1
～
7
/
2
6

)

2 火

9 火

8 月
参議院議員通常選挙

(高知市選挙管理委員会)
0：00～12：00

休館日 休館日

3 水

19:30～21:30

児童福祉施設交歓行事
バドミントン大会

（市子ども育成課）
8：00～17：00

7 日
参議院議員通常選挙

(高知市選挙管理委員会)
12：00～24：00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

参議院議員通常選挙
(高知市選挙管理委員会)

18：00～21：00

高知県一般夏季
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

8:00～20:00

（優先）若武者杯全国少年
剣道大会

（香南武道振興会）
8:00～19:00

（優先）若武者杯全国少年
剣道大会

（香南武道振興会）
8:00～18:00

8:30～21:30

2019高知県ソフトバレーメンズ・
レディース大会

（高知県バレーボール会）
8：00～18：00

審判員講習会
(高知県バウンドテニス協会)

9：00～12：00

休館日 休館日

5 金

1 月 休館日 休館日

4 木

6 土

（優先）若武者杯全国少年
剣道大会 準備

（香南武道振興会）
8:30～21:00

(優先)高知くろしおキッズ育成
プログラム

(スポーツ課)
8:30～18:00

平成３1年度　体育館利用計画調整資料

７月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)
8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)
8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)　8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)　8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)　8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)
8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿

(フェンシング)
(スポーツ課)
8:30～21:00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

７月―２

31 水
体育・保健体育　授業つくり講習会

(保健体育課)　　8:30～17:00
8:30～21:30

30 火
体育指導者講習会(器械運動)
(保健体育課)　　8:30～17:00

8:30～21:30

県インディアカ夏季大会
（県インディアカ協会）

9:00～15:00

2019ソフトバレーよさこい交流
西日本大会

（高知県バレーボール協会）
8：00～17：00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00

29 月

参議院議員通常選挙
(高知市選挙管理委員会)

0：00～12：00
オリンピック・パラリンピック

教育研修会
(保健体育課)
12:00～17:00

8:30～21:30

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00

28 日

参議院議員通常選挙
(高知市選挙管理委員会)

12：00～24：00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ県ﾘｰｸﾞ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～18:00

参議院議員通常選挙
(高知市選挙管理委員会)

18：00～21：00

高等学校夏季卓球大会
(団体・新人の部)
(高知県卓球協会)

8:00～18:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

高知県パスウェイシステム事業
マッチング・プログラム

（県スポーツ課）
８：３０～１７：３０

高知県愛媛県交流稽古会
（新極真会三好道場）

８：３０～１５：００

（優先）共催事業
いの町教育委員会

8:30～17:30

27 土

高等学校夏季卓球大会
(団体・新人の部)
(高知県卓球協会)

7:30～21:00

全国ラージボール卓球大会
県予選会

(高知県卓球協会)
8:00～17:00

剣道夏季強化合宿
（県中体連剣道部）8：30～12：00

高知県愛媛県交流稽古会
（新極真会三好道場）

12：00～21：00

(優先)中学校・高等学校
新体操強化合宿

（高知県体操協会）8：30～18：00
8:30～21:30

2019ソフトバレーよさこい交流
西日本大会

（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00

高知県中学校野球選手権大会
抽選会

（高知新聞企業）
9：00～17：00

25 木
剣道夏季強化合宿
（県中体連剣道部）
１３：００～２１：００

(優先)中学校・高等学校
新体操強化合宿

（高知県体操協会）8：30～21：00
8:30～21:30

24 水
第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～17:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～17:00
8:30～21:30

26 金
剣道夏季強化合宿
（県中体連剣道部）

８：３０～２１：００

(優先)中学校・高等学校
新体操強化合宿

（高知県体操協会）8：30～21：00
8:30～21:30

第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～21:00

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(準備)
(中体連)　　14:00～21:00

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(準備)
(中体連)　　14:00～21:00

23 火

第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～18:00

第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～18:00 第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)
8:00～21:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)
8:00～21:00

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　7:30～19:00

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　7:30～19:00

22 月

参議院議員通常選挙
(高知市選挙管理委員会)

0：00～12：00 第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～21:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　夏季リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:30～18:00

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　7:30～19:00

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　7:30～19:00

21 日

参議院議員通常選挙
(高知市選挙管理委員会)

12：00～24：00

参議院議員通常選挙
(高知市選挙管理委員会)

18：00～21：00
第73回高知県中学校総合体育

大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部(競技)
(中体連)

8:00～17:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(準備)

(中体連)
17:00～21:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)
8:00～17:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(準備)

(中体連)
17:00～21:00

（優先）第73回高知県中学校総合
体育大会（体操競技）

（保健体育課）
８：３０～１８：００

（優先）第73回高知県中学校総合
体育大会（新体操）

（保健体育課）
８：００～１８：００

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部

(中体連)
8:00～18:00

第20回高知県シングルス
選手権大会

(高知県バウンドテニス協会)
8：00～17：00

第73回高知県中学校綜合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　7:30～18:00

第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部(準備)

(中体連)　　18:00～21:00

第73回高知県中学校綜合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　　7:30～18:00

第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部(準備)

(中体連)　　18:00～21:00

20 土

第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　7:30～21:00

第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(競技)
(中体連)　　7:30～21:00 第73回高知県中学校総合体育

大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部(競技)
(中体連)

8:00～21:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)
8:00～21:00

（優先）第73回高知県中学校総合
体育大会（体操競技）

（保健体育課）
８：３０～２１：００

（優先）第73回高知県中学校総合
体育大会（新体操）

（保健体育課）
１５：００～２１：００

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合
体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部

(中体連)
8:00～21:30

19 金
第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(準備)
(中体連)　　14:00～21:00

第73回高知県中学校総合
体育大会卓球の部(準備)
(中体連)　　14:00～21:00

【選挙実施の場合】
第73回高知県中学校総合

体育大会ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部　準備
(中体連)　　15:00～21:30
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17 水
県立高知丸の内高等学校　体育祭

(県立高知丸の内高等学校)
7:30～21:00

18 木
県立高知丸の内高等学校　体育祭

(県立高知丸の内高等学校)
7:30～17:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)
8:00～21:00

第73回高知県中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)
8:00～21:00

16 火 休館日 休館日

平成３1年度　体育館利用計画調整資料

７月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館

シンガポールオリンピック事前合宿
(卓球)

(スポーツ課)　8:30～21:00

シンガポールオリンピック事前合宿
(卓球)

(スポーツ課)　8:30～21:00

シンガポールオリンピック事前合宿
(卓球)

(スポーツ課)　8:30～21:00

シンガポールオリンピック事前合宿
(卓球)

(スポーツ課)　8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

８月―１

15 木
(優先)高校新体操強化合宿

（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

8:30～21:30

（優先事業）
高知市納涼花火大会（予備）

（高知市観光協会）終日

（優先事業）
高知市納涼花火大会（予備）

（高知市観光協会）終日

14 水 8:30～21:30

13 火 8:30～21:30

12 月

高知県中学学年別
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～18:00

高知県中学学年別
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～18:00

高知県少年剣道教室
（県剣道道場連盟）

８：３０～１７：００
8:30～21:30

11 日

四国総合バドミントン選手権
県予選

(高知県バドミントン協会)
8:00～18:00

高知県中学学年別
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～21:00

高知県中学学年別
バドミントン選手権大会
(高知県バドミントン協会)

7:30～21:00

第21回すまいる杯
（高知県ドッジボール協会）

8：00～17：00
8:30～21:30

（優先事業）
高知市納涼花火大会
（高知市観光協会）

終日

（優先事業）
高知市納涼花火大会
（高知市観光協会）

終日

10 土

中学学年別夏季卓球大会
兼全日本カデット県予選会

(高知県卓球協会)
7:30～20:00

中学学年別夏季卓球大会
兼全日本カデット県予選会

(高知県卓球協会)
7:30～20:00

第21回すまいる杯（準備）
（高知県ドッジボール協会）

19：00～21：00
8:30～21:30

9 金

夏季中学1年生卓球大会
中学学年別夏季卓球大会
兼全日本カデット県予選会

(高知県卓球協会)
7:30～21:00

夏季中学1年生卓球大会
中学学年別夏季卓球大会
兼全日本カデット県予選会

(高知県卓球協会)
7:30～21:00

(優先)高知県スポーツ少年団
ジュニアリーダー養成講習会
（体協）　　８：３０～１２：００

8:30～21:30

7 水

全日本ジュニアバドミントン
選手権　高知県予選

(高知県バドミントン協会)
7:30～19:00

3 土

第57回四国中学校総合体育
大会卓球の部

(中体連)　　8:00～17:00

第57回四国中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(準備)

(中体連)　　17:00～21:00

8:30～21:30

8 木

体育・保健体育授業つくり講習会

(保健体育課)　　8:30～17:00

夏季中学1年生卓球大会
(前日準備)

(高知県卓球協会)
17:00～21:00

（優先）体育・保健体育授業
つくり講習会

（県教委）
８：３０～１７：００

(優先)高知県スポーツ少年団
ジュニアリーダー養成講習会
（体協）　　８：３０～２１：００

8:30～21:30

6 火

体育・保健体育
授業つくり講習会

(保健体育課)
8:30～17:00

8:30～21:30

(優先)高知県スポーツ少年団
ジュニアリーダー養成講習会
（体協）　　１２：００～２１：００

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21：00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00

4 日

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

第57回四国中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～21:00

第57回四国中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１７：００

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１７：００

8:30～21:30

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

2019全日本自治体職員等
ｽﾎﾟｰﾂ大会四国地区予選大会

(自治労高知本部)
7:30～17:00

審判員資格試験
(高知県バウンドテニス協会)

9：00～17：00
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休館日 休館日

2 金
第57回四国中学校総合体育

大会卓球の部
(中体連)　　8:00～21:00

第57回四国中学校総合体育
大会卓球の部

(中体連)　　8:00～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１９：３０

第57回四国中学校総合体育
大会卓球の部

(中体連)　　8:00～17:00

第57回四国中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(準備)

(中体連)　　17:00～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１９：３０

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１９：３０

8:30～21:30

1
第57回四国中学校総合体育

大会卓球の部(準備)
(中体連)　13:00～21:00

第57回四国中学校総合体育
大会卓球の部(準備)

(中体連)　　13:00～21:00
8:30～21:30

5 月
第57回四国中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～18:00

第57回四国中学校総合体育
大会ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部(競技)

(中体連)　　8:00～18:00
8:30～21:30

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
８：３０～１９：３０

8:30～21:30

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21：00

平成３１年度　体育館利用計画調整資料

８月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館

木
シンガポール

オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21：00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21：00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21：00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポール
オリンピック事前合宿(卓球)
(スポーツ課)　　8:30～21:00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

27

８月―２

31 土

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～21:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～21:00

高知県職員球技大会
(高知県職員レクリエーション

事業実施委員会)
8:00～17:00

2019　天皇杯皇后杯
バレーボール四国大会(準備)
(高知県バレーボール協会)

19:00～21:00

2019　天皇杯皇后杯
バレーボール四国大会(準備)
(高知県バレーボール協会)

19:00～21:00

（優先事業）
（市スポ－ツ振興事業団）

13：00～21：00

（優先事業）
（市スポ－ツ振興事業団）

13：00～21：00

30 金

四国学連：秋季リーグ
兼インカレ予選

（高知県卓球協会）
8：00～21：00

29 木

中学学年別秋季卓球大会
(事前準備)

(高知県卓球協会)
17:00～21:00

8:30～21:30

四国学連：秋季リーグ
兼インカレ予選

（高知県卓球協会）
8：00～19：00

28 水 8:30～21:30

中学学年別秋季卓球大会
(高知県卓球協会)

7:30～19:00

火 8:30～21:30

全国小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ県予選
（県バドミントン協会）

8:00～18:00

第30回四国ブロックBT
親善交流大会（準備）

(高知県バウンドテニス協会)
13：00～21：00

技術向上研修会
(高知県バウンドテニス協会)

9：00～17：00

25 日

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

夏季大会～明神水産杯～
(高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟)

8:00～17:00

全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権
高知県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～15:00

県一般普及ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～１９：００

県一般普及ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～１９：００

8:30～21:30

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

第30回四国ブロックBT
親善交流大会

(高知県バウンドテニス協会)
8：00～18：00

月26 8:30～21:30

体育・保健体育
授業つくり講習会

（保健体育課）
12:00-17:00

小学校高学年強化合宿
（県剣道連盟少年部）

８：３０～２１：００
8:30～21:30

22 木
中体連：交流卓球大会

(高知県卓球協会)
8:00～18:00

8:30～21:30

24 土
2019　高知県中学校秋季大会

(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019　高知県中学校秋季大会
(高知県バレーボール協会)

8:00～18:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

小学校高学年強化合宿
（県剣道連盟少年部）

８：３０～１７：００
8:30～21:30

23 金

21 水

体育・保健体育
授業つくり講習会

(保健体育課)
8:30～17:00

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～１９：００

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～１３：００

8:30～21:30

20 火
県高校夏季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～２１：００

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～２１：００

8:30～21:30

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

高知市夏季大会（マルニ杯）
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8：00～18：00

高知市夏季大会（マルニ杯）
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8：00～18：00

19 月
県高校夏季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～２１：００

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
８：００～２１：００

8:30～21:30
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17 土
ふくし就職フェア2019

(高知県社会福祉協議会)
9:00～21:00

高知市長杯争奪　一般社団法人

西部日本ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟
公認　第11回四国ダンス競技

高知大会
(高知県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟)

8:30～21:00

高知市長杯争奪　一般社団法人

西部日本ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟
公認　第11回四国ダンス競技

高知大会
(高知県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟)

8:30～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

(優先)高校新体操強化合宿／
国体ジュニア合宿
（高知県体操協会）

８：３０～２１：００

8:30～21:30
中学校夏季リーグ戦

（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

中学校夏季リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）

8：00～21：00

18 日
中学校夏季リーグ戦

（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

中学校夏季リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）

8：00～18：00

高知市長杯争奪　一般社団法人

西部日本ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟
公認　第11回四国ダンス競技

高知大会
(高知県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟)

8:30～21:00

高知市長杯争奪　一般社団法人

西部日本ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟
公認　第11回四国ダンス競技

高知大会
(高知県ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ連盟)

8:30～21:00

第50回高知県バスケットボール
県リーグ戦

（県バスケットボール協会）
８：００～１９：００

(優先)国体ジュニア合宿
（高知県体操協会）

８：３０～１８：００

16 金
ふくし就職フェア前日準備
(高知県社会福祉協議会)

9:00～21:00

(優先)高校新体操強化合宿
（高知県体操協会）

８：３０～２１：００
8:30～21:30

8:30～21:30

平成３１年度　体育館利用計画調整資料

８月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館

シンガポールスポーツスクール
とのスポーツ交流合宿

(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポールスポーツスクール
とのスポーツ交流合宿

(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポールスポーツスクール
とのスポーツ交流合宿

(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポールスポーツスクール
とのスポーツ交流合宿

(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポールスポーツスクール
とのスポーツ交流合宿

(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポールスポーツスクール
とのスポーツ交流合宿

(スポーツ課)　　8:30～21:00

シンガポールスポーツスクール
とのスポーツ交流合宿

(スポーツ課)　　8:30～21:00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

９月―１

15 日
高等学校秋季卓球選手権大会

(高知県卓球協会)
7:30～21:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　夏季リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:30～18:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　夏季リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:30～18:00

２０１９ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季大会
（県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

８：００～１８：００

２０１９ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季大会
（県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

８：００～１８：００
8:30～21:30

14 土
高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～21:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　夏季リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　夏季リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

8:30～21:30

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

第57回四国地区指導者
夏季講習会 伝達講習会

（高知県フォークダンス連盟）
9：00～17：00

13 金

近畿大学九州短期大学
スクーリング授業

(龍馬看護ふくし専門学校)
9:00～17:00

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

12 木

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

体
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10 火

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

11 水

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

9 月

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

休館日 休館日

8 日

県民スポーツフェスティバル
2019

(バドミントン)
(スポーツ課)
8:30～17:00

小学四国選手権大会
県予選会

(高知県卓球協会)
8：00～18：00

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

第50回高知県バスケットボール
県リーグ戦

（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１９：００

第50回高知県バスケットボール
県リーグ戦

（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１９：００

8:30～19:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

7 土

第32回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ
高知県大会・第20回全日本

小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ高知県大
会

（高知県吹奏楽連盟）
8:30～17:00

第32回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ
高知県大会・第20回全日本

小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ高知県大
会

（高知県吹奏楽連盟）
8:30～17:00

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）

１２：００～１７：００

8:30～21:30

休館日 休館日

6 金

近畿大学九州短期大学
スクーリング授業

(龍馬看護ふくし専門学校)
9:00～17:00

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

5 木

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

RWC2019トンガ代表
事前キャンプ

（県スポーツ課）
８：３０～２１：００

4 水
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第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

（優先事業）
（市スポ－ツ振興事業団）

終日

（優先事業）
（市スポ－ツ振興事業団）

終日

2 月 休館日 休館日

3 火

1 日

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～18:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ夏季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～18:00

2019　天皇杯皇后杯
バレーボール四国大会

(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019　天皇杯皇后杯
バレーボール四国大会

(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
8：30～17：00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
8：30～17：00

8:00～17:00

平成３１年度　体育館利用計画調整資料

９月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

９月―２

30 月 休館日 休館日

中学校秋季大会
（高知県バスケットボール協会）

8：00～21：00

中学校秋季大会
（高知県バスケットボール協会）

8：00～21：00

29 日

第一三共ヘルスケア・レディース
四国ブロック卓球大会選考会

(高知県卓球協会)
8:00～19:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

県下中学校剣道秋季大会
(高知県中学校体育連盟剣道

部)
8:00～18:00

県下中学校剣道秋季大会
(高知県中学校体育連盟剣道

部)
8:00～14:00

(優先)高知県高等学校
秋季体操競技選手権大会

兼高知県中学校秋季
体操競技選手権大会
（高知県体操協会）

８：３０～１８：００

(優先)県民スポーツ
フェスティバル2019（剣道）

（スポーツ課）
8:30～15:00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

8:30～18:30

県インディアカスポレク大会
（県インディアカ協会）

9:00～15:00

中学校秋季大会
（高知県バスケットボール協会）

8：00～18：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

28 土

県下中学校剣道秋季大会
(高知県中学校体育連盟剣道

部)
17:00～21:00

県下中学校剣道秋季大会
(高知県中学校体育連盟剣道

部)
17:00～21:00

(優先)高知県高等学校
秋季体操競技選手権大会

兼高知県中学校秋季
体操競技選手権大会
（高知県体操協会）

８：３０～２１：００

8:30～19:00

27 金

26 木

25 水

24 火 休館日 休館日

県団体選手権大会
バウンドテニス

（県バウンドテニス協会）
8:00～17:00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

23 月
小学秋季卓球選手権大会

(高知県卓球協会)
8:00～18:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

(優先)高知県中学校・高等学校
新体操秋季選手権大会

（高知県体操協会）
８：３０～１９：００

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

22 日

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

中学秋季卓球選手権大会
(高知県卓球協会)

8:00～20:00

中学秋季卓球選手権大会
(高知県卓球協会)

8:00～15:00

一般秋季卓球選手権大会
(高知県卓球協会)

8：00～19：00

（優先）新体操国体ジュニア合
宿

（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

8:30～18:00

21 土

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

中学秋季卓球選手権大会
(高知県卓球協会)

7:30～21:00

中学秋季卓球選手権大会
(高知県卓球協会)

7:30～21:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　５年生以下大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～19:00

（優先）新体操国体ジュニア合
宿

（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ秋季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

20 金

近畿大学九州短期大学
スクーリング授業

(龍馬看護ふくし専門学校)
9:00～17:00

19 木

体
育
館
床
材
改
修
工
事

（
9
/
9
～
1
1
/
1
5

）

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

（優先事業）
高知市スポーツ

少年団秋季交歓大会
（市スポーツ振興課）

7：00～19：00

17 火 休館日 休館日

18 水

16 月
高等学校秋季卓球選手権大会

(高知県卓球協会)
8:00～19:00

高知市保育所保護者会連合会
ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会夏季大会
（高知市保育所保護者会連合会)

8:00～17:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　５年生以下大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～21:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会　５年生以下大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8:00～21:00

8:30～18:00

平成３１年度　体育館利用計画調整資料

９月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター

高知市総合体育館


