
営業時間

日 曜

1 金 1

2 土 2

3 日 3

4 月 4

5 火 5

6 水 6

7 木 7

8 金 8

9 土 9

10 日 10

11 月 11

12 火 12

13 水 13

14 木 14

15 金 15

16 土 16

17 日 17

18 月 18

21 木 21

22 金 22

23 土 23

24 日 24

25 月 25

26 火 26

27 水 27

29 金 29

30 土 30

19

2020 水 仙台市小学校体育大会 第63回陸上記録会（予備日）【6:30～17:00】
一般利用

(17:00～19:00)
ナイトランニングステーション

19 火 ナイトランニングステーション
一般利用（8:00～15:30）

※芝生は作業の為、13:00まで使用不可
女子サッカー【15:30～18:00】 一般公開 貸切利用【全面/7:00～12:00】

市小体第63回陸上記録会(予備日)【全面/6:30～17:00】
一般利用（12:00～19:00)

一般利用

一般利用

プロ野球

プロ野球

一般利用（8:00～15:30） 女子サッカー【15:30～18:00】

  一般利用 (8:00～13:00)
※芝生は作業の為、13:00まで使用不可

ゼビオ株式会社
【13:00～15:00】

一般利用 (15:00～19:00)

仙台市小学校体育大会 第63回陸上記録会
14日(木)～15日(金)【6:30～17:00】

一般公開

一般利用
上杉山通小学校

【9:00～12:00】
東四郎丸小学校

【12:30～15:30】
一般利用 (15:30～19:00)

一般利用 (8:00～12:30)
八本松小学校

【12:30～15:00】
一般利用 (15:00～19:00)

※芝生は、自主事業の為(15～17)使用不可

アメリカンフットボール前日準備
【15:00～18:00】

一般利用 (8:00～15:00)

市小体（準備）
【15:00～17:00】

一般利用（8:00～15:00）
※芝生は作業の為、15:00まで使用不可

一般利用（8:00～15:00）
市小体（準備）

【15:00～17:00】
一般利用

(17:00～19:00)

一般利用（8:00～15:30） 女子サッカー【15:30～18:00】

一般利用（8:00～15:30）
※芝生は作業の為、13:00まで使用不可

女子サッカー【15:30～18:00】

一般利用 (8:00～13:00) フライデーナイトリレーマラソン

一般利用(8:00～19:00)
※芝生は、自主事業の為(15:00～17:00)使用不可

一般利用
(17:00～19:00)

一般公開
第46回東北学生陸上競技選手権大会

22日(金)12:00～18:00
23日(土) 7:00～19:00
24日(日) 7:00～19:00
25日(月) 7:00～17:00

一般公開

一般公開

一般利用
(17:00～19:00)

一般利用
(17:00～19:00)

一般利用 (8:00～12:00)

青葉区・泉区陸上クリニック
【8:00～12:00】

全国障害者スポーツ大会 仙台市代表選手団 強化練習会
【12:00～17:00】

宮城マスターズ陸上競技秋季大会 【7:00～17:00】

一般利用 (8:00～19:00)

ナイトランニングステーション

ナイトランニングステーション

☆天候・日没・保守点検（芝管理作業等）・その他やむを得ない事情により，急きょ利用中止とさせていただく場合があります。また，大会等の進行状況により，一般利用の時間が変更になる場合があります。

第15回若林区民・第14回宮城野区民・第5回太白区民陸上競技記録会【7:00～17:00】
秋季大会【6面/9:00～13:00】MSTC【2面/12:00～16:00】

その他、一般利用（8:00～17:00）
一般利用 プロ野球

28

ナイトランニングステーション 一般利用（8:00～19:00） 一般利用

28 木
小学生テニス教室【2面/16:00～17:00】

その他、一般利用（8:00～19:00）
一般利用ナイトランニングステーション

一般利用    ランニング愛好者に、平日夜間の練習活動拠点としてご利用いただく
   施設開放事業です。料金は１回300円です。
   ※ランニングトラック、ロッカー、シャワーセットの料金です。
   ※コーチはつきませんので、ご注意願います。

一般利用

一般利用（8:00～19:00） 一般利用

小学生テニス教室【2面/16:00～17:00】
その他、一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

ナイトランニングステーション

ナイトランニングステーション

平成29年度 テニスの日記念イベント
【全面/9:00～17:00】

一般利用

MLTC【6面/9:00～15:00】
その他、一般利用（8:00～17:00）

一般利用

ナイトランニングステーション 一般利用（8:00～19:00） 一般利用 プロ野球

ナイトランニングステーション 一般利用（8:00～19:00） 一般利用

一般利用（17:00～19:00)

一般利用ウィナー杯ソフトテニス大会(中学・高校)
16日(土)～17日(日)【全面/8:00～17:00】

MSTC【2面/12:00～16:00】
その他、一般利用（8:00～17:00）

一般利用 プロ野球第55回宮城県スポーツ祭典 陸上競技大会【7:00～18:00】

プロ野球

一般利用 プロ野球

一般利用 プロ野球

ナイトランニングステーション 一般利用 プロ野球

一般利用

仙台市小学校体育大会陸上記録会【6:30～17:00】 ナイトランニングステーション 一般利用

一般利用（8:00～19:00）

平成29年度全日本大学対抗
テニス王座決定試合

東北地区第一部リーグ
12日(火)～15日(金)【全面/8:00～18:00】

仙台ハーフ練習会 一般利用

一般利用
(17:00～19:00)

一般利用
(17:00～19:00)

プロ野球

一般利用 プロ野球

一般利用平成29年度宮城県私立高等学校ソフトテニス大会
9日(土)～10日(日)【全面/8:00～17:00】第４２回東北学生アメリカンフットボールリーグ仙台開幕戦【8:00～18:00】

ナイトランニングステーション 一般利用（8:00～19:00） 一般利用 プロ野球一般利用 (8:00～19:00)

ナイトランニングステーション 一般利用（8:00～19:00） 一般利用  一般利用 (8:00～19:00)※芝生は作業の為、14:00まで使用不可

一般利用（8:00～19:00） 一般利用

一般利用

一般利用

一般利用

一般利用（8:00～19:00）ナイトランニングステーション

平成29年度宮城県テニス選手権大会
【全面/9:00～17:00】

一般利用（8:00～17:00）

第53回仙台市民総合体育大会
兼 第45回仙台市陸上競技選手権大会

16日(土)～17日(日)【7:00～17:00】

平成29年9月 宮城野原公園総合運動場                    予定表
〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野2-11-6   平 日   8:00～19:00

(平成29年8月20日現在)TEL:022-256-2488  FAX:022-299-3895   土・日・祝 8:00～17:00

    HP:http://www.spf-sendai.jp/shiriku/ 【予定表は、ホームページでもご覧いただけます。】

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00） 一般利用

一般利用

施設 仙台市陸上競技場 宮城テニスコート（１０面） 宮城相撲場 宮城野原公園
有料駐車場

日
19:00～21:00

競技場前駐車場は，施設を利用する方及び部活動・スポ少等の指導者の方

が利用できます。なお，駐車場の使用状況により，送迎車両も入場でき

ますので窓口にお問い合わせください。

※野球開催日の宮城野原公園有料駐車場（Koboスタ南東の駐車場）は，

駐車券前売り販売のため，一般の方は駐車できません。

駐車場の利用について

陸上競技場フィールド種目利用日

各施設の利用受付は，仙台市陸上競技場窓口で行います。

施設の利用受付について

フィールド利用不可日のお知らせ

下記日程において、フィールド刈り込み作業及び自主事業の為、

利用不可となります。

・ 9月6日(水)、7日(木)、11日(月)、19日(火)、 26日(火)、

27日(水)、29日(金)

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い

いたします。

ナイトランニングステーションについて

指定管理者（H29．4．1～H34．3．31まで）
(公財)仙台市スポーツ振興事業団
Sendai City Sports Promotion Foundation


