
営業時間

日 曜

1 月 1

2 火 2

3 水 3

4 木 4

5 金 5

6 土 6

7 日 7

8 月 8

9 火 9

10 水 10

11 木 11

12 金 12

13 土 13

14 日 14

15 月 15

16 火 16

17 水 17

18 木 18
　

　

　

19 金 19

20 土 20

21 日 21

22 月 22

23 火 23

24 水 24

25 木 25

26 金 26

27 土 27

28 日 28

29 月 29

30 火 30

31 水 31一般利用（8:00～19:00）

平成30年度 仙台市中学校新人大会 陸上競技

6日(土)～7日(日)【7:00～18:00】

一般利用（8:00～19:00）

※芝生は、自主事業の為(15:00～17:00)利用不可

一般利用（8:00～19:00）

一般利用

（18:00～19:00)

一般利用

（18:00～19:00)

一般利用（8:00～19:00）

※フィールド刈込み作業の為、フィールド内15:00まで完全立入禁止

一般利用（8:00～19:00）

平成30年度 宮城県中学校新人陸上競技大会

20日(土)～21日(日)【6:00～18:00】

一般利用（8:00～19:00）

第36回 全日本大学女子駅伝対校選手権大会

【10月28日(日)12時10分スタート(予定)】

※大会当日の交通規制にご協力お願いいたします。

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

初心者テニス教室【4面/13:00～15:00】

その他、一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

平成30年度仙台市中学校新人大会 宮城野区大会

6日(土)～7日(日)【全面/7:00～18:00】

火・木

全日

一般利用

一般利用

砲丸投げ・高跳び・幅跳び

ハンマー投げ

プロ野球

一般利用

プロ野球

水・木

一般利用

一般利用

一般利用（8:00～19:00）

一般利用

宮城テニスコート（１０面） 日

平成30年10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30年9月19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。】

施設
仙台市陸上競技場

19:00～21:00

プロ野球

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

※芝生は、自主事業の為(15:00～17:00)利用不可
ナイトランニングステーション

一般利用

宮城相撲場
宮城野原公園

有料駐車場

プロ野球

プロ野球

プロ野球

一般利用

一般利用

一般利用

一般利用

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

一般利用（8:00～19:00）

初心者テニス教室【4面/13:00～15:00】

その他、一般利用（8:00～19:00）
一般利用

一般利用

一般利用

ナイトランニングステーション 一般利用

ナイトランニングステーション

一般利用

ナイトランニングステーション

一般利用

一般利用

一般利用

初心者テニス教室【4面/13:00～15:00】

その他、一般利用（8:00～19:00）

一般利用

一般利用

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

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

一般利用（8:00～19:00）

初心者テニス教室【4面/13:00～15:00】

その他、一般利用（8:00～19:00）

棒高跳び

一般利用

一般利用

一般利用

やり投げ

円盤投げ

※混雑時お断りすることもございます。

一般利用

一般利用

一般利用

ナイトランニングステーション

平成30年度 聖ウルスラ学院英智高等学校 体育祭【7:00～17:00】 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

（17:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

※フィールド刈込み作業の為、フィールド内15:00まで完全立入禁止

マイタウンスポーツデー【8:00～17:00】一般利用（13:00～17:00）

※マイタウンスポーツデーの詳細はホームページをご確認ください。

東北学生アメリカンフットボールリーグ最終節(二部優勝決定戦)【8:00～18:00】

一般利用（8:00～19:00）

平成30年度後期体育大会 ～三高スポーツフェスティバル～

16日(火)～17日(水)【7:00～18:00】

ハーフ練習会

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

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

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

※フィールド作業中は安全確保の為、ストレッチや横断等での芝生への立入も禁止しております。

月・火・金一般利用（8:00～13:00）

第25回 東北地区学生ラクロスリーグ戦 決勝戦【7:00～17:00】
アメフト(準備)

【18:00～19:00】

水・木

一般利用

曜日

　

　　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。

　　※スターティングブロックなどの競技用具はご利用できませんので、

　　　ご了承願います。

種目

ナイトランニングステーション

初心者テニス教室【4面/13:00～15:00】

その他、一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

宮城学生秋季ソフトテニス大会

13日(土)～14日(日)【全面/8:00～17:00】

一般利用（8:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00）

東北地区学生ラクロスリーグ戦(準備)【13:00～19:00】

ハーフ練習会 一般利用一般利用（8:00～19:00）

仙台育英学園高校 平成30年度特別進学コース第1学生オータムチャレンジ【7:00～16:00】 一般利用（16:00～19:00）

一般利用（8:00～19:00） 一般利用

ルーセントカップ 中学生ソフトテニス大会

20日(土)～21日(日)【全面/8:00～17:00】

第71回 宮城県民体育大会テニス競技(一般の部)ダブルス

27日(土)～28日(日)【全面/9:00～17:00】

一般利用（8:00～19:00）

※フィールド除草剤散布の為、フィールド内15:00まで完全立入禁止

学校法人 立志社 総合体育祭【9:00～17:00】
一般利用

（17:00～19:00）

一般利用

（8:00～9:00)

一般利用

一般利用（8:00～19:00）

JR東日本仙台支社ソフトテニス大会【4面/9:00~17:00】

その他、一般利用（8:00～19:00）

※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。

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（楽天生命パーク宮城の駐車場）

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

※10月2日(火)、9日(火)は、当施設の自主事業により、

芝生のフィールドが15:00～17:00の間ご利用いただけません。

やり投げをご使用の方は17:00以降のご利用となります。

ご不便おかけいたしますが、ご協力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


