
日時 時間帯 内容【種目】

競技場 3月9日(月) 夜間 バスケットボール

競技場 3月15日(日) 夜間 卓球・バドミントン

競技場 3月17日(火) 午前 卓球・バドミントン

競技場 3月23日(月) 夜間 卓球

競技場 3月24日(火) 午前 卓球・バドミントン

競技場 3月30日(月) 午前 卓球・バドミントン

競技場 3月30日(月) 夜間 バスケットボール

競技場 3月31日(火) 夜間 バドミントン

第一競技場 3月11日(水) 午後 バドミントン・硬式テニス

第二競技場 3月13日(金) 午前 フットサル

第一競技場 3月13日(金) 夜間 バスケットボール

第二競技場 3月15日(日) 夜間 ミニテニス

第一競技場 3月16日(月) 午前 バドミントン

第一競技場 3月18日(水) 午前 ソフトテニス

第一競技場 3月18日(水) 午後 硬式テニス

第二競技場 3月20日(金) 午前 バスケットボール

第一競技場 3月22日(日) 夜間 卓球

第二競技場 3月22日(日) 夜間 フットサル

第一競技場 3月23日(月) 午前 バドミントン・硬式テニス

第二競技場 3月24日(火) 午前 バドミントン

第二競技場 3月24日(火) 午後 バスケットボール

第二競技場 3月24日(火) 夜間 バレーボール

第一競技場 3月25日(水) 夜間 ソフトテニス

第二競技場 3月25日(水) 午前 卓球

第二競技場 3月27日(金) 午前 バレーボール

第一競技場 3月30日(月) 夜間 卓球

第一競技場 3月31日(火) 夜間 ミニテニス

第二競技場 3月31日(火) 午前 バスケットボール

障害者アリーナ 3月9日(月) 午後 バスケットボール

メインアリーナ 3月13日(金) 午後 硬式テニス(1面)

障害者アリーナ 3月16日(月) 午後 卓球・ミニテニス(3面)

メインアリーナ 3月18日(水) 午前 硬式テニス(2面)

メインアリーナ 3月18日(水) 午後 バレーボール(3面)

メインアリーナ 3月19日(木) 午前 ソフトテニス(3面)

障害者アリーナ 3月23日(月) 午前 バスケットボール

メインアリーナ 3月25日(水) 午前 硬式テニス(2面)

メインアリーナ 3月25日(水) 夜間 卓球・ミニテニス(4面)

コロナウイルス感染症予防の為中止とした一般公開一覧

施設名【開催場所】

青葉体育館

仙台市体育館

新田東総合運動場
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日時 時間帯 内容【種目】施設名【開催場所】

新田東総合運動場 メインアリーナ 3月27日(金) 午後 硬式テニス(1面)

競技場 3月9日(月) 夜間 バドミントン

競技場 3月12日(木) 午後 卓球

競技場 3月23日(月) 午前 バドミントン

競技場 3月25日(水) 夜間 卓球

小体育室 3月13日(金) 夜間 卓球

小体育室 3月16日(月) 夜間 バドミントン

競技場 3月20日(金) 夜間 バドミントン

小体育室 3月20日(金) 夜間 卓球

小体育室 3月21日(土) 夜間 バドミントン

小体育室 3月23日(月) 夜間 卓球

小体育室 3月27日(金) 午後 バドミントン

小体育室 3月27日(金) 夜間 バドミントン

小体育室 3月29日(日) 夜間 卓球

小体育室 3月30日(月) 夜間 バドミントン

小体育室 3月31日(火) 夜間 卓球

柔道場 3月12日(木) 夜間 -

剣道場 3月12日(木) 夜間 -

競技場 3月13日(金) 夜間 バレーボール

柔道場 3月13日(金) 夜間 -

剣道場 3月13日(金) 夜間 -

競技場 3月14日(土) 夜間 バドミントン

柔道場 3月14日(土) 夜間 -

剣道場 3月14日(土) 夜間 -

競技場 3月15日(日) 夜間 バウンドテニス・卓球

柔道場 3月15日(日) 夜間 -

剣道場 3月15日(日) 夜間 -

競技場 3月18日(水) 夜間 バドミントン

競技場 3月19日(木) 夜間 バウンドテニス・卓球

柔道場 3月19日(木) 夜間 -

剣道場 3月19日(木) 夜間 -

競技場 3月20日(金) 夜間 バレーボール

柔道場 3月20日(金) 夜間 -

剣道場 3月20日(金) 夜間 -

柔道場 3月21日(土) 夜間 -

剣道場 3月21日(土) 夜間 -

競技場 3月22日(日) 夜間 バウンドテニス・卓球

柔道場 3月22日(日) 夜間 -

剣道場 3月22日(日) 夜間 -

出花体育館

若林体育館

泉総合運動場
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日時 時間帯 内容【種目】施設名【開催場所】

競技場 3月23日(月) 夜間 バレーボール

競技場 3月25日(水) 夜間 バドミントン

競技場 3月26日(木) 夜間 バウンドテニス・卓球

柔道場 3月26日(木) 夜間 -

剣道場 3月26日(木) 夜間 -

剣道場 3月27日(金) 夜間 -

競技場 3月28日(土) 夜間 バドミントン

柔道場 3月28日(土) 夜間 -

剣道場 3月28日(土) 夜間 -

柔道場 3月29日(日) 夜間 -

剣道場 3月29日(日) 夜間 -

競技場 3月30日(月) 夜間 バレーボール

競技場 3月31日(火) 夜間 バドミントン

競技場 3月11日(水) 夜間 卓球・バドミントン

競技場 3月15日(日) 夜間 バスケットボール

競技場 3月22日(日) 夜間 卓球・バドミントン

競技場 3月25日(水) 夜間 バスケットボール

競技場 3月29日(日) 夜間 卓球・バドミントン

泉海洋センター

泉総合運動場
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