１０月

1

火

2

水

3

木

4

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

金

5

土

全日本卓球選手権大会
県予選会(一般・ジュニアの部)
(高知県卓球協会)
7:30～21:00

6

日

全日本卓球選手権大会
県予選会(一般・ジュニアの部)
(高知県卓球協会)
8:00～21:00

7

月

8

火

9

水

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

大アリーナ

小アリーナ

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

第32回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ
四国支部大会・第38回
全日本小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会
（高知県吹奏楽連盟)
17:00～21:00

第32回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ
四国支部大会・第38回
全日本小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会
（高知県吹奏楽連盟)
17:00～21:00

第32回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ
四国支部大会・第38回
全日本小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会
（高知県吹奏楽連盟)
8:30～20:00

第32回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ
四国支部大会・第38回
全日本小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会
（高知県吹奏楽連盟)
8:30～20:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
１０：００～１９：３０

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
１０：００～１９：３０

8:30～21:30

高知県スポーツキャンペーン
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

高知県スポーツキャンペーン
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

県一般秋季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
８：００～２０：００

県一般秋季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
８：００～２０：００

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

休館日

休館日

（優先）第２回やいろカップ
（高知県体操協会）
１７：００～２１：００

（優先）第２回やいろカップ
（高知県体操協会）
１７：００～２１：００

10 木

11 金

12 土

運動会
(近森病院)
7:30～16:00

13 日

県民スポーツフェスティバル
2019
(ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ)
(スポーツ課）
8:00～17:00

第2回小龍旗全日本少年
剣道錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

（優先）第２回やいろカップ
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

（優先）第２回やいろカップ
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

第2回小龍旗全日本少年
剣道錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～19:00

第2回小龍旗全日本少年
剣道錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～19:00

（優先）第２回やいろカップ
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

（優先）第２回やいろカップ
（高知県体操協会）
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

休館日

休館日

県中学選手権
(高知県ハンドボール協会)
8：30～21：00

14 月

15 火

全国ホープス選抜卓球大会
県予選会
(高知県卓球協会)
8:00～18:00

第2回小龍旗全日本少年
剣道錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

(仮称)
園芸品販売拡大推進大会
(準備)
(高知県農業協同組合)
8:30～21:00

１０月―１

県民スポーツフェスティバル
2019
(ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ)
(スポーツ課)
8:30～17:00

くろしおアリーナ

体
育
館
床
材
改
修
工
事
（
9
/
9
～
1
1
/
1
5
）

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

休館日

休館日

ソフトバレーボール大会
(高知地区建設業協会・
高知県建設業協会高知支部)
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

高知県選手権大会
（高知県バウンドテニス協会）
8：00～17：00

高知北ライオンズカップ大会
高知北ライオンズカップ大会
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
8：00～21：00

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

高知北ライオンズカップ大会
高知北ライオンズカップ大会
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

（優先事業）
市民スポレク祭2019
（市スポ－ツ振興事業団）
8:00～15:00

（優先事業）
市民スポレク祭2019
（市スポ－ツ振興事業団）
8:00～15:00

１０月

16 水

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

全日本居合道大会
都道府県対抗優勝試合
(高知県剣道連盟)
8:30～21:00

全日本居合道大会
都道府県対抗優勝試合
(高知県剣道連盟)
17:00～21:00

第71回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 第71回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会四国地区予選会
選手権大会四国地区予選会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00
8:00～21:00

19 土

全日本居合道大会
都道府県対抗優勝試合
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

全日本居合道大会
都道府県対抗優勝試合
(高知県剣道連盟)
8:30～21:00

第71回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 第71回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会四国地区予選会
選手権大会四国地区予選会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00
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

高知地区リズムダンス大会
(テレビ高知)
8:00～17:00

20 日

第36回高知県
スポーツ・レクリエーション大会
(フォークダンス)
(高知県フォークダンス連盟)
8:00～17:00

団体リーグ中期卓球大会
(高知県卓球協会)
7:30～19:00

第71回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 第71回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会四国地区予選会
選手権大会四国地区予選会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00
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）
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

2019 四国ママさん
ことぶき大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

休館日

休館日

21 月

22 火

23 水

24 木

（優先）全国ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ・ｼｬﾄﾙ
競技大会
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

25 金

第40回中央地区身体障害者
大運動会 準備
(高知市身体障害者連合会)
17:00～21:00

第40回中央地区身体障害者
大運動会
(高知市身体障害者連合会)
7:30～17:00

高体連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)
8:00～21:00

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

県民スポーツフェスティバル
2019
(ラージボール卓球)
(スポーツ課)
7:30～18:00

高体連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)
8:00～21:00

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

28 月

（優先）全国ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ・ｼｬﾄﾙ
競技大会
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

(優先)やまもも杯
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

（優先）全国ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ・ｼｬﾄﾙ
競技大会
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

(優先)やまもも杯
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

休館日

休館日

29 火

30 水

31 木

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

第64回高知県連合婦人会
スポーツ大会
(高知県連合婦人会)
8:00～17:00

18 金

27 日

東部体育センター

(仮称)
園芸品販売拡大推進大会
(高知県農業協同組合)
8:30～21:00

17 木

26 土

くろしおアリーナ

全日本選手権大会
(マスターズの部)事前準備
(高知県卓球協会)
13:00～21:00

全日本選手権大会
(マスターズの部)事前準備
(高知県卓球協会)
13:00～21:00

１０月―２

8:30～18:00

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8:30～18:30

体
育
館
床
材
改
修
工
事
（
9
/
9
～
1
1
/
1
5
）

県実業団バドミントン
（県バドミントン協会）
8:00～17:00

2019四国ママさんことぶき大会 2019四国ママさんことぶき大会
（高知県バレーボール会）
（高知県バレーボール会）
8：00～18：00
8：00～18：00

第82回高知県フォークダンス
リーダー講習会
（高知県フォークダンス連盟）
9：00～17：00

ソフトバレーボール大会
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
8:30～17:00

（優先事業）
ヨガフェスタ2019
（市スポ－ツ振興事業団）
8:00～21:00

県民スポーツフェスティバル
2019(スポーツチャンバラ)
(スポーツ課)
8:30～13:00
第82回高知県フォークダンス
リーダー講習会
（高知県フォークダンス連盟）
13:00～19:00

１１月

1

2

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

金

全日本選手権大会
(マスターズの部)事前準備
(高知県卓球協会)
8:00～21:00

全日本選手権大会
(マスターズの部)事前準備
(高知県卓球協会)
8:00～21:00

土

全日本選手権大会
(マスターズの部)
(高知県卓球協会)
7:30～21:00

高体連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)
8:00～21:00

高体連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)
8:00～21:00

全日本選手権大会
(マスターズの部)
(高知県卓球協会)
7:30～21:00

高体連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)
8:00～19:00

全日本選手権大会
(マスターズの部)
(高知県卓球協会)
7:30～21:00

県高校秋季バドミントン選手権
兼 選抜予選
(高知県バドミントン協会)
7:30～21:00

全日本選手権大会
(マスターズの部)
(高知県卓球協会)
7:30～20:00

3

日

高体連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)
8:00～19:00

4

月

県高校秋季バドミントン選手権
兼 選抜予選
(高知県バドミントン協会)
7:30～21:00

5

火

6

水

7

木

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

(優先)野市町ＰＴＡ体育大会
（野市町ＰＴＡ連合会）
１２：００～１７：００

青少年体育館
(いの町）

金

8:30～21:00
(優先)野市カップ
（野市カップ実行委員会）
１７：００～２１：００

(優先)野市カップ
（野市カップ実行委員会）
１７：００～２１：００

全日本選手権大会
(マスターズの部)
(高知県卓球協会)
7:30～21:00

(優先)野市カップ
（野市カップ実行委員会）
８：００～２１：００

(優先)野市カップ
（野市カップ実行委員会）
８：００～２１：００

8:30～19:00

全日本選手権大会
(マスターズの部)
(高知県卓球協会)
7:30～20:00

(優先)野市カップ
（野市カップ実行委員会）
８：００～１８：００

（優先）高知県中学校・高等学校
新体操冬季選手権大会
（高知県体操協会）
８：３０～１９：００

8:30～19:00

休館日

休館日

第37回ゆうあいスポーツ
四国大会 (準備)
(高知県知的障害者福祉協会)
17:00～21:00

土

2019高知県高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2019高知県高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
秋季大会兼第72回全日本
秋季大会兼第72回全日本
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高等学校選手権
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高等学校選手権
高知県予選(準備)
高知県予選(準備)
(高知県バレーボール協会)
(高知県バレーボール協会)
15:00～21:00
15:00～21:00

第37回ゆうあいスポーツ
四国大会
(スポーツ課)
8:30～18:00

第37回ゆうあいスポーツ
四国大会
(スポーツ課)
8:30～18:00

(優先)第40回高知県ジュニア
体操競技選手権大会
（高知県体操協会）
１３：００～２１：００

（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

第9回科学の甲子園(準備)
(保健体育課)
12:00～21:00

10 日

2019高知県高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2019高知県高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
秋季大会兼第72回全日本
秋季大会兼第72回全日本
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高等学校選手権
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高等学校選手権
高知県予選
高知県予選
(高知県バレーボール協会)
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00
8:00～18:00

第37回ゆうあいスポーツ
四国大会
(スポーツ課)
8:30～18:00

高知市長杯ラージボール卓球
中期大会(一般の部)
(高知県卓球協会)
7:30～19:00

(優先)第40回高知県ジュニア
体操競技選手権大会
（高知県体操協会）
８：３０～１９：００

（優先）ボールゲームフェスタ
（県スポーツ課）
８：３０～１８：００

第9回科学の甲子園
(保健体育課)
8:00～19:00

休館日

休館日

9

11 月

東部体育センター

(優先)野市町ＰＴＡ体育大会
（野市町ＰＴＡ連合会）
１２：００～１７：００

中部地区 施設交流会
(ﾗｲﾌ･ｽﾃｰｼﾞあおぞらｾﾝﾀｰ)
8:30～17:00

8

くろしおアリーナ

12 火

13 水

14 木

15 金
１１月―１

体
育
館
床
材
改
修
工
事
（
9
/
9
～
1
1
/
1
5
）

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

中学校高知地区新人大会
中学校高知地区新人大会
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
8：00～21：00

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

中学校高知地区新人大会
中学校高知地区新人大会
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
8：00～21：00

全国高校駅伝予選閉会式
（高知陸上競技協会）
7:30～15:00

中学校高知地区新人大会
中学校高知地区新人大会
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

県中学生空手道選手権
（県空手道連盟）
8：00～17：00

休館日

休館日

第17回全国スポーツ少年団
バレーボール交流大会
高知県選考会
（体協）
8：00～18：00

第17回全国スポーツ少年団
バレーボール交流大会
高知県選考会
（体協）
8：00～13：00

１１月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

16 土

2019年度高知地区中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

2019年度高知地区中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

17 日

2019年度高知地区中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18：00

2019年度高知地区中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18：00

大アリーナ

小アリーナ

高等学校冬季卓球選手権大会
新人戦 (高知県卓球協会)
7:30～19：00
鹿児島国体公開競技
「武術太極拳」
四国ブロック選抜大会（準備）
(高知県武術太極拳連盟)
19：30～21：00

鹿児島国体公開競技
「武術太極拳」
四国ブロック選抜大会
(高知県武術太極拳連盟)
8:30～18:00

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

中体連：高知市中学秋季大会
(高知県卓球協会)
7:30～17:30

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
１２：００～１９：３０

（優先）新体操国体ｼﾞｭﾆｱ合宿
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

18:00～21:00

県高校秋季バドミントン選手権
兼 選抜予選
(高知県バドミントン協会)
7:30～21:00

鹿児島国体公開競技
「武術太極拳」
四国ブロック選抜大会
(高知県武術太極拳連盟)
8:30～17:00

第３回スポーツ大会
（四電工労働組合）
８：００～１８：００

（優先）新体操国体ｼﾞｭﾆｱ合宿
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

（優先）主催事業
青少年体育館
8:30～18:00

（優先事業）
地区対抗スポーツ
大会（ソフトバレー）
（市スポーツ振興課）
8：00～17：00

休館日

休館日

18 月

東部体育センター

（優先事業）
地区対抗スポーツ
大会（バウンドテニス）
（市スポーツ振興課）
8：00～17：00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

U12部会ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～12：00

U12部会ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～12：00

（優先事業）
地区対抗スポーツ
大会（バレーボール）
（市スポーツ振興課）
6：00～17：00

（優先事業）
地区対抗スポーツ
大会（卓球）
（市スポーツ振興課）
6：00～17：00

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

県民スポーツフェスティバル
2019(ボッチャ)
(スポーツ課)
8:30～13:00

高知県知事選挙・
高知市長選挙
(高知市選挙管理委員会)
12：00～24：00

（優先）わくわく体操
フェスティバル
（高知県体操協会）
１２：００～１７：００

県秋季大会
(高知県ハンドボール協会)
8:30～20:00

高知県知事選挙・
高知市長選挙
(高知市選挙管理委員会)
18:00～21:00

県秋季大会
(高知県ハンドボール協会)
8:30～18:00

(優先)野市少年剣道錬成
大会・香南武道大会
（香南武道振興会）
１７：００～２１：００
2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

(優先)野市少年剣道錬成
大会・香南武道大会
（香南武道振興会）
８：００～１９：００

（優先）わくわく体操
フェスティバル
（高知県体操協会）
１２：００～１７：００

(優先)野市少年剣道錬成
大会・香南武道大会
（香南武道振興会）
８：００～１８：００

（優先）主催事業
高知県青少年の家
8:30～17:00

（優先）主催事業
高知県青少年の家
8:30～17:00

県中学秋季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
（県バドミントン協会）
8：00～18:00
四国硬式空手道選手権(準備)
（四国硬式空手道連盟）
18：00～21：00

四国硬式空手道選手権
（四国硬式空手道連盟）
7：00～18：00

第2回高知県空手道連盟
秋桜杯
（高知県空手道連盟)
8:00～18:00

県インディアカ秋季大会
（県インディアカ協会）
9:00～15:00

11月18日
～
1月31日
床材改修工事

25 月

高知県知事選挙・
高知市長選挙
(高知市選挙管理委員会)
0：00～12：00

休館日

休館日

（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

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球中期
（県卓球協会）
7:00～20:00

市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球中期
（県卓球協会）
7:00～20:00

レディース秋季卓球選手権大会 レディース秋季卓球選手権大会
(高知県卓球協会)
(高知県卓球協会)
8:00～18:00
8:00～18:00

１１月―２

8:30～18:00

かつおカップ全国小学生大会
（県ハンドボール協会）
9:00～20:00

指導員講習会
(高知県バウンドテニス協会)
9：00～12：00

１２月

県民体育館

春野体育館

主競技場

補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

ソフトバレー四国大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

ソフトバレー四国大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦閉幕戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

第50回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県リーグ戦閉幕戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

1

日

2

月

3

火

4

水

5

木

6

金

第67回クリスマスこども大会
(準備)
(㈱高知新聞企業)
9:00～21:00

第67回クリスマスこども大会
(準備)
(㈱高知新聞企業)
9:00～21:00

7

土

第67回クリスマスこども大会
(本番)
(㈱高知新聞企業)
9:00～17:00

第67回クリスマスこども大会
(本番)
(㈱高知新聞企業)
9:00～17:00

8

日

WORLD TAG LEAGUE 2019
(新日本ﾌﾟﾛﾚｽ㈱ｽｰﾊﾟｰﾌｫｰ)
12:00～22:00

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
（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

休館日

休館日

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

8:30～21:30

かつおカップ全国小学生大会
（県ハンドボール協会）
9:00～17:00

2019 高知県ママさん
秋季大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

WORLD TAG LEAGUE 2019
(新日本ﾌﾟﾛﾚｽ㈱ｽｰﾊﾟｰﾌｫｰ)
12:00～22:00

休館日

休館日

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)
8:00～18:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会 冬季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

県バド一般リーグ
(高知県バドミントン協会)
8:00～19:00

(一社)高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
Ｕ12部会 冬季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

県バド一般リーグ
(高知県バドミントン協会)
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）
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

（優先）新体操国体ジュニア合
宿
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

（優先）新体操国体ジュニア合
宿
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

四国卓球選手権県予選
(ｼﾞｭﾆｱ･ﾐｯｸｽ)
（県卓球協会）
7:30～21:00

高知県スポーツ推進委員
研修会
（スポーツ課）
12:00～17:00

四国卓球選手権県予選
(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・一般・年齢別)
（県卓球協会）
8:00～20:00

市P連体育大会ソフトバレー
（市P連）
7：00～17：00

市P連体育大会ソフトバレー
（市P連）
7：00～17：00

11月18日
～
1月31日
床材改修工事

9

月

休館日

休館日

10 火

11 水

12 木

第11回フレンドカップ
(精神障碍者スポーツ大会）
(スポーツ課)
8:00～17:00

13 金

14 土

中学冬季(新人)卓球大会
中学冬季(新人)卓球大会
兼全国・四国中学選抜県予選会 兼全国・四国中学選抜県予選会
(高知県卓球協会)
(高知県卓球協会)
7:30～21:00
7:30～21:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
（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新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

（優先）坂本龍馬旗全国少年
剣道大会
（県剣道道場連盟）
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）
１２：００～１９：３０

8:30～21:30

高等学校冬季卓球選手権大会
(新人戦)
(高知県卓球協会)
7:30～21:00

小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会
（県バドミントン協会）
8：00～18:00

15 日

中学冬季(新人)卓球大会
中学冬季(新人)卓球大会
兼全国・四国中学選抜県予選会 兼全国・四国中学選抜県予選会
(高知県卓球協会)
(高知県卓球協会)
7:30～19:00
8：00～15:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
（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新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

（優先）坂本龍馬旗全国少年
剣道大会
（県剣道道場連盟）
８：００～１８：００

（優先）坂本龍馬旗全国少年
剣道大会
（県剣道道場連盟）
８：００～１５：００

8:30～21:30

高等学校冬季卓球選手権大会
(新人戦)
(高知県卓球協会)
8:00～18:00

小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会
（県バドミントン協会）
8：00～18:00

１２月―１

１２月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

16 月

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
休館日

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

休館日

17 火

18 水

19 木

日本ﾄﾘﾑ杯高知OP卓球(準備)
（県卓球協会）
17:00～21:00

20 金

21 土

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
(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新人大会
(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冬季大会
（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冬季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

Ｕ１２部会冬季大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～２１：００

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8:30～18:30

日本ﾄﾘﾑ杯高知OP卓球
（県卓球協会）
7:30～21:00

22 日

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会
(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新人大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

Ｕ１２部会冬季大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

県一般冬季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
8：00～19:00

日本ﾄﾘﾑ杯高知OP卓球
（県卓球協会）
8:00～19:00

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ3×3
高知県予選会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

床材改修工事

23 月

24 火

休館日

休館日

25 水

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:00～21:00

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:00～21:00

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

26 木

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

第27回 全国高等学校
剣道建依別錬成大会
(高知県剣道連盟)
7:30～21:00

剣道冬季強化合宿
（県中体連剣道部）
１３：００～２１：００

8:30～21:30

27 金

第20回 全国高等学校
剣道よさこい高知国体
開催記念大会
(高知県剣道連盟)
7:00～15:00

第20回 全国高等学校
剣道よさこい高知国体
開催記念大会
(高知県剣道連盟)
7:00～15:00

第20回 全国高等学校
剣道よさこい高知国体
開催記念大会
(高知県剣道連盟)
7:30～15:00

第20回 全国高等学校
剣道よさこい高知国体
開催記念大会
(高知県剣道連盟)
7:30～15:00

剣道冬季強化合宿
（県中体連剣道部）
８：３０～２１：００

8:30～21:30

28 土
１５：００まで営業

8:30～21:30

剣道冬季強化合宿
（県中体連剣道部）
８：３０～２１：００

剣道冬季強化合宿
（県中体連剣道部）
１３：００～２１：００

29 日

30 月

11月18日
～
1月31日

休館

31 火
１２月―２

8:30～12:00

１７：００まで営業

１７：００まで営業

１７：００まで営業

１月

県民体育館
主競技場

1

水

2

木

3

金

4

土

新春初打ちOPﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
8：00～19:00

5

日

ソフトバレー冬季大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

6

月

7

火

8

水

9

木

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

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

休館
ソフトバレー冬季大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

高知県ソフトテニス
インドア選手権大会
(高知県ソフトテニス連盟)
8:00～17:00

近県剣道強化錬成会
（県中体連剣道部）
８：３０～２１：００

近県剣道強化錬成会
（県中体連剣道部）
８：３０～２１：００

8:30～21:30

近県剣道強化錬成会
（県中体連剣道部）
８：３０～２１：００

近県剣道強化錬成会
（県中体連剣道部）
８：３０～２１：００

8:30～21:30

近県剣道強化錬成大会
（県中体連剣道部）
８：００～１８：００

近県剣道強化錬成大会
（県中体連剣道部）
８：００～１４：００

8:30～21:30

バドミントン一般リーグ
（県バドミントン協会）
8：00～19:00

休館日

休館日

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
１３：００～２１：００

10 金

11月18日
～
1月31日

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
１５：００～２１：００

床材改修工事
11 土

2020年 高知市成人式(準備)
(高知市教育委員会
生涯学習課)
9:00～21:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季大会
(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冬季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
８：００～２１：００

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
８：００～２１：００

8:30～21:30

消防出初式
（市消防団）
17：00～21：00

12 日

2020年 高知市成人式
(高知市教育委員会
生涯学習課)
8:00～16:00

2020年 高知市成人式
(高知市教育委員会
生涯学習課)
8：30～12:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

高体連ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季大会
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
８：００～２１：００

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
８：００～２１：００

8:30～21:30

13 月

2019高知県中学校新人大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019高知県中学校新人大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019高知県中学校
新人大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019高知県中学校
新人大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
８：３０～１８：００

(優先)第２１回
アンパンマンカップ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
８：３０～１８：００

8:30～21:30

休館日

休館日

14 火

15 水
１月―１

県中学高校冬季大会
（全国高校選抜県予選）
（県ハンドボール協会）
9:00～17:00

消防出初式
（市消防団）
8：00～19：00

県中学高校冬季大会
（全国高校選抜県予選）
（県ハンドボール協会）
9:00～18:00

第73回高新駅伝
（高知新聞企業）
7：30～14：00

実技講習会
(高知県バウンドテニス協会)
9：00～12：00

１月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

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

16 木

17 金

全日本高校選抜
四国地区予選会
(高知県ソフトテニス連盟)
8:00～21:00

18 土

全日本高校選抜
四国地区予選会
(高知県ソフトテニス連盟)
8:00～21:00

全日本高校選抜
四国地区予選会
(高知県ソフトテニス連盟)
9:00～17:00

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム（２次選考会）
（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（２次選考会）
（県スポーツ課）
８：３０～１９：３０

8:30～21:30

県中学冬季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
8：00～21:00

全日本高校選抜
四国地区予選会
(高知県ソフトテニス連盟)
8:00～19:00

全日本高校選抜
四国地区予選会
(高知県ソフトテニス連盟)
8:00～17:00

ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
（県保育園保護者連合会）
８：３０～１７：００

（優先）新体操国体ジュニア
強化練習
（高知県体操協会）
８：３０～２１：００

8:30～18:00

県中学冬季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
8：00～18:00

休館日

休館日

19 日

総合個人ﾘｰｸﾞ後期卓球
（県卓球協会）
7:30～19:00

総合個人ﾘｰｸﾞ後期卓球
（県卓球協会）
7:30～19:00

20 月

第23回高知県ダブルス
選手権大会
(高知県バウンドテニス協会)
8：00～17：00

21 火

22 水

23 木

11月18日
～
1月31日

24 金

床材改修工事
第18回春野町剣道錬成大会
(設営)
(春野剣心館)
18:00～21:00

25 土

26 日

ダブルス団体卓球大会
(高知県卓球協会)
8:00～19:00

第18回春野町剣道錬成大会
(春野剣心館)
7:30～19:00

27 月

高知県愛媛県交流稽古会
（新極真会三好道場）
１２：００～２１：００

第18回春野町剣道錬成大会
(春野剣心館)
7:30～17:00

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

高知県愛媛県交流稽古会
（新極真会三好道場）
８：３０～１５：００

休館日

休館日

28 火

29 水

30 木

31 金

全国高校選抜大会
四国地区予選
(高知県ハンドボール協会)
8:30～20:00

１月―２

（優先）主催事業
青少年の家
8:30～18:00

高知東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯(準備)
春の全国小学生ﾄﾞｯｼﾞ県大会
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18:00～21:00

アドバイザー招聘事業
（県空手道連盟）
12：00～21：00

（優先）主催事業
青少年体育館
8:30～18:00

高知東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯
春の全国小学生ﾄﾞｯｼﾞ県大会
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8:00～18:00

アドバイザー招聘事業
（県空手道連盟）
8：00～13：00

２月

1

2

県民体育館

春野体育館

主競技場

補助競技場

中学校高知県新人大会

中学校高知県新人大会

土 （高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

8：00～21：00

中学校高知地区1年生大会

中学校高知地区1年生大会

日 （高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

8：00～18：00

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

大アリーナ

小アリーナ

全国高校選抜大会
四国地区予選
(高知県ハンドボール協会)
8:30～20:00

全国高校選抜大会
四国地区予選
(高知県ハンドボール協会)
8:30～19:00

県中学剣道冬季新人大会
（県中体連剣道部）
16：00～21：00

県中学剣道冬季新人大会
（県中体連剣道部）
16：00～21：00

全国高校選抜大会
四国地区予選
(高知県ハンドボール協会)
8:30～17:00

全国高校選抜大会
四国地区予選
(高知県ハンドボール協会)
8:30～15:00

県中学剣道冬季新人大会
（県中体連剣道部）
8：00～18：00

県中学剣道冬季新人大会
（県中体連剣道部）
8：00～14：00

休館日

休館日

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

8:30～19:00

団体リーグ後期卓球大会
(高知県卓球協会)
7:30～19:00

県インディアカ冬季大会
（県インディアカ協会）
9:00～15:00

3

月

4

火

5

水

6

木

7

金

8

土

香川高知卓球・
中学高校生OP冬季卓球
（県卓球協会）
7:30～21:00

2019年度四国中学校
黒潮新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

2019年度四国中学校
黒潮新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

Ｕ１２部会新人交流大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～２１：００

Ｕ１２部会新人交流大会
（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

高知ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
8：00～21:00

日

中学高校生OP冬季卓球
（県卓球協会）
7:30～19:00

2019年度四国中学校
黒潮新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

2019年度四国中学校
黒潮新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

Ｕ１２部会新人交流大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

Ｕ１２部会新人交流大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8:30～18:30

高知ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
8：00～19:00

休館日

休館日

県小学校ブロック選抜大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

県小学校ブロック選抜大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

8:30～21:30

市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球後期
（県卓球協会）
7:00～20:00

県小学校新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

県小学校新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

8:30～21:30

県総合選手権大会
（県ハンドボール協会）
9:00～20:00

9

高知市新人大会
高知市新人大会
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟） （高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～18：00
8：00～18：00

休館日

10 月

11 火

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

第15回マーチング講習会
(高知県吹奏楽連盟)
8:30～17:00

第15回マーチング講習会
(高知県吹奏楽連盟)
8:30～17:00

ハイスクールジャパンカップ2020
高知県予選会
（高知県ソフトテニス連盟）
8:00～17:00

2019 高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～21:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

休館日

休館日

ソフトバレー新春大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

ソフトバレー新春大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

中学校高知地区1年生大会
中学校高知地区1年生大会
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

12 水

13 木

合同企業説明会準備
（㈱ゼロイン）
9:00～21:00

14 金

合同企業説明会
（㈱ゼロイン）
9:00～21:00

15 土

2019 高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～21:00

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

２月―１

アドバイザー招聘事業
（県空手道連盟）
12：00～21：00

高知市長杯ラージボール卓球
後期大会(一般)
(高知県卓球協会)
7:30～19:00

２月

16 日

県民体育館

春野体育館

主競技場

補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

2019 高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019 高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

高知龍馬マラソン
(スポーツ課)
8:30～17:30

高知龍馬マラソン
(スポーツ課)
8:30～17:30

17 月

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
県小学校新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

県小学校新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

休館日

休館日

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

8:30～21:30

県総合選手権大会
（県ハンドボール協会）
9:00～18:00

アドバイザー招聘事業
（県空手道連盟）
8：00～13：00

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

23 日

小学冬季(新人)卓球大会
(高知県卓球協会)
8:00～17:00

24 月

2019年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ冬季リーグ戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～18:00

第21回西日本龍馬杯
クラブ交流大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

第21回西日本龍馬杯
クラブ交流大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～21:00

県教職員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

県教職員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

中学1年生･高校1年生大会
（県卓球協会）
7:30～18:00

第21回西日本龍馬杯
クラブ交流大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～19:00

第21回西日本龍馬杯
クラブ交流大会
（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

（優先）高知くろしおキッズ
育成プログラム
（県スポーツ課）
１６：００～１９：３０

ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（県バドミントン協会）
8：00～19:00

休館日

休館日

8:30～21:30

25 火

26 水

27 木

28 金

県立高知小津高等学校
卒業式準備
(県立高知小津高等学校)
13:00～21:00

18:00～21:00

29 土

県立高知小津高等学校
卒業式予行、校友会入会式、
生徒会企画
（県立高知小津高等学校)
8:30～21:00

8:30～21:00

２月―２

スカッシュバレー大会
（県保育所保護者連合会）
8：00～17:00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場
第38回全日本選手権大会高知
県予選
(高知県バウンドテニス協会)
8：00～17：00

３月

1

日

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

県立高知小津高等学校
卒業式
(県立高知小津高等学校)
8:30～14:00
高知就職ガイダンス
(㈱高知新聞企業)
14:00～21:00

大アリーナ

小アリーナ

四国対抗インドア大会
（高知県ソフトテニス連盟）
8:00～17:00

四国ブロック武術太極拳
競技大会(兼)第28回ジュニア
オリンピックカップ選手選考会
(高知県武術太極拳連盟)
8:30～17:00

高知就職ガイダンス
(㈱高知新聞企業)
8:30～21:00

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
（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

青少年体育館
(いの町）

月

3

火

8:30～21:00

4

水

8:30～21:00

5

木

マイナビ就職セミナー
高知会場(準備)
（㈱マイナビ）
13:00～21:00

6

金

マイナビ就職セミナー
高知会場(本番)
（㈱マイナビ）
8:30～21:00

7

土

8

日

9

月

冬季大会～司牡丹杯～
(高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟)
8:00～17:00

休館日

東部体育センター

県リーグ戦 ＴＯ・審判講習会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8:00～17:00

8:30～21:00

2

休館日

くろしおアリーナ

冬季大会～司牡丹杯～
(高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟)
8:30～12:30

はちきん、いごっそうバド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

休館日

休館日

休館日

8:30～21:00

ﾆｯﾀｸﾘｮｳﾏ杯OPﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
(準備)
（県卓球協会）
17:00～21:00

鴨田杯（準備）
(高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟)
18：00～21：00

Ｈi-Sixフットサルカップ2020
本番
(㈱エフエム高知)
7:00～21:00

Ｈi-Sixフットサルカップ2020
本番
(㈱エフエム高知)
7:00～21:00

Ｕ１２部会近県選抜交流大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～２１：００

Ｕ１２部会近県選抜交流大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～２１：００

8:30～21:00

ﾆｯﾀｸﾘｮｳﾏ杯OPﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球
（県卓球協会）
7:30～21:00

Ｈi-Sixフットサルカップ2020
本番
(㈱エフエム高知)
7:00～19:00

Ｈi-Sixフットサルカップ2020
本番
(㈱エフエム高知)
7:00～19:00

Ｕ１２部会近県選抜交流大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

Ｕ１２部会近県選抜交流大会
（県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

8:30～21:00

ﾆｯﾀｸﾘｮｳﾏ杯OPﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球
（県卓球協会）
7:30～19:00

第18回高知県親善交流大会
(高知県バウンドテニス協会)
8：00～17：00

休館日

休館日

8:30～21:00

県総合ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
（県バドミントン協会）
8：00～19:00

県インディアカ交流大会
（県インディアカ協会）
9:00～15:00

10 火

8:30～21:00

11 水

8:30～21:00

12 木

8:30～21:00

13 金

8:30～21:00

14 土

高知家卓球フェスティバル
(前日準備)
(高知県卓球協会)
8:00～21:00

第34回弘上・はるの杯
バレーボール大会(準備)
(弘上・はるの杯ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
実行委員会)
20:00～21:00

黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ準備
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
１８：００～２１：００

黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ準備
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
１８：００～２１：００

8:30～21:00

15 日

高知家卓球フェスティバル
(高知県卓球協会)
7:30～20:00

第34回弘上・はるの杯
第34回弘上・はるの杯
バレーボール大会
バレーボール大会
(弘上・はるの杯ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 (弘上・はるの杯ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
実行委員会)
実行委員会)
8:00～17:00
13:00～17:00

黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ準備
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１８：００

黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ準備
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
８：００～１６：００

8:30～21:00

３月―１

はちきん、いごっそうバド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

8:30～21:00

8:30～21:00

Ｈi-Sixフットサルカップ2020
準備
(㈱エフエム高知)
17:00～21:00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

鴨田杯
鴨田杯
(高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟) (高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟)
8：00～21：00
8：00～18：00

鴨田杯
鴨田杯
(高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟) (高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟)
8：00～19：00
8：00～19：00

高知県新春大会
(高知県バウンドテニス協会)
8：00～17：00

３月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

16 月

平成３１年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
休館日

休館日

17 火

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

8:30～21:00

8:30～21:00

18 水

高知県立大学 卒業式 準備
(スポーツ課)
13:00～21:00

高知県立大学 卒業式 準備
(スポーツ課)
13:00～21:00

8:30～21:00

19 木

高知県立大学 卒業式
(スポーツ課)
8:00～17:00

高知県立大学 卒業式
(スポーツ課)
8:00～17:00

8:30～21:00

20 金

8:30～21:00

21 土

2019四国中学生バレーボール
選抜優勝大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019四国中学生バレーボール
選抜優勝大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

8:30～21:00

車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
四国リーグファイナル
(スポーツ課)
9:00～21:00

2019四国中学生バレーボール
選抜優勝大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

2019四国中学生バレーボール
選抜優勝大会
(高知県バレーボール協会)
8:00～18:00

8:30～21:00

車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
四国リーグファイナル
(スポーツ課)
8:00～17:00

22 日

高知大学 卒業式 準備
(スポーツ課)
9:00～21:00

高知大学 卒業式 準備
(スポーツ課)
9:00～21:00

23 月

高知大学 卒業式
(スポーツ課)
9:00～17:00

高知大学 卒業式
(スポーツ課)
9:00～17:00

中国四国医歯薬
バドミントン大会

中国四国医歯薬
バドミントン大会

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

7:30～21:00

7:30～21:00

7:30～21:00

7:30～21:00

中国四国医歯薬
バドミントン大会

中国四国医歯薬
バドミントン大会

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

7:30～21:00

7:30～21:00

7:30～21:00

7:30～21:00

中国四国医歯薬
バドミントン大会

中国四国医歯薬
バドミントン大会

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

7:30～21:00

7:30～21:00

7:30～21:00

7:30～21:00

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

中四国医歯薬医短
バドミントン大会

7:30～17:00

7:30～17:00

休館日

休館日

24 火 (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部)

8:30～21:00

8:30～21:00

25 水 (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部)

8:30～21:00

26 木 (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部)

8:30～21:00

黒潮カップ高校交流大会
(高知県ハンドボール協会)
8:30～20:00

8:30～21:00

28 土

黒潮カップ高校交流大会
(高知県ハンドボール協会)
8:30～20:00

8:30～21:00

29 日

黒潮カップ高校交流大会
(高知県ハンドボール協会)
8:30～17:00

8:30～21:00

27 金 (高知大学医学部バドミントン部) (高知大学医学部バドミントン部)

ソフトバレーボール大会
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
8:30～17:00

30 月

8:30～21:00

31 火

8:30～21:00

３月―２

たまひよ杯
（市バドミントン連盟）
8:00～18:00

2019高知県ソフトバレー
審判講習会
（高知県バレーボール協会）
8:00～18:00

