
新発田市中央公園スポーツ施設 5月18日時点予約状況

中央公園

アリーナ 柔・剣道場 人工芝グラウンド

6月1日 (水) 新潟県高校総体 柔道大会

6月2日 (木) 新潟県高校総体 柔道大会

6月3日 (金) 新潟県高校総体 柔道大会

6月4日 (土) 新潟県高校総体 柔道大会

6月5日 (日) 新潟県高校総体 バスケットボール大会

6月6日 (月)

6月7日 (火) 新潟県保健体育課プール安全講習会

6月8日 (水)

6月9日 (木) 中体連サッカー大会

6月10日 (金) 中体連卓球大会 中体連サッカー大会

6月11日 (土) パルkids陽だまり園運動会 クラブユースU-15サッカー大会

6月12日 (日) クラブユースU-15サッカー大会

6月13日 (月) （中体連サッカー大会予備日）

6月14日 (火) （中体連サッカー大会予備日）

6月15日 (水) グラウンド・ゴルフ協会定例会

6月16日 (木)

6月17日 (金) あおばこども園運動会 グラウンド・ゴルフ協会大会

6月18日 (土) あいこども園運動会 高円宮杯U-15サッカーリーグ

6月19日 (日) 高円宮杯U-15サッカーリーグ

6月20日 (月)

6月21日 (火)

6月22日 (水)

6月23日 (木)

6月24日 (金) 中体連卓球大会 中体連サッカー大会

6月25日 (土) 中体連卓球大会 中体連サッカー大会

6月26日 (日) ミニバス大会（市バスケットボール協会） （中体連サッカー大会予備日）

6月27日 (月) （中体連サッカー大会予備日）

6月28日 (火) （中体連サッカー大会予備日）

6月29日 (水)

6月30日 (木)

令和4年
カルチャーセンター

(新潟県新発田市)



新発田市五十公野公園スポーツ施設 5月20日時点予約状況

陸上競技場「グリーンスタジアムしばた」 野球場 サン・スポーツランド天然芝多目的グラウンド

6月1日 (水) G整備・芝作業

6月2日 (木) G整備・芝作業

6月3日 (金) G整備・芝作業

6月4日 (土) 新潟県高校総体　サッカー大会　準決勝 高野連　山形県交流試合

6月5日 (日) 新潟県高校総体　サッカー大会　決勝 高野連　山形県交流試合
ラグビースクール9：00～12：00
一般サッカー　12：00～15：00

6月6日 (月) G整備・芝作業 芝生作業

6月7日 (火)
大人ランニング教室①19：00～
　　　　　　　　　　　　　前日準備

G整備・芝作業 芝生作業

6月8日 (水)
新発田南高校体育祭
本部室：市陸協19：00～20：00

G整備・芝作業 芝生作業

6月9日 (木) 予備日 前日準備 芝生養生

6月10日 (金) 前日準備 下越中体連軟式野球大会① 芝生養生

6月11日 (土) 新発田高校体育祭 新発田市内高校　練習試合 クラブユースU-15　準決勝

6月12日 (日) 新発田市内高校　練習試合 クラブユースU-15　決勝・３決

6月13日 (月) 予備日 下越中体連野球　予備日

6月14日 (火) 大人ランニング教室②19：00～ 下越中体連野球　予備日

6月15日 (水) G整備・芝作業

6月16日 (木) G整備・芝作業

6月17日 (金) G整備・芝作業 芝生養生

6月18日 (土) 高野連支部別審判講習会 前日準備

6月19日 (日) サッカーU-10下越大会 高野連支部別審判講習会 （仮）ブレイカーズ

6月20日 (月) G整備・芝作業

6月21日 (火) 大人ランニング教室③19：00～ G整備・芝作業

6月22日 (水) G整備・芝作業

6月23日 (木) 前日準備 前日準備

6月24日 (金) 本部室：市ｽﾎﾟｰﾂ推進課 中体連下越軟式野球大会② ←アップ会場

6月25日 (土) 中体連下越軟式野球大会③ ←アップ会場

6月26日 (日) かけっこチャレンジ 予備日 予備日

6月27日 (月) 予備日 予備日

6月28日 (火) 本部室：市ｽﾎﾟｰﾂ推進課PM
大人ランニング教室④19：00～

予備日 予備日

6月29日 (水) 本部室：市ｽﾎﾟｰﾂ推進課AM G整備・芝作業

6月30日 (木)

令和4年

(新潟県新発田市)



新発田市五十公野公園スポーツ施設
屋内体育施設「サン・ビレッジしばた」 五十公野公園テニスコート サン・スポーツランドテニスコート

6月1日 (水) 新潟県高校総体　男子バスケット大会　前日準備

6月2日 (木) 新潟県高校総体　男子バスケット大会　1日目

6月3日 (金) 新潟県高校総体　男子バスケット大会　2日目

6月4日 (土) 少年少女バレーボール大会　前日準備

6月5日 (日) 少年少女バレーボール大会　

6月6日 (月)

6月7日 (火) いじみの分校運動会予行練習

6月8日 (水) 新発田南高校　体育祭控室

6月9日 (木) 新発田南高校　体育祭控室 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会前日準備 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会前日準備

6月10日 (金) 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会1日目 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会1日目

6月11日 (土) ｷｯｽﾞ陽だまり園運動会/県剣道連盟　合同練習会

6月12日 (日) いじみの分校運動会 ｸﾞﾚｰﾄﾞﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ

6月13日 (月) 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/10予備日 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/10予備日

6月14日 (火) 新発田市健康診断　1日目 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/10予備日 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/10予備日

6月15日 (水) 新発田市健康診断　2日目

6月16日 (木) 新発田市健康診断　3日目

6月17日 (金)

6月18日 (土) ｴﾝｼﾞｪﾙｷｯｽﾞ陽だまり苑運動会

6月19日 (日) ねんりんﾋﾟｯｸ新潟県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ大会

6月20日 (月)

6月21日 (火) 新発田市健康診断　4日目

6月22日 (水) 新発田市健康診断　5日目

6月23日 (木) 新発田市健康診断　6日目 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会前日準備 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会前日準備

6月24日 (金) 新発田市健康診断　7日目/春季下越支部　Uｰ12ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会前日準備 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会1日目 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会1日目

6月25日 (土) 春季下越支部　Uｰ12ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会　1日目 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会2日目 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会2日目

6月26日 (日) 春季下越支部　Uｰ12ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会　2日目 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/24・25予備日 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/24・25予備日

6月27日 (月) アリーナ内部天井改修工事・ランニングレーン修繕工事 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/24・25予備日 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/24・25予備日

6月28日 (火) 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/24・25予備日 中体連　春季地区体育大会　下越地区ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会6/24・25予備日

6月29日 (水)

6月30日 (木)

令和4年

(新潟県新発田市)



個人利用可能日情報

大会・行事・予約の都合により、利用時間が変更となる場合があります。
当予定表作成時の情報です。最新の情報については、施設までお問い合わせください。

6月1日(水) × × △ 新潟県高校総体　柔道大会 6月1日(水) 6月1日(水)
6月2日(木) × × △ 新潟県高校総体　柔道大会 6月2日(木) 6月2日(木)
6月3日(金) × × × 新潟県高校総体　柔道大会 6月3日(金) 6月3日(金)
6月4日(土) × × △ 新潟県高校総体　柔道大会 6月4日(土) 6月4日(土)
6月5日(日) △ △ 〇 新潟県高校総体　バスケットボール大会 6月5日(日) 6月5日(日)
6月6日(月) 〇 〇 〇 6月6日(月) 6月6日(月)
6月7日(火) 〇 〇 〇 6月7日(火) 6月7日(火)
6月8日(水) 〇 〇 〇 6月8日(水) 6月8日(水)
6月9日(木) △ △ 〇 大会準備 6月9日(木) 6月9日(木)
6月10日(金) △ △ 〇 下越地区中学校卓球大会 6月10日(金) 6月10日(金)
6月11日(土) △ △ 〇 パルkids陽だまり園運動会 6月11日(土) 6月11日(土)
6月12日(日) 〇 〇 〇 6月12日(日) 6月12日(日)
6月13日(月) 〇 〇 〇 6月13日(月) 6月13日(月)
6月14日(火) 〇 〇 〇 6月14日(火) 6月14日(火)
6月15日(水) 〇 〇 〇 6月15日(水) 6月15日(水)
6月16日(木) △ △ 〇 行事準備 6月16日(木) 6月16日(木)
6月17日(金) × × 〇 あおばこども園運動会 ～ 行事準備 6月17日(金) 6月17日(金)
6月18日(土) △ △ 〇 あいこども園運動会 6月18日(土) 6月18日(土)
6月19日(日) 〇 〇 〇 6月19日(日) 6月19日(日)
6月20日(月) 〇 〇 〇 6月20日(月) 6月20日(月)
6月21日(火) 〇 〇 〇 6月21日(火) 6月21日(火)
6月22日(水) 〇 〇 〇 6月22日(水) 6月22日(水)
6月23日(木) △ △ 〇 大会準備 6月23日(木) 6月23日(木)
6月24日(金) × × 〇 下越地区中学校卓球大会 6月24日(金) 6月24日(金)
6月25日(土) △ △ 〇 下越地区中学校卓球大会 6月25日(土) 6月25日(土)
6月26日(日) △ △ 〇 ミニバス大会 6月26日(日) 6月26日(日)
6月27日(月) 〇 〇 〇 6月27日(月) 6月27日(月)
6月28日(火) 〇 〇 〇 6月28日(火) 6月28日(火)
6月29日(水) 〇 〇 〇 6月29日(水) 6月29日(水)
6月30日(木) 〇 〇 〇 6月30日(木) 6月30日(木)アリーナ・ランニングレーン走路工事

走路工事

×

U-10サッカー下越大会

大人ランニング教室

かけっこチャレンジ

新発田南高校　体育祭／大人ランニング教室

新発田南高校　体育祭

新発田南高校　体育祭

新発田高校　体育祭

新発田高校　体育祭

新発田高校　体育祭

大人ランニング教室

△

△
△

△
△
×
△

×

×

×
×

△
×
△
△
×

△

××

×
△

×

△

△ 幼児運動事業 予備日

×
×

△
×

新潟県高校総体　サッカー大会

新潟県高校総体　サッカー大会

新潟県高校総体　バスケットボール大会

新潟県高校総体　バスケットボール大会

×
×

×
×

△
△

5月26日
時点情報

5月23日
時点情報

サン・ビレッジしばた
ランニングレーン

アリーナ・ランニングレーン走路工事

新発田南高校　体育祭控室

キッズ陽だまり園　運動会

15：00～21：30利用不可 15：00～21：30利用不可

×

9：00～18：00利用不可 9：00～18：00利用不可

9：00～18：00利用不可

9：00～18：00利用不可 9：00～18：00利用不可

9：00～13：00利用不可 9：00～13：00利用不可 ×

卓球練習場 ランニングレーン トレーニングルーム
9時～

カルチャーセンター

備考
備考13時～ 17時～ 備考 9時～ 13時～ 17時～

5月26日
時点情報

陸上競技場
グリーンスタジアムしばた

×

【凡例】
（マークなし）…個人利用が可能です。
　×…閉館または大会のため個人利用ができません。
　△…大会等による利用不確定日です。個人利用可否については、
　　　　当日、施設の方に電話または施設窓口でご確認ください。
　※…利用は可能ですが混雑が見込まれます。
　
　
【備考】
・陸上競技場グリーンスタジアムしばた
日曜日と祝日の個人利用は午後５時までです。
　
【お問合せ先】
陸上競技場グリーンスタジアムしばた　TEL 0254-22-5244

【凡例】
　○…終日（9:00～21:30)利用可能
　×…終日(9:00～21:30)利用不可
　△…利用できない時間帯あり
【お問合せ先】
　カルチャーセンター　TEL 0254-23-3050

【凡例】
（マークなし）…個人利用が可能です。
　×…閉館または大会のため個人利用ができません。
　△…大会等による利用不確定日です。個人利用可否については、
　　　当日、施設の方に電話または施設窓口でご確認ください。

【備考】
　・ランニングレーン
　　曜日によって走る（歩く）方向が変わります。施設２階の階段
　　脇表示をご確認ください。
　・アリーナ・小アリーナ・軽運動場
　　個人利用可否については、当日、施設の方に電話または窓口で
　　ご確認ください。
　
【お問合せ先】
　サン・ビレッジしばた　TEL 0254-23-8670

アリーナ・ランニングレーン走路工事 大人ランニング教室

アリーナ・ランニングレーン走路工事

×

×

いじみの分校　運動会

少年少女バレーボール大会△

新発田市健康診断

新発田市健康診断

エンジェルキッズ陽だまり園　運動会

9：00～18：00利用不可 9：00～18：00利用不可 × ×

15：00～21：30利用不可

新発田市健康診断

新発田市健康診断

9：00～18：00利用不可 9：00～18：00利用不可 × ×

15：00～21：30利用不可

春季下越支部U-12バスケ大会

△

新発田市健康診断

新発田市健康診断

新発田市健康診断

春季下越支部U-12バスケ大会

△

12：30～21：30利用不可 12：30～21：30利用不可

9：00～14：30利用不可 9：00～14：30利用不可

9：00～18：00利用不可

9：00～18：00利用不可


