※本利用状況は作成日時現在の主な大会等を掲載してあります。
予約状況、駐車場開場時間は変更する可能性がありますので下記連絡先までお問合せ下さい。
島根県立浜山公園
駐車場 体
育
開場予定 ●・・メインアリーナ
日 曜
時間
☆・・サブアリーナ
施設名

館 陸上・補助競技場 球

技

場 野

球

場

●・・陸上競技場
☆・・補助競技場

日 曜

1 火

休館日

高校野球春季
県大会
【予備日】

2 水

●☆ｶﾐｱﾘｰﾅｶｯﾌﾟ小学生
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
【準備日】17：00～21：00

高校野球春季
県大会
【準備日】8：30～17：00

3 木

6：30

●☆ｶﾐｱﾘｰﾅｶｯﾌﾟ小学生
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
7：30～21：00

●☆県陸上競技選手権大会
【準備日】8：00～18：00

高校野球春季
県大会
8：00～17：00

6：00

●☆ｶﾐｱﾘｰﾅｶｯﾌﾟ小学生
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
7：30～18：00
●☆ｲｵﾝｶｯﾌﾟ市春季
ﾐﾆﾊﾞｽ交歓大会
【準備日】19：00～21：00

●☆県陸上競技選手権大会
6：30～18：00

4 金

17：00～整備の為利用禁止

ﾌｫﾜｰﾄﾞｶｯﾌﾟ2018
8：00～17：00

17：00～整備の為利用禁止

ﾌｫﾜｰﾄﾞｶｯﾌﾟ2018
8：00～17：00

高校野球春季
県大会
8：00～17：00
17：00～整備の為利用禁止

5 土

6：00

●☆ｲｵﾝｶｯﾌﾟ市春季
ﾐﾆﾊﾞｽ交歓大会
7：30～18：00

●☆県陸上競技選手権大会
6：30～17：00

ﾌｫﾜｰﾄﾞｶｯﾌﾟ2018
8：00～17：00

高校野球春季
県大会
【予備日】

6 日

7：00

市ｵｰﾌﾟﾝ卓球選手権(一般)
●7：30～21：00
☆8：30～17：00

●団体利用
8：30～12：00
☆県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
8：30～17：00

県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
8：30～17：00

高校野球春季
県大会
【予備日】

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

整備の為
利用禁止

18 金

出雲部中学校
春季野球大会
7：00～17：00

19 土

☆にこにこ遠足 8：30～13：00
☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]12：30～13：00
[全面]13：00～14：00
☆ｷｯｽﾞﾌｯﾄｻﾙ 18：00～20：00
☆楽らくﾌｨｯﾄﾈｽ 9：30～12：00
☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]18：30～19：00
[全面]19：00～20：00

開場予定 ●・・メインアリーナ
時間
☆・・サブアリーナ

館

陸上・補助競技場

球

技

場 野

●☆市小学校陸上大会
【予備日】
6：30～17：00

6：00

ご縁ﾘﾚｰﾏﾗｿﾝin出雲
●8：00～17：00
☆10：00～16：00

ご縁ﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ
10：00～16：00

全国審判講習会
伝達講習会
8：00～17：00

20 日

出雲部中学校
春季野球大会
7：00～17：00

21 月

休館日

22 火

☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]12：30～13：00
[全面]13：00～14：00
☆団体利用[1/2面]
15：30～18：00
☆ｷｯｽﾞﾌｯﾄｻﾙ 18：00～20：00

整備の為
利用禁止

23 水

☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]18：30～19：00
[全面]19：00～20：00

整備の為
利用禁止

24 木

●☆高校総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
【準備日】13：00～21：00

高校野球出雲地区大会
【準備日】13：00～17：00

25 金

6：30

●☆高校総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
7：30～21：00

高校野球
出雲地区大会
7：00～17：00

6：00

●☆高校総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
7：30～21：00

●県小学生陸上記録会
6：30～17：00
☆県ﾕｰｽﾘｰｸﾞ(U-15)
8：00～17：00

県ﾕｰｽﾘｰｸﾞ(U-15)
8：00～17：00

6：30

●☆高校総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
7：30～18：00

☆県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
8：30～17：00

県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
8：30～17：00

6：30

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
【準備日】8：30～21：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
【準備日】
8：30～19：00

（6：30）

●☆出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
【予備日】7：00～18：00

出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
【予備日】7：00～18：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
【準備日】8：30～21：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
【準備日】
8：30～19：00

27 日

●団体利用
8：30～16：00
●ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ出雲大会
【準備日】19：00～21：00
☆ｴﾝｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ・ｼﾞｭﾆｱ
18：30～21：00

●☆出雲地区
中学校陸上競技大会
6：30～19：00

ｷｯｽﾞｻｯｶｰ交流大会
7：30～17：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
7：00～17：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
7：00～17：00

28 月

17：00～整備の為利用禁止

17：00～整備の為利用禁止

●全国交流
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ出雲大会
7：30～18：00
☆ｴﾝｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ・ｷｯｽﾞ
9：30～12：00
☆多種目体験教室
13：00～15：00

●☆出雲地区
中学校陸上競技大会
【予備日】6：30～19：00

県社会人ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
8：30～17：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
7：00～17：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
7：00～17：00

17：00～整備の為利用禁止

17：00～整備の為利用禁止

県ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ
交歓大会
【準備日】
14：00～19：30

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
【予備日】
7：00～17：00

中国高校女子
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権
【予備日】
7：00～17：00

30 水

☆楽らくﾌｨｯﾄﾈｽ
9：30～12：00
☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]18：30～19：00
[全面]19：00～20：00

●☆県高校総体(ｻｯｶｰ)
【準備日】
12：00～17：00

県高校総体(ｻｯｶｰ)
【準備日】
12：00～17：00

県ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ
交歓大会
8：00～17：00

出雲地区中学校
軟式野球大会
【準備日】13：00～18：00

出雲地区中学校
軟式野球大会
【準備日】
13：00～18：00

31 木

●県高校総体剣道
【準備日】
13：00～21：00

●☆県高校総体(ｻｯｶｰ)
8：30～17：00

県高校総体(ｻｯｶｰ)
8：30～17：00

☆楽らくﾌｨｯﾄﾈｽ
9：30～12：00
☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]18：30～19：00
[全面]19：00～20：00

●☆市小学校陸上大会
6：30～17：00

6：00

市春季
ｼﾝｸﾞﾙｽ大会
9：00～19：00

29 火

17：00～整備の為利用禁止

17：00～整備の為利用禁止

高校野球
出雲地区大会
6：00～19：00
19：00～整備の為利用禁止

高校野球
出雲地区大会
7：00～17：00
17：00～整備の為利用禁止

休館日

高校野球
出雲地区大会
【予備日】

●市中学総体体操競技
【準備日】13：00～21：00

6：30

●市中学総体体操競技
7：00～18：00
☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]12：30～13：00
[全面]13：00～14：00
☆ｷｯｽﾞﾌｯﾄｻﾙ 18：00～20：00

18：00～整備の為利用禁止

出雲地区中学校
軟式野球大会
6：30～18：00

出雲地区中学校
軟式野球大会
6：30～18：00

18：00～整備の為利用禁止

18：00～整備の為利用禁止

有料施設の予約は利用日の１ヶ月前から受付けます。 施設予約について

県民体育大会
ﾃﾆｽ競技
9：00～15：00

～13：00整備の為利用禁止

出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
7：00～18：00

18：00～整備の為利用禁止

団体利用
10：00～16：00

7：00

中国
ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権
●7：30～17：00
☆8：30～12：00
☆ｴﾝｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂ・ｷｯｽﾞ
13：00～15：00

●☆出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
7：00～18：00

●県ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ交歓大会
8：00～17：00
●市小学校陸上大会
【準備日】17：00～19：00

出雲地区中学校
軟式野球大会
【予備日】
6：30～18：00

ｷｯｽﾞｻｯｶｰ交流会
7：30～17：00

整備の為
利用禁止

7：30

18：00～整備の為利用禁止

●団体利用
8：30～12：00

整備の為
利用禁止

☆ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ 9：00～12：00
☆たのしいｴｱﾛ
[1/2面]12：30～13：00
[全面]13：00～14：00
☆団体利用[1/2面]
15：30～18：00
☆ｷｯｽﾞﾌｯﾄｻﾙ 18：00～20：00

18：00～整備の為利用禁止

（6：00）

出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
7：00～18：00

休館日

出雲地区中学校
軟式野球大会
6：30～18：00

出雲地区中学校
軟式野球大会
【予備日】
6：30～18：00

●☆出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
7：00～18：00

（6：30）

18：00～整備の為利用禁止

出雲地区中学校
軟式野球大会
6：30～18：00

●☆中国
ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権
7：30～21：00

整備の為
利用禁止

（6：00）

18：00～整備の為利用禁止

出雲部中学校
春季野球大会
7：00～17：00

26 土

少 年 野 球 場 テニスコート

出雲地区中学校
軟式野球大会
6：30～18：00

6：00

整備の為
利用禁止

6：00

場

出雲地区中学校
軟式野球大会
6：30～18：00

●中国
ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権
【準備日】19：00～21：00

出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
【準備日】13：00～18：00

6：30

球

●・・陸上競技場
☆・・補助競技場

●☆出雲地区
中学校ｻｯｶｰ大会
【準備日】13：00～18：00

8 火

10 木

整備の為
利用禁止

休館日

7 月

9 水

5月施設利用状況（大会等）
施設名 駐車場 体
育

少 年 野 球 場 テニスコート

作成日：平成30年3月24日

『駐車場開場予定時間』の赤色塗りつぶし日は駐車場の満車が予想されます。
※浜山公園内の施設は大会前後・期間中等に整備を行うため、
上記予定以外にもご利用できない日がありますのでご了承下さい。
各施設における最新利用状況については、電話か窓口にてお問い合せ下さい。

(問合せ) ０８５３－５３－４５３３ テニスコート ０８５３－５３－５８２２

県小学生
ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権
7：30～18：00

