
9(日) 終日9(日) 終日9(日) 終日9(日) 終日

２０２０年２月　和歌山県立体育館　イベント行事

日　　程日　　程日　　程日　　程 大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名大　　会　　名 主　　催　　者主　　催　　者主　　催　　者主　　催　　者 駐車台数予測（予定）駐車台数予測（予定）駐車台数予測（予定）駐車台数予測（予定）

令和元年度県高校バレー新人大会　準決勝・決勝令和元年度県高校バレー新人大会　準決勝・決勝令和元年度県高校バレー新人大会　準決勝・決勝令和元年度県高校バレー新人大会　準決勝・決勝

和歌山県高等学校体育連盟和歌山県高等学校体育連盟和歌山県高等学校体育連盟和歌山県高等学校体育連盟

バレーボール専門部バレーボール専門部バレーボール専門部バレーボール専門部

1(土) 午後～夜間1(土) 午後～夜間1(土) 午後～夜間1(土) 午後～夜間 ゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラムゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラムゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラムゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラム

和歌山県ゴールデンキッズ和歌山県ゴールデンキッズ和歌山県ゴールデンキッズ和歌山県ゴールデンキッズ

発掘プロジェクト育成プログラム発掘プロジェクト育成プログラム発掘プロジェクト育成プログラム発掘プロジェクト育成プログラム

2(日) 終日2(日) 終日2(日) 終日2(日) 終日 春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選 和歌山県ドッジボール協会和歌山県ドッジボール協会和歌山県ドッジボール協会和歌山県ドッジボール協会

1(土) 午前～午後1(土) 午前～午後1(土) 午前～午後1(土) 午前～午後 和歌山市中・高校冬季卓球大会和歌山市中・高校冬季卓球大会和歌山市中・高校冬季卓球大会和歌山市中・高校冬季卓球大会 和歌山県卓球協会和歌山県卓球協会和歌山県卓球協会和歌山県卓球協会

22(土) 午後～夜間22(土) 午後～夜間22(土) 午後～夜間22(土) 午後～夜間 ゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラムゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラムゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラムゴールデンキッズ発掘プロジェクト育成プログラム

和歌山県ゴールデンキッズ和歌山県ゴールデンキッズ和歌山県ゴールデンキッズ和歌山県ゴールデンキッズ

発掘プロジェクト育成プログラム発掘プロジェクト育成プログラム発掘プロジェクト育成プログラム発掘プロジェクト育成プログラム

26(水)～27(木) 終日26(水)～27(木) 終日26(水)～27(木) 終日26(水)～27(木) 終日

28(金) 午前～午後28(金) 午前～午後28(金) 午前～午後28(金) 午前～午後

ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会

女性スポーツ連盟女性スポーツ連盟女性スポーツ連盟女性スポーツ連盟

ソフトテニス専門部ソフトテニス専門部ソフトテニス専門部ソフトテニス専門部

→空きあります→空きあります→空きあります→空きあります →一部空きあります→一部空きあります→一部空きあります→一部空きあります →満車です→満車です→満車です→満車です

15(土)終日15(土)終日15(土)終日15(土)終日 第1回第1回第1回第1回‵‵‵‵yell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベント テレビ和歌山テレビ和歌山テレビ和歌山テレビ和歌山

23(日)～24(月) 終日23(日)～24(月) 終日23(日)～24(月) 終日23(日)～24(月) 終日
和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会 和歌山県バドミントン協会和歌山県バドミントン協会和歌山県バドミントン協会和歌山県バドミントン協会

◇駐車台数予測の見かた◇駐車台数予測の見かた◇駐車台数予測の見かた◇駐車台数予測の見かた

◇駐車場のご案内◇駐車場のご案内◇駐車場のご案内◇駐車場のご案内

体育館には、敷地内の駐車場及び体育館南側駐車場の２か所の駐車スペースがありますが、台数に限りがあります。

２か所の駐車場が満車になった場合は、近隣の有料の駐車場をご利用ください。



２０２０年2月　 和歌山県立体育館　行事予定表　　（　本 館　）　２０２０年2月　 和歌山県立体育館　行事予定表　　（　本 館　）　２０２０年2月　 和歌山県立体育館　行事予定表　　（　本 館　）　２０２０年2月　 和歌山県立体育館　行事予定表　　（　本 館　）　 ２０２０年２月 　和歌山県立体育館　行事予定表　　（　補 助 館　）　２０２０年２月 　和歌山県立体育館　行事予定表　　（　補 助 館　）　２０２０年２月 　和歌山県立体育館　行事予定表　　（　補 助 館　）　２０２０年２月 　和歌山県立体育館　行事予定表　　（　補 助 館　）　

日日日日 曜日曜日曜日曜日

早朝早朝早朝早朝

開門開門開門開門

午　前（9時～12時）午　前（9時～12時）午　前（9時～12時）午　前（9時～12時） 午　後（13時～17時）午　後（13時～17時）午　後（13時～17時）午　後（13時～17時） 夜　間（17時30分～21時）夜　間（17時30分～21時）夜　間（17時30分～21時）夜　間（17時30分～21時）

春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選

和歌山市中・高校冬季卓球大会和歌山市中・高校冬季卓球大会和歌山市中・高校冬季卓球大会和歌山市中・高校冬季卓球大会 ゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズ

少年フットサル少年フットサル少年フットサル少年フットサル

ソフトバレーソフトバレーソフトバレーソフトバレー

空手空手空手空手

バスケットバスケットバスケットバスケット

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

バスケットバスケットバスケットバスケット

ドッジボールドッジボールドッジボールドッジボール

夜　間（17時30分～21時）夜　間（17時30分～21時）夜　間（17時30分～21時）夜　間（17時30分～21時）

備考備考備考備考

行　事　名行　事　名行　事　名行　事　名 行　事　名行　事　名行　事　名行　事　名 行　事　名行　事　名行　事　名行　事　名 行　事　名行　事　名行　事　名行　事　名 行　事　名行　事　名行　事　名行　事　名 行　事　名行　事　名行　事　名行　事　名

備考備考備考備考 日日日日 曜日曜日曜日曜日

早朝早朝早朝早朝

開門開門開門開門

午　前（9時～12時）午　前（9時～12時）午　前（9時～12時）午　前（9時～12時） 午　後（13時～17時）午　後（13時～17時）午　後（13時～17時）午　後（13時～17時）

2222 日日日日 2222 日日日日

1111 土土土土 1111 土土土土 卓球卓球卓球卓球 ゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズ

春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選春の全国小学生ドッジボール大会県予選

4444 火火火火 4444 火火火火

3333 月月月月 3333 月月月月

体操体操体操体操

卓球卓球卓球卓球 卓球卓球卓球卓球

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス

卓球卓球卓球卓球 卓球卓球卓球卓球 体操体操体操体操 なぎなたなぎなたなぎなたなぎなた

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン

6666 木木木木 6666 木木木木

5555 水水水水 5555 水水水水

バスケットバスケットバスケットバスケット

バスケットバスケットバスケットバスケット

卓球教室卓球教室卓球教室卓球教室

よさこいよさこいよさこいよさこいバレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

新体操新体操新体操新体操

卓球卓球卓球卓球 剣道剣道剣道剣道

8888 土土土土 8888 土土土土

7777 金金金金 7777 金金金金 卓球卓球卓球卓球

空手空手空手空手 卓球卓球卓球卓球

バスケットバスケットバスケットバスケット

少年フットサル少年フットサル少年フットサル少年フットサル

和歌山県フットサルリーグ2019和歌山県フットサルリーグ2019和歌山県フットサルリーグ2019和歌山県フットサルリーグ2019

10101010 月月月月 10101010 月月月月

9999 日日日日 9999 日日日日 バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン

卓球卓球卓球卓球 卓球卓球卓球卓球 体操体操体操体操

令和元年度県高校バレーボール新人大会　準決勝・決勝令和元年度県高校バレーボール新人大会　準決勝・決勝令和元年度県高校バレーボール新人大会　準決勝・決勝令和元年度県高校バレーボール新人大会　準決勝・決勝

バスケットバスケットバスケットバスケット

少年フットサル少年フットサル少年フットサル少年フットサル

12121212 水水水水 12121212 水水水水

11111111 火火火火 11111111 火火火火

卓球教室卓球教室卓球教室卓球教室

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

バスケットバスケットバスケットバスケット

バスケットバスケットバスケットバスケット

体操体操体操体操

14141414 金金金金 14141414 金金金金

13131313 木木木木 13131313 木木木木バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

バスケットバスケットバスケットバスケット

新体操新体操新体操新体操

卓球卓球卓球卓球 太極拳太極拳太極拳太極拳

16161616 日日日日 16161616 日日日日

15151515 土土土土 15151515 土土土土

18181818 火火火火 18181818 火火火火

17171717 月月月月 17171717 月月月月

少年フットサル少年フットサル少年フットサル少年フットサル

体操体操体操体操

ソフトバレーソフトバレーソフトバレーソフトバレー

卓球卓球卓球卓球 卓球卓球卓球卓球 体操体操体操体操 なぎなたなぎなたなぎなたなぎなた

20202020 木木木木 20202020 木木木木

19191919 水水水水 19191919 水水水水 卓球教室卓球教室卓球教室卓球教室

卓球卓球卓球卓球バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

卓球卓球卓球卓球

新体操新体操新体操新体操

リズム＆ダンスリズム＆ダンスリズム＆ダンスリズム＆ダンス

空手空手空手空手

よさこいよさこいよさこいよさこい

22222222 土土土土 22222222 土土土土

21212121 金金金金 21212121 金金金金

総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ

卓球卓球卓球卓球

総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ総合型地域スポーツクラブ

バスケットバスケットバスケットバスケット

ゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズ

太極拳太極拳太極拳太極拳 よさこいよさこいよさこいよさこい

24242424 月月月月 24242424 月月月月

23232323 日日日日 23232323 日日日日 バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン

卓球卓球卓球卓球

阿波踊り阿波踊り阿波踊り阿波踊り和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会

和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会和歌山オープンレディース大会 卓球卓球卓球卓球

26262626 水水水水 26262626 水水水水

25252525 火火火火 25252525 火火火火

卓球教室卓球教室卓球教室卓球教室

体操体操体操体操

ソフトバレーソフトバレーソフトバレーソフトバレー

ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会

卓球卓球卓球卓球 卓球卓球卓球卓球

空手空手空手空手体操体操体操体操

28282828 金金金金 28282828 金金金金

27272727 木木木木 27272727 木木木木

卓球卓球卓球卓球

ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会

ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会ソフトテニスインドア大会

リズム＆ダンスリズム＆ダンスリズム＆ダンスリズム＆ダンス よさこいよさこいよさこいよさこい

太極拳太極拳太極拳太極拳

バスケットバスケットバスケットバスケット

バスケットバスケットバスケットバスケット

2020年1月31日現在2020年1月31日現在2020年1月31日現在2020年1月31日現在

29292929 土土土土 29292929 土土土土第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備）第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備）第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備）第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備） 第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備）第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備）第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備）第43回障害児者家族のつながりを広める文化祭（準備）

卓球卓球卓球卓球 卓球卓球卓球卓球

体操体操体操体操

第1回第1回第1回第1回‵‵‵‵yell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベント 第1回第1回第1回第1回‵‵‵‵yell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベントyell″プロジェクトドリームイベント

卓球卓球卓球卓球

ゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズゴールデンキッズ

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

ソフトバレーソフトバレーソフトバレーソフトバレー

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス

バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール

ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス バスケットバスケットバスケットバスケット

リズム＆ダンスリズム＆ダンスリズム＆ダンスリズム＆ダンス

太極拳太極拳太極拳太極拳 よさこいよさこいよさこいよさこい

バウンドテニスバウンドテニスバウンドテニスバウンドテニス

阿波踊り阿波踊り阿波踊り阿波踊り

卓球卓球卓球卓球

卓球卓球卓球卓球 空手空手空手空手

よさこいよさこいよさこいよさこい

第1回第1回第1回第1回‵‵‵‵yell″プロジェクトドリームイベント（準備）yell″プロジェクトドリームイベント（準備）yell″プロジェクトドリームイベント（準備）yell″プロジェクトドリームイベント（準備） 第1回第1回第1回第1回‵‵‵‵yell″プロジェクトドリームイベント（準備）yell″プロジェクトドリームイベント（準備）yell″プロジェクトドリームイベント（準備）yell″プロジェクトドリームイベント（準備）

バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン

卓球卓球卓球卓球


