
日 曜日 行　　事　　名 施設 開始 終了 主催者（団体名）

ABテニスコート
CDテニスコート
AB軟式野球場
ソフトボール場
ABテニスコート
CDテニスコート
AB軟式野球場
ソフトボール場

県テコンドー協会夏季昇段・級審査 体育館 7:00 ～ 13:00 （一社）熊本県テコンドー協会
国体成年強化練習会 ラグビー場 9:00 ～ 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

ABテニスコート
CDテニスコート
AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

国体成年強化練習会 ラグビー場 9:00 ～ 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会
選抜セレクションマッチ スポーツ広場 9:00 ～ 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会
熊本ジュニアテニスリーグ ABテニスコート 9:00 ～ 17:00 熊本県テニス協会
高等学校夏季テニス選手権大会 CDテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県高体連テニス専門部
エンペラーカップ AB軟式野球場 8:00 ～ 18:00 エンペラーカップ野球大会
ハヤカワ旗 ソフトボール場 6:30 ～ 19:00 ハヤカワスポーツ

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

中国・四国アメフト連盟対抗戦 スポーツ広場 6:30 ～ 19:00 ㈱リトルコンシェル
松下杯争奪中学研修大会（女子） ABテニスコート 8:00 ～ 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

中国・四国アメフト連盟対抗戦 スポーツ広場 6:30 ～ 21:30 ㈱リトルコンシェル
松下杯争奪中学研修大会（男子） ABテニスコート 8:00 ～ 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

中国・四国アメフト連盟対抗戦 スポーツ広場 6:30 ～ 21:30 ㈱リトルコンシェル
A軟式野球場
ソフトボール場
B軟式野球場 6:30 ～

中国・四国アメフト連盟対抗戦 スポーツ広場 6:30 ～ 21:30 ㈱リトルコンシェル
A軟式野球場
ソフトボール場

ダンロップスリクソンテニストーナメント ABテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県テニス協会
JPTAｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ九州地区予選大会 メインテニスコート 9:00 ～ 20:00 公益社団法人 日本プロテニス協会
国体成年強化練習会 ラグビー場 9:00 ～ 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

Ａ多目的グラウンド

スポーツ広場

熊本県民総合運動公園 公園受付 096‐380‐7599
ﾒｲﾝﾃﾆｽｺｰﾄ(C･Dﾃﾆｽｺｰﾄ) 096‐389‐2870

熊本県高等学校夏季テニス選手権大会 熊本県高体連テニス専門部19:00～9:00

ＲＫＫ旗選学童軟式野球大会 株式会社 熊本放送18:00～6:30

熊本県高等学校夏季テニス選手権大会 9:00 ～ 19:00 熊本県高体連テニス専門部

ＲＫＫ旗選学童軟式野球大会 6:30 ～ 16:30 株式会社 熊本放送日2
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9:00 ～

土8

19:00 熊本県高体連テニス専門部高等学校夏季テニス選手権大会

6:30 19:00ハヤカワ旗 ハヤカワスポーツ

日9

ハヤカワ旗 6:30 19:00 ハヤカワスポーツ
月10

ハヤカワ旗 6:30 19:00 ハヤカワスポーツ火11

ハヤカワ旗 6:30 19:00 ハヤカワスポーツ水12

熊本ＹＮＫ
～7:00
17:00

太陽スポーツクラブ熊本18:00～8:00

木13

7:00 ～九州選抜夏季プレミア32ベースボールトーナメント 熊本ＹＮＫ17:00金14

九州選抜夏季プレミア32ベースボールトーナメント

土15

ジュニアサッカーリーグ



日 曜日 行　　事　　名 施設 開始 終了 主催者（団体名）

熊本県民総合運動公園 公園受付 096‐380‐7599
ﾒｲﾝﾃﾆｽｺｰﾄ(C･Dﾃﾆｽｺｰﾄ) 096‐389‐2870

ダンロップスリクソンテニストーナメント ABテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県テニス協会
JPTAｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ九州地区予選大会 メインテニスコート 9:00 ～ 20:00 公益社団法人 日本プロテニス協会

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

国体成年強化練習会 ラグビー場 9:00 ～ 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会
ジュニアサッカーリーグ Ａ多目的グラウンド 8:00 ～ 18:00 太陽スポーツクラブ熊本
久留米大学アメリカンフットボール部定期戦 スポーツ広場 6:30 ～ 21:30 ㈱リトルコンシェル
九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会九州のつどい メインテニスコート 9:00 ～ 18:00 九州中学ソフトテニス顧問会

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

久留米大学アメリカンフットボール部定期戦 スポーツ広場 6:30 ～ 21:30 ㈱リトルコンシェル
九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会九州のつどい メインテニスコート 8:00 ～ 18:00 九州中学ソフトテニス顧問会
熊本県高校一年生ソフトテニス競技大会 メインテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県高体連ソフトテニス専門部

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

久留米大学アメリカンフットボール部定期戦 スポーツ広場 6:30 ～ 21:30 ㈱リトルコンシェル
九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会九州のつどい メインテニスコート 8:00 ～ 18:00 九州中学ソフトテニス顧問会
熊本県高校一年生ソフトテニス競技大会 メインテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県高体連ソフトテニス専門部

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

マルクラ杯争奪ソフトテニス大会 メインテニスコート 9:00 ～ 18:00 熊本市ソフトテニス指導者の会
Summer Baseball Festival AB軟式野球場 8:00 ～ 18:00 株式会社ドリームワークス
Summer Baseball Festival AB軟式野球場 8:00 ～ 18:00 株式会社ドリームワークス
熊本選抜セレクションマッチ ラグビー場 9:00 ～ 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会
ダンロップスリクソンテニストーナメント メインテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県テニス協会

AB軟式野球場 ～

ソフトボール場 ～

皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会熊本県予選 スポーツ広場 9:00 ～ 17:00 （一社）熊本県サッカー協会
熊本県小学生選手権大会 メインテニスコート 9:00 ～ 18:00 熊本県ソフトテニス連盟
熊壮クラブ会長杯 Bテニスコート 9:00 ～ 17:00 熊本県ソフトテニス連盟
昇級審査会 体育館 8:00 ～ 13:00 千場道場
エンペラーカップ AB軟式野球場 8:00 ～ 18:00 エンペラーカップ野球大会
熊本選抜セレクションマッチ ラグビー場 9:00 ～ 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会
皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会熊本県予選 スポーツ広場 9:00 ～ 17:00 （一社）熊本県サッカー協会
Ｕ‐10少年サッカー大会開会式 体育館 8:00 ～ 14:00 （一社）熊本県サッカー協会

AB軟式野球場
ソフトボール場

U‐12リーグ戦 Ａ多目的グラウンド 9:00 ～ 17:00 （一社）熊本県サッカー協会
よかもんねカップキッズサッカー大会 スポーツ広場 7:00 ～ 18:00 ＮＰＯ法人 熊本県キッズサッカー協議会
スターカップダブルス大会 メインテニスコート 9:00 ～ 17:00 スターテニススクール
エンペラーカップ AB軟式野球場 8:00 ～ 18:00 エンペラーカップ野球大会
熊本市中学生軟式野球大会 ソフトボール場 7:00 ～ 18:00 熊本市軟式野球連盟
U‐12リーグ戦 Ａ多目的グラウンド 9:00 ～ 17:00 （一社）熊本県サッカー協会
高円宮杯JFAU‐18サッカーリーグ2020熊本 スポーツ広場 8:00 ～ 17:00 （一社）熊本県サッカー協会

31 月 U‐12リーグ戦 Ａ多目的グラウンド 9:00 ～ 17:00 （一社）熊本県サッカー協会

※ この予定は、変更される場合がありますので、詳細につきましては、施設へお問い合わせください。
※ の観戦には、入場料が必要です。

熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ

6:30 18:00 熊本県軟式野球連盟熊日旗学童軟式野球熊本県大会
日16

6:30 18:00 熊本県軟式野球連盟熊日旗学童軟式野球熊本県大会 月17

熊日旗学童軟式野球熊本県大会 6:30 18:00 熊本県軟式野球連盟
火18

熊日旗学童軟式野球熊本県大会 6:30 18:00 熊本県軟式野球連盟
水19

木20

金21

熊日旗学童軟式野球熊本県大会 6:30 18:00 熊本県軟式野球連盟土22

日23

29

日30

熊本市軟式野球連盟18:00～7:00熊本市中学生軟式野球大会 
土


