
日 曜日 行  事  名 施設 開始 終了 主催者（団体名）

熊本県ダブルス選手権大会 ＡＢテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県テニス協会

九州高校新人ソフトテニス大会熊本県予選会（個人戦） 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

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

軟式野球場ＡＢ

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

アルティメットチャレンジカップ スポーツ広場 7:00 ～ 18:00 熊本県フライングディスク協会

高円宮杯ＪＦＡ Ｕ15サッカーリーグ スポーツ広場 18:00 ～ 21:00 （一社）熊本県サッカー協会

熊本県ダブルス選手権大会 ＡＢテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県テニス協会

九州高校新人ソフトテニス大会熊本県予選会（個人戦） 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

秋季スポーツ大会 体育館 12:00 ～ 16:00 熊本県養護協会

（協）熊本木材工業団地レクリエーション大会 ソフトボール場 7:30 ～ 17:00 協同組合 熊本木材工業団地

熊本県社会人リーグ戦  ラグビー場 9:00 ～ 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

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

九州社会人アメリカンフットボールリーグ 秋季リーグ戦 スポーツ広場 8:00 ～ 16:00 熊本市アメリカンフットボール協会

九州各県対抗団体戦 メインテニスコート 9:00 ～ 17:00 熊本県シニアテニス連盟

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

6 火 九州・沖縄ブロック協議会 秋季軟式野球大会 軟式野球場ＡＢ 7:00 ～ 18:00 九州・沖縄ブロック協議会

九州ブロックレディーステニス熊本県大会 ＣＤテニスコート 9:00 ～ 18:00 ＪＬＴＦ熊本県支部

熊本県障がい者グラウンドゴルフ大会 スポーツ広場 6:30 ～ 17:00 社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会

8 木 九州ブロックレディーステニス熊本県大会（予備日） ＣＤテニスコート 9:00 ～ 18:00 ＪＬＴＦ熊本県支部

9 金 九州ブロックレディーステニス熊本県大会 Ｃテニスコート 9:00 ～ 18:00 ＪＬＴＦ熊本県支部

ＡＢテニスコート

メインテニスコート

やまばとこども園・ことりの家保育園合同運動会 体育館 8:00 ～ 17:00 やまばとこども園

託麻商工会 星子軟式野球大会 軟式野球場ＡＢ 9:00 ～ 19:00 託麻商工会 星子

全国高等学校ラグビーフットボール選手権大会熊本県予選 ラグビー場 9:00 ～ 19:00 熊本県高等学校体育連盟

太陽サッカー大会 Ａ多目的グラウンド 8:00 ～ 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

高校ラグビー県大会 スポーツ広場 9:00 ～ 17:00 熊本県ラグビー協会

熊本県高等学校テニス新人大会 ＡＢテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県高等学校体育連盟

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

託麻商工会 星子軟式野球大会 軟式野球場ＡＢ 9:00 ～ 19:00 託麻商工会 星子

全国検察庁親善サッカー大会 ラグビー場 9:00 ～ 17:00 リトルコンシェル

太陽サッカー大会 Ａ多目的グラウンド 8:00 ～ 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

高校ラグビー県大会 スポーツ広場 9:00 ～ 17:00 熊本県ラグビー協会

日11

水7

熊本県高等学校体育連盟19:00～9:00熊本県高等学校テニス新人大会 

土10

熊本市軟式野球連盟土3

日4

月5

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

熊本市中学生軟式野球大会 7:00 ～ 18:00



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

熊本県古希野球大会 軟式野球場ＡＢ 8:00 ～ 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟

龍田校区老人クラブグラウンドゴルフ大会 Ａ多目的グラウンド 9:00 ～ 12:00 龍田校区老人クラブ連合会

15 木 熊本県古希野球大会（予備日） 軟式野球場ＡＢ 8:00 ～ 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟

17 土 ６年生大会 ソフトボール場 7:00 ～ 17:00 熊本ブルーマーリンズ

６年生大会 ソフトボール場 7:00 ～ 17:00 熊本ブルーマーリンズ

菊陽ポップ保育園運動会 Ｂ多目的グラウンド 7:30 ～ 13:30 菊陽ポップ保育園

定期大会 ＣＤテニスコート 9:00 ～ 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

九州各都市市議会議員野球大会 軟式野球場ＡＢ 8:30 ～ 17:00 熊本市議会議員野球クラブ

21 水 龍田校区老人クラブグラウンドゴルフ大会（予備日） Ａ多目的グラウンド 9:00 ～ 12:00 龍田校区老人クラブ連合会

熊本県秋新人大会テニス個人戦（予備日） ＡＢテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県高体連テニス専門部

熊本ジュニアテニスリーグ2020 ＣＤテニスコート 9:00 ～ 17:00 熊本県テニス協会

あーす保育園合同運動会 体育館 8:00 ～ 13:00 あーす保育園 保田窪

読売旗争奪野球九州・山口大会 軟式野球場ＡＢ 6:30 ～ 19:00 読売・トウヤ杯親善軟式野球実行委員会

熊本ブルーマーリンズカップ学童軟式野球大会 ソフトボール場 6:30 ～ 17:00 熊本ブルーマーリンズ 

弓削町内グラウンドゴルフ大会 Ａ多目的グラウンド 8:30 ～ 11:30 弓削町自治会

全国高等学校ラグビーフットボール選手権熊本予選 スポーツ広場 9:00 ～ 19:00 熊本県高等学校体育連盟 

高円宮杯ＪＦＡ Ｕ15サッカーリーグ2020熊本 スポーツ広場 19:00 ～ 21:00 熊本県サッカー協会 

ＡＢテニスコート 8:00 ～ 17:00

ＣＤテニスコート 9:00 ～ 17:00

体育館 9:00 ～ 17:00

Ａ多目的グラウンド 8:00 ～ 17:00

スポーツ広場 8:00 ～ 17:00

全日本春季兼 味岡旗中学生軟式野球熊本県大会 軟式野球場ＡＢ 7:00 ～ 17:00 熊本県軟式野球連盟 

韓国文化交流会運動会 C多目的グラウンド 9:00 ～ 19:00 韓国文化交流会

熊本県シングルス選手権大会 ＡＢテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県テニス連盟

熊本県中学新人大会（個人） メインテニスコート 9:00 ～ 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

熊本県用語協議会秋季スポーツ大会 体育館 7:30 ～ 18:00 熊本県養護協議会 

全日本少年サッカー選手権大会 Ａ多目的グラウンド 8:00 ～ 17:00 （一社）熊本県サッカー協会 

あおぞら運動会 C多目的グラウンド 6:30 ～ 15:00 合同会社 あおぞら

全国高等学校ラグビーフットボール選手権熊本予選 スポーツ広場 9:00 ～ 19:00 熊本県高等学校体育連盟 

高円宮杯ＪＦＡ Ｕ15サッカーリーグ2020熊本 スポーツ広場 19:00 ～ 21:00 熊本県サッカー協会 

※
※

月19

水14

日18

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

土31

土24

県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 熊本県教育庁教育指導局体育保険課

日25


