
熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

4月1日(土) 熊本東ライオンズCUP KYFA 第35回九州なでしこサッカー大会熊本県大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

4月1日(土) キャッスルライオンズ旗軟式野球大会（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月1日(土) 九州高校選抜火の国大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月1日(土) キャッスルライオンズ旗軟式野球大会（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月1日(土) 九州高校選抜火の国大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月1日(土) 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023熊本 サッカー 補助競技場 全面 9:00 19:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

4月1日(土) 九州高校選抜火の国大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月1日(土) ロアッソ熊本ホームゲーム（前日準備） サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月2日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月2日(日) 熊本東ライオンズCUP KYFA 第35回九州なでしこサッカー大会熊本県大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

4月2日(日) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月2日(日) 九州高校選抜火の国大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月2日(日) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月2日(日) 九州高校選抜火の国大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月2日(日) 九州高校選抜火の国大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月2日(日) 国体成年男女招聘試合 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

4月2日(日) 長崎県ラグビースクール交歓会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

4月2日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月3日(月) 県テコンドー協会春季昇級・昇段審査会 その他スポーツ 体育館 全面 ワイヤレスマイク長机・椅子等 8:30 14:00 （一社）熊本県テコンドー協会

4月7日(金) 第４４回(令和５年度)岩永組大運動会　(準備) その他スポーツ パークドーム熊本 全面 16:00 22:00 株式会社　岩永組

4月7日(金) GPシリーズ第31回金栗選抜陸上中長距離大会 陸上 陸上競技場 全面 9:00 19:00 熊本陸上競技協会

4月8日(土) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

4月8日(土) ジュニアスプリングフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

4月8日(土) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月8日(土) 第78回国民体育大会選考会（成年の部） ソフトテニス テニスコートA 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月8日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会
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4月8日(土) 全日本少年熊本市大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月8日(土) 第４４回(令和５年度)岩永組大運動会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 8:00 17:00 株式会社　岩永組

4月8日(土) 第27回チームチャレンジャー春の大会 テニス メインテニスコートC 4面 机・椅子・点数板 9:00 17:00 チーム・チャレンジャー

4月8日(土) 国体少年強化事業 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

4月8日(土) 中学生春季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 18:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

4月8日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月8日(土) GPシリーズ第32回金栗選抜陸上中長距離大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 熊本陸上競技協会

4月9日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月9日(日) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

4月9日(日) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月9日(日) 第79回国民体育大会選考会（成年の部） ソフトテニス テニスコートA 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月9日(日) 第14回熊本社会人軟式野球チャンピオン大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本社会人軟式野球リーグ連合会

4月9日(日) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

4月9日(日) 第40回全日本小学生熊本県予選会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月9日(日) 国体少年強化事業 ラグビー ラグビー場 全面 熊本県ラグビーフットボール協会

4月9日(日) 県内スクールジャンボリー春季大会 ラグビー ラグビー場 全面 17:00 22:00 熊本県ラグビーフットボール協会

4月9日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月14日(金) 令和5年度総会・第1回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 16:00 熊本県壮年テニス愛好会

4月15日(土) 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023熊本 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

4月15日(土) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月15日(土) 全日本少年熊本市大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月15日(土) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

4月15日(土) 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023 九州2部 サッカー 補助競技場 全面 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

4月15日(土) 熊本市中学生ソフトテニス選手権大会(団体） ソフトテニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

4月16日(日) 九州大学サッカーリーグ1部（第2節） サッカー スポーツ広場 全面 9:00 14:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

4月16日(日) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部
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4月16日(日) 令和5年度春季クラブ対抗大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月16日(日) 全日本少年熊本市大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月16日(日) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

4月16日(日) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー 補助競技場 全面 9:00 22:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

4月16日(日) 令和5年度春季クラブ対抗大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月16日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 熊本県ラグビーフットボール協会

4月20日(木) 桜レディーステニス大会　親睦団体戦 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

4月20日(木) 第5回グランドシニア大会 テニス メインテニスコートC 4面 9:00 15:00 熊本県シニアテニス連盟

4月20日(木) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月21日(金) 親子遠足 その他 パークドーム熊本 全面 9:00 14:00 認定こども園東海大学付属かもめ幼稚園

4月21日(金) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

4月22日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

4月22日(土) 全国高校7人制大会熊本県予選大会 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

4月22日(土) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月22日(土) 熊本市中学生ソフトテニス選手権大会(個人） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

4月22日(土) 全日本少年熊本市大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月22日(土) 三菱ファルコンズテニスクリニック テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

4月22日(土) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

4月22日(土) 熊本県陸上競技選手権大会兼国体一次予選 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 22:00 熊本陸上競技協会

4月23日(日) 全国高校7人制大会熊本県予選大会 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

4月23日(日) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月23日(日) 令和５年度熊本県高等学校テニス初心者講習会 テニス テニスコートA 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

4月23日(日) 全日本少年熊本市大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月23日(日) パボラカップ2023in熊本 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 スポーツショップベスト

4月23日(日) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

4月23日(日) 熊本県陸上競技選手権大会兼国体一次予選 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 22:00 熊本陸上競技協会
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4月26日(水) 県第３１回古希春季大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟

4月26日(水) 令和５年度　鎮西高等学校体育大会（予行） その他 パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 鎮西高等学校

4月27日(木) 県第３１回古希春季大会　予備日 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟

4月27日(木) 令和５年度　鎮西高等学校体育大会 その他 パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 鎮西高等学校

4月27日(木) 第5回グランドシニア大会（予備日） テニス メインテニスコートC 4面 9:00 15:00 熊本県シニアテニス連盟

4月28日(金) 熊本総合医療リハビリテーション学院　開校記念体育大会 その他スポーツ スポーツ広場 全面 7:30 14:00 熊本総合医療リハビリテーション学院

4月28日(金) 紫雲祭（高校体育祭） その他スポーツ パークドーム熊本 全面 9:00（8:00） 18:00 熊本学園大学付属高等学校

4月29日(土) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

4月29日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

4月29日(土) ロアッソ熊本スポーツクラブ主催キッズサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

4月29日(土) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月29日(土) 熊本県養護協議会交流試合 バレーボール 体育館 全面 8:00 17:00 熊本県養護協議会

4月29日(土) 令和5年度熊本県中学生選手権大会（団体） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月29日(土) 熊本県養護協議会交流試合 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県養護協議会

4月29日(土) 体育祭全体予行 その他 パークドーム熊本 全面 9:00 22:00 真和中学高等学校

4月29日(土) 第３３回私学陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 18:00 19:00 熊本陸上競技協会

4月30日(日) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

4月30日(日) なでしこキッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

4月30日(日) 熊日旗学童熊本市大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月30日(日) 令和5年度四半的弓道 熊本大会 その他スポーツ 体育館 全面 8:00 14:00 熊本県四半的弓道連盟　熊本協会

4月30日(日) 令和5年度熊本県中学生団体トーナメント ソフトテニス テニスコートA・B 全面 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

4月30日(日) 全日本少年熊本市大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

4月30日(日) 体育祭 その他 パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 真和中学高等学校

4月30日(日) RKKカップ争奪KFA第30回全国クラブチームサッカー選手権大会 2回戦 サッカー 補助競技場 全面 9:00 19:00 株式会社熊本放送

4月30日(日) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月1日(月) 第一高校創立120周年記念一高祭体育部門（体育祭） その他スポーツ パークドーム熊本 全面 7:00 18:00 熊本県立第一高等学校



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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開始
時刻
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5月2日(火) 第一高校創立120周年記念一高祭体育部門（体育祭） その他スポーツ パークドーム熊本 全面 7:00 18:00 熊本県立第一高等学校

5月2日(火) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月3日(水) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月3日(水) 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023熊本1部 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

5月3日(水) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月3日(水) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月3日(水) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月3日(水) 中学生交流大会 ラグビー ラグビー場 全面 熊本県ラグビーフットボール協会

5月3日(水) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月4日(木) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

5月4日(木) 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023熊本1部 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

5月4日(木) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月4日(木) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月4日(木) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月4日(木) 中学生交流大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月4日(木) 第４２回熊本市陸上競技選手権大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 熊本陸上競技協会

5月5日(金) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

5月5日(金) 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023熊本1部 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

5月5日(金) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月5日(金) 令和5年度第16回尚絅杯女子ソフトテニス大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月5日(金) 中九州春季ソフトテニス研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

5月6日(土) JFA U-12リーグin熊本県 サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

5月6日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

5月6日(土) KFA 第38回熊本県クラブユースサッカー選手権（U-1５)大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

5月6日(土) 九電旗少年熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A 1面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

5月6日(土) 第４６回九州連合会長杯軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 7:00 18:00 熊本県軟式野球連盟
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5月6日(土) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月6日(土) ロアッソ熊本ホームゲーム（前日準備） サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月7日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月7日(日) KFA 第38回熊本県クラブユースサッカー選手権（U-1５)大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

5月7日(日) 高円宮賜杯学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

5月7日(日) 熊本市剣道連盟春季段位審査会 その他 体育館 全面 体育館事務所2階 7:00 18:00 熊本市剣道連盟

5月7日(日) 高円宮賜杯学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A 1面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

5月7日(日) 第４６回九州連合会長杯軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 7:00 18:00 熊本県軟式野球連盟

5月7日(日) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月7日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月9日(火) 体育大会予行練習 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 22:00 熊本商業高等学校

5月9日(火) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(グランドゴルフ) その他スポーツ ラグビー場 全面 9:00 19:00 熊本さわやか長寿財団

5月10日(水) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ペタンク) その他スポーツ A多目的グラウンド 全面 7:30 17:00 熊本さわやか長寿財団

5月10日(水) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ゲートボール) その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 熊本さわやか長寿財団

5月10日(水) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(テニス) テニス パークドーム熊本 6面 9:00 16:00 熊本さわやか長寿財団

5月10日(水) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトテニス) ソフトテニス パークドーム熊本 6面 9:00 16:00 熊本さわやか長寿財団

5月10日(水) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(グランドゴルフ) その他スポーツ ラグビー場 全面 9:00 19:00 熊本さわやか長寿財団

5月11日(木) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ペタンク) その他スポーツ A多目的グラウンド 全面 7:30 17:00 熊本さわやか長寿財団

5月11日(木) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ゲートボール) その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 熊本さわやか長寿財団

5月11日(木) 2023年度第19回熊本県障がい者グラウンド・ゴルフ大会　準備 その他スポーツ スポーツ広場 全面 13:00 22:00 社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会

5月11日(木) 2023年度　春季軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 九州・沖縄ブロック協議会

5月11日(木) 体育大会 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 17:00 熊本商業高等学校

5月12日(金) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ペタンク) その他スポーツ A多目的グラウンド 全面 7:30 17:00 熊本さわやか長寿財団

5月12日(金) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ゲートボール) その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 9:00 19:00 熊本さわやか長寿財団

5月12日(金) 2023年度第19回熊本県障がい者グラウンド・ゴルフ大会 その他スポーツ スポーツ広場 全面 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

5月12日(金) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトボール) ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 13:00 21:00 熊本さわやか長寿財団
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5月12日(金) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトボール) ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 13:00 21:00 熊本さわやか長寿財団

5月12日(金) 体育大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面  電光掲示板放送機材等 7:30 18:00 ルーテル学院高校

5月12日(金) 体育大会 その他スポーツ パークドーム熊本 会議室 7:30 18:00 ルーテル学院高校

5月13日(土) JFA U-12リーグin熊本県 サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

5月13日(土) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

5月13日(土) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトボール) ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:30 21:00 熊本さわやか長寿財団

5月13日(土) サンクKカップ　テニス大会 テニス テニスコートA 全面 8:00 17:00 熊本国税局　テニスサークル

5月13日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

5月13日(土) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトボール) ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:30 21:00 熊本さわやか長寿財団

5月13日(土) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月13日(土) 令和5年度熊本県高校選手権兼国体一次予選 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

5月13日(土) 関東ラグビー春季公式戦「早稲田大学ｖｓ明治大学」準備・練習 ラグビー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月14日(日) 関東ラグビー春季公式戦「早稲田大学ｖｓ明治大学」 ラグビー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月14日(日) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(サッカー) サッカー スポーツ広場 全面 7:30 17:00 熊本さわやか長寿財団

5月14日(日) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトボール) ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:30 21:00 熊本さわやか長寿財団

5月14日(日) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトバレーボール) その他スポーツ 体育館 全面 7:30 16:00 熊本さわやか長寿財団

5月14日(日) 第2回定期大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 16:00 熊本県壮年テニス愛好会

5月14日(日) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトボール) ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:30 17:00 熊本さわやか長寿財団

5月14日(日) 関東ラグビー春季公式戦「早稲田大学ｖｓ明治大学」 ラグビー パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月14日(日) 関東ラグビー春季公式戦「早稲田大学ｖｓ明治大学」 ラグビー 補助競技場 全面 17:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月14日(日) 関東ラグビー春季公式戦「早稲田大学ｖｓ明治大学」 ラグビー メインテニスコート 全面 8:00 18:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月14日(日) 関東ラグビー春季公式戦「早稲田大学ｖｓ明治大学」 ラグビー ラグビー場 全面 熊本県ラグビーフットボール協会

5月14日(日) 関東ラグビー春季公式戦「早稲田大学ｖｓ明治大学」 ラグビー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月15日(月) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(ソフトボール) ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:30 17:00 熊本さわやか長寿財団

5月15日(月) 体育大会予行練習 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 会議室など 7:30 22:00 熊本国府高等学校

5月16日(火) 体育大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 会議室など 7:30 18:30 熊本国府高等学校
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5月16日(火) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月17日(水) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月17日(水) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月18日(木) ＪＡ福岡市　粋生倶楽部グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 10:00 15:00 ＪＡ福岡市　粋生倶楽部

5月18日(木) 第80回定期大会 テニス メインテニスコートC 3面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

5月18日(木) 第80回定期大会 テニス メインテニスコートD 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

5月19日(金) 富合中学校体育大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 場内放送器具 8:00 17:00 熊本市立富合中学校

5月20日(土) 第34回熊本県スポーツ少年団ソフトボール大会 ソフトボール A多目的グラウンド 全面 8:00 14:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

5月20日(土) 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 九州 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

5月20日(土) 第34回熊本県スポーツ少年団ソフトボール大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 6:30 22:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

5月20日(土) RKK杯熊本県総合テニス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月20日(土) 九電旗少年熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

5月20日(土) オリーブハートカップ　第11回JLTF熊本テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

5月20日(土) 国体二次選考会 テニス メインテニスコートC 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月20日(土) KPTCダブルス大会 テニス メインテニスコートD 全面 本部室 9:00 16:00 熊本県庁テニスクラブ

5月20日(土) 第１回長距離記録会・跳躍記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 9:00 19:00 熊本陸上競技協会

5月20日(土) 第22回くまもと障がい者スポーツ大会準備 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 会議室 19:00 21:00 熊本県社会福祉事業団　事業課

5月21日(日) 第34回熊本県スポーツ少年団ソフトボール大会 ソフトボール A多目的グラウンド 全面 8:00 14:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

5月21日(日) 社会人アメリカンフットボール西日本大会 その他スポーツ スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本市アメリカンフットボール協会

5月21日(日) 第34回熊本県スポーツ少年団ソフトボール大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 6:30 18:30 公益財団法人熊本県スポーツ協会

5月21日(日) 幼児音体指導者1日講習会(マーチング) その他 体育館 全面 9:00 17:00 全日本幼児教育連盟　九州事務局

5月21日(日) 宮本杯テニス大会 テニス テニスコートA 全面 9:00 16:00 熊大本荘テニスクラブ

5月21日(日) 九電旗少年熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

5月21日(日) ベースボールショップ・ドラフトカップ争奪第23回全九州小学生ティーボール大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 スポーツ福祉くまもと

5月21日(日) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(健康マラソン) その他スポーツ 補助競技場周辺 全面 園路 9:00 19:00 熊本さわやか長寿財団

5月21日(日) 第35回熊本県シルバースポーツ交流大会(健康マラソン) その他スポーツ 補助競技場周辺 全面 園路 8:00 14:00 熊本さわやか長寿財団



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

5月21日(日) 国体二次選考会 テニス メインテニスコートC 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月21日(日) 庄口テニスクラブ　第150回定期大会 テニス メインテニスコートD 4面 9:00 15:00 熊本庄口テニスクラブ

5月21日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 19:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月21日(日) 第22回くまもと障がい者スポーツ大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 会議室 9:00 19:00 熊本県社会福祉事業団　事業課

5月22日(月) 国体二次選考会 テニス メインテニスコートC 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

5月24日(水) 龍田老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ A多目的グラウンド 全面 9:00 17:00 龍田老人クラブ連合会

5月25日(木) 龍田老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会（予備日） その他スポーツ A多目的グラウンド 全面 9:00 17:00 龍田老人クラブ連合会

5月25日(木)
令和５年度救護施設スポーツ交流会（グラウンドゴルフ・ペタンク・輪投げ・玉入
れ）

その他スポーツ パークドーム熊本 全面 会議室 9:00 16:00 熊本県救護施設協議会

5月25日(木) 第80回定期大会（予備日） テニス メインテニスコートC 3面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

5月25日(木) 第80回定期大会（予備日） テニス メインテニスコートD 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

5月27日(土) 第18回RKK旗選抜少年軟式野球大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

5月27日(土) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

5月27日(土) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技　1回戦 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

5月27日(土) 高円宮賜杯学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

5月27日(土) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス テニスコートA・B 全面 8:00 20:00 熊本県高等学校体育連盟

5月27日(土) 第18回RKK旗選抜少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

5月27日(土) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 8:00 20:00 熊本県高等学校体育連盟

5月27日(土) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技顧問会議 テニス パークドーム熊本 会議室 10:00 12:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

5月27日(土) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス メインテニスコート 全面 8:00 20:00 熊本県高等学校体育連盟

5月27日(土) 熊本県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

5月27日(土) 高校総体 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月27日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 18:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月27日(土) 第２６３回熊本市陸上競技記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 18:00 熊本陸上競技協会

5月28日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

5月28日(日) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

5月28日(日) 高円宮賜杯学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

5月28日(日) 【開会式・抽選会】熊日学童五輪サッカー大会 その他 体育館 全面 8:00 14:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

5月28日(日) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 8:00 20:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

5月28日(日) 第18回RKK旗選抜少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

5月28日(日) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

5月28日(日) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

5月28日(日) 熊本県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

5月28日(日) 高校総体 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

5月28日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

6月1日(木) 熊本県高等学校総合体育大会総合開会式リハーサル その他 パークドーム熊本 全面 9:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技　3回戦 サッカー スポーツ広場 全面 10:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 運動会予行練習 その他 体育館 全面 6:30 13:00 幼保連携型認定こども園よつば保育園

6月2日(金) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス テニスコートA・B 全面 13:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 13:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会総合開会式 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 13:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月2日(金) 熊本県高等学校総合体育大会陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 12:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会臨時駐車場兼駐輪場 その他 A多目的グラウンド 全面 8:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技　4回戦 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス テニスコートA・B 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

6月3日(土) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会相撲競技大会 相撲 相撲場 全面 10:00 12:30 熊本県高等学校体育連盟

6月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 熊本県高等学校総合体育大会臨時駐車場兼駐輪場 その他 A多目的グラウンド 全面 8:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技　準々決勝 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月4日(日) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス テニスコートA・B 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 熊本県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月4日(日) 熊本県高等学校総合体育大会陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月5日(月) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月5日(月) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス テニスコートA・B 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月5日(月) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月5日(月) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月5日(月) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月5日(月) 熊本県高等学校総合体育大会陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月6日(火) 熊本県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月6日(火) 高校総体 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月6日(火) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月6日(火) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

6月6日(火) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

6月6日(火) 令和５年度熊本県高等学校総合体育大会テニス競技大会(予備日) テニス パークドーム熊本 全面 8:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

6月6日(火) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟
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6月6日(火) 熊本県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

6月7日(水) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技　決勝 サッカー 陸上競技場 全面 会議室等 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月7日(水) 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月8日(木) 運動会実技研修会 その他 体育館 全面 12:00 18:00 有限会社すずき出版熊本販売

6月8日(木) 指導力向上研修会 その他スポーツ パークドーム熊本 プール全面 9:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

6月8日(木) 指導力向上研修会 その他スポーツ 陸上競技場 全面 会議室２部屋 8:30 17:00 熊本県教育庁体育保健課

6月9日(金) 運動会準備 その他 体育館 全面 17:00 21:00 幼保連携型認定こども園よつば保育園

6月9日(金) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 12:00 22:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月9日(金) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 10:00 22:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月10日(土) 第43回熊本県スポーツ少年団軟式野球大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 8:00 14:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

6月10日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

6月10日(土) KFA 第38回熊本県クラブユースサッカー選手権（U-1５)大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月10日(土) 第43回熊本県スポーツ少年団軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 22:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

6月10日(土) 運動会 その他 体育館 全面 6:30 15:00 幼保連携型認定こども園よつば保育園

6月10日(土) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 22:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月10日(土) 第43回熊本県スポーツ少年団軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A 1面 6:30 19:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

6月10日(土) 第43回熊本県スポーツ少年団軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 6:30 22:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

6月10日(土) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 7:00 22:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月10日(土) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 22:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月10日(土) 中学生春季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月10日(土) 第２回タグ・サマーソニック ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月10日(土) 第３８回中学校陸上選手権・混成競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 17:00 熊本陸上競技協会

6月11日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

6月11日(日) KKTみらいキッズサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 株式会社 熊本県民テレビ

6月11日(日) 第43回熊本県スポーツ少年団軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 18:30 公益財団法人熊本県スポーツ協会

6月11日(日) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

6月11日(日) 第43回熊本県スポーツ少年団軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:30 18:30 公益財団法人熊本県スポーツ協会

6月11日(日) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 　 7:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月11日(日) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月11日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月11日(日) 国体少年強化事業 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月11日(日) 第３８回中学校陸上選手権・混成競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 17:00 熊本陸上競技協会

6月11日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 17:00 22:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

6月12日(月) 第4回全日本ミックスダブルス選手権大会（予備日） ソフトテニス パークドーム熊本 全面 7:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月12日(月) 第3回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

6月14日(水) 運動会リハーサル その他 パークドーム熊本 全面 9:00 12:30 木の葉こども園

6月15日(木) 大20回ピンクリボンレディーステニス大会熊本県大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

6月16日(金) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月16日(金) 全九州高校総体サッカー競技大会（練習会場） サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月16日(金) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月16日(金) 第37回青婦人部大運動会（準備） その他スポーツ パークドーム熊本 全面 16:00 22:00 肥後銀行従業員組合

6月16日(金) 大20回ピンクリボンレディーステニス大会熊本県大会 テニス パークドーム熊本 3面 9:00 13:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

6月17日(土) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月17日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

6月17日(土) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月17日(土) 熊本市中学校総合体育大会ソフトボール競技大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月17日(土) 第78回国民体育大会選考会（成年の部） ソフトテニス テニスコートA 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月17日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

6月17日(土) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月17日(土) 第37回青婦人部大運動会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 8:00 17:00 肥後銀行従業員組合

6月17日(土) バナナスターカップ テニス メインテニスコート 15面 本部室 9:00 18:00 スターテニススクール

6月17日(土) 中学生春季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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開始
時刻
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6月17日(土) 第３９回日清カップ全国小学生陸上競技交流大会県予選会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 17:00 熊本陸上競技協会

6月18日(日) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月18日(日) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月18日(日) 熊本市中学校総合体育大会ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月18日(日) 熊本市剣道連盟指導者講習会 その他 体育館 全面 8:00 18:00 熊本市剣道連盟

6月18日(日) 第79回国民体育大会選考会（成年の部） ソフトテニス テニスコートA 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

6月18日(日) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月18日(日) 全日本テニス選手権西日本大会熊本県予選大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 22:00 熊本県テニス協会

6月18日(日) 全九州高校総体サッカー競技大会（試合会場） サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月18日(日) バナナスターカップ テニス メインテニスコート 15面 本部室 9:00 18:00 スターテニススクール

6月18日(日) 九州地区フラッグフットボール　春季大会 その他スポーツ ラグビー場 全面 9:00 16:00
熊本リトルマーベリックス（九州フラッグ

フットボール協会）

6月19日(月) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月19日(月) 熊本市中学校総合体育大会　サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月19日(月) 熊本市中学校総合体育大会ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月19日(月) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月19日(月) 熊本市中学校総合体育大会　テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月19日(月) 熊本市中学校総合体育大会　テニス競技大会 テニス メインテニスコート 15面 本部室 8:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月19日(月) 九州高等学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

6月20日(火) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月20日(火) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会（予備日） サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月20日(火) 熊本市中学校総合体育大会ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月20日(火) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月20日(火) 熊本市中学校総合体育大会　テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月21日(水) 熊本市中学校総合体育大会　サッカー競技大会（予備日） サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月21日(水) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月21日(水) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟
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6月21日(水) 第103回天皇杯２回戦（本戦） サッカー 陸上競技場 全面 15:00 21:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

6月22日(木) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月22日(木) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月22日(木) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月23日(金) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月23日(金) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月23日(金) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月23日(金) 熊本市中学校総合体育大会　軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月23日(金) 菊池郡市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 7:00 19:00 菊池郡市中学校体育連盟

6月23日(金) 熊本市中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 熊本市中学校総合体育大会ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 運動会 その他 パークドーム熊本 全面 9:00 12:30 木の葉こども園

6月24日(土) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 熊本市中学校総合体育大会ラグビー競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 8:00 14:00 熊本市中学校体育連盟

6月24日(土) 熊本市中体連大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月24日(土) 第６９回全日本中学校通信陸上熊本大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 17:00 熊本陸上競技協会

6月25日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:30 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

6月25日(日) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月25日(日) 熊本市中学校総合体育大会ソフトボール競技大会（予備日） ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月25日(日) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月25日(日) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月25日(日) 日本投一モルック大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 くまもとモルックの会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

6月25日(日) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月25日(日) 熊本市中学校総合体育大会ラグビー競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 8:00 14:00 熊本市中学校体育連盟

6月25日(日) 熊本市中体連大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月25日(日) 第６９回全日本中学校通信陸上熊本大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 17:00 熊本陸上競技協会

6月25日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 17:00 22:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

6月26日(月) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月26日(月) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会（予備日） サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月26日(月) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月26日(月) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月26日(月) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月26日(月) 熊本市中学校総合体育大会ラグビー競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 8:00 14:00 熊本市中学校体育連盟

6月26日(月) 熊本市中体連大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

6月27日(火) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月27日(火) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会（予備日） サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月27日(火) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月27日(火) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月27日(火) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月27日(火) 熊本市中学校総合体育大会ラグビー競技大会（予備日） ラグビー ラグビー場 全面 8:00 14:00 熊本市中学校体育連盟

6月28日(水) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月28日(水) 熊本市中学校総合体育大会サッカー競技大会（予備日） サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本市中学校体育連盟

6月28日(水) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月28日(水) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月28日(水) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月28日(水) 指導力向上研修会 その他スポーツ 陸上競技場 全面 会議室２部屋 8:30 17:00 熊本県教育庁体育保健課

6月29日(木) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月29日(木) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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6月29日(木) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月29日(木) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月30日(金) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月30日(金) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

6月30日(金) 熊本市中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本市中学校体育連盟

6月30日(金) 熊本市中学校総合体育大会ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本市中学校体育連盟

7月1日(土) JFA U-12リーグin熊本県 サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月1日(土) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月1日(土) ろうきん旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月1日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

7月1日(土) ろうきん旗学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月1日(土) 国体二次予選（少年少女の部） テニス パークドーム熊本 6面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

7月1日(土) 「火の国杯争奪」車いすテニス九州大会 テニス パークドーム熊本 6面 9:00 17:00 熊本車いすテニスクラブ

7月1日(土) 中学生合同練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

7月1日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 17:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

7月1日(土) 第2回長距離記録会・跳躍記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 17:00 熊本陸上競技協会

7月2日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

7月2日(日) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月2日(日) ろうきん旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月2日(日) 令和5年度熊空連第1回強化練習会 その他スポーツ 体育館 全面 8:30 16:30 一般社団法人　熊本県空手道連盟

7月2日(日) 第21回熊本県クラブ選手権 ソフトテニス テニスコートA 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

7月2日(日) STEP２（Ｕ14－Ｕ17）ジュニアジャパンカップ選考会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

7月2日(日) ろうきん旗学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月2日(日) 国体二次予選（少年少女の部） テニス パークドーム熊本 6面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

7月2日(日) 「火の国杯争奪」車いすテニス九州大会 テニス パークドーム熊本 6面 9:00 16:00 熊本車いすテニスクラブ

7月2日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会
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7月2日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 22:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

7月3日(月) 桑名杯レディーステニス大会2023byDUNLOP熊本県大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

7月5日(水) 運動会予行練習 その他 パークドーム熊本 全面 8:00 13:00 認定こども園美鈴幼稚園

7月6日(木) 第１１回九州古希軟式野球選手権大会予選 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟

7月6日(木) ローチェカップ　九州大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

7月7日(金) 第１１回九州古希軟式野球選手権大会予選　予備日 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟

7月7日(金) 運動会準備（予備） その他 パークドーム熊本 全面 14:00 22:00 認定こども園美鈴幼稚園

7月8日(土) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月8日(土) 中学生合同練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

7月8日(土) 国体最終選考 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

7月9日(日) 第66回熊本県児童福祉施設球技大会（予選）予備日 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:30 12:30 熊本県養護協議会

7月9日(日) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月9日(日) ろうきん旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月9日(日) 庄口テニスクラブ　夏季チャレンジ大会 テニス テニスコートA 全面 9:00 15:00 熊本庄口テニスクラブ

7月9日(日) 熊本ジュニアテニスリーグ テニス テニスコートB 全面 9:00 15:00 熊本県テニス協会

7月9日(日) 第66回熊本県児童福祉施設球技大会（予選）予備日 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:30 12:30 熊本県養護協議会

7月9日(日) ポカリスエットチーム対抗 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

7月9日(日) 第4回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

7月9日(日) 日本フラッグフットボール　女子選手権 その他スポーツ ラグビー場 全面 9:00 16:00
熊本リトルマーベリックス（九州フラッグ

フットボール協会）

7月9日(日) 国体最終選考 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

7月10日(月)
第６０回（令和５年度）九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会テニス競技1
日目

テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 久留米工業高等専門学校

7月11日(火)
第６０回（令和５年度）九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会テニス競技2
日目

テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 久留米工業高等専門学校

7月13日(木) 運動会準備 その他 パークドーム熊本 全面 14:00 22:00 認定こども園美鈴幼稚園

7月13日(木) 第9回年齢別ダブルス選手権大会 テニス メインテニスコートC 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

7月14日(金) 運動会 その他 パークドーム熊本 全面 8:00 14:00 認定こども園美鈴幼稚園

7月15日(土) 日本代表戦（未定） ラグビー 陸上競技場 全面 8:00 18:00 熊本県ラグビーフットボール協会
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7月16日(日) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

7月16日(日) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月16日(日) ろうきん旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月16日(日) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月16日(日) エンペラーカップ野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 エンペラーカップ

7月16日(日) 熊本県中学校総合体育大会　テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 7:30 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月16日(日) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月16日(日) 熊本県中学校総合体育大会　ラグビー競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 7:30 14:00 熊本県中学校体育連盟

7月16日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 22:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

7月17日(月) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

7月17日(月) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月17日(月) 九電旗学童県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月17日(月) 九電旗学童県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月17日(月) ジュニアチャレンジテニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

7月17日(月) 熊本市中学生研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

7月19日(水) 第103回天皇杯３回戦（予備日）本戦 サッカー 陸上競技場 全面 15:00 21:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月20日(木) 第21回熊日レディーススポーツ大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

7月20日(木) 第9回年齢別ダブルス選手権大会（予備日） テニス メインテニスコートC 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

7月21日(金) 熊本県中学校総合体育大会　軟式野球競技大会（準備） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 14:00 19:00 熊本県中学校体育連盟

7月22日(土) 熊本県中学校総合体育大会　軟式野球競技大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本県中学校体育連盟

7月22日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

7月22日(土) 九州・中国地区親善試合（9県参加） ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 熊本県ラグビーフットボール協会

7月22日(土) 九電旗学童県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月22日(土) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月22日(土) 熊本県中学校総合体育大会　軟式野球競技大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月22日(土) 熊本県中学校総合体育大会　テニス競技大会 テニス パークドーム熊本 全面 7:30 22:00 熊本県中学校体育連盟
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7月22日(土) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月22日(土) 熊本県中学校総合体育大会　ラグビー競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 7:30 14:00 熊本県中学校体育連盟

7月22日(土) 熊本県中体連陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

7月23日(日) 熊本県中学校総合体育大会　軟式野球競技大会（予備会場） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本県中学校体育連盟

7月23日(日) 九州・中国地区親善試合（9県参加） ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 熊本県ラグビーフットボール協会

7月23日(日) 九電旗学童県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月23日(日) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月23日(日) 熊本県中学校総合体育大会　軟式野球競技大会（予備会場） 軟式野球 軟式野球場A 1面 7:00 19:00 熊本県中学校体育連盟

7月23日(日) 熊本県中学校総合体育大会　軟式野球競技大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 7:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月23日(日) 熊本県中学校総合体育大会　テニス競技大会（予備日） テニス パークドーム熊本 全面 7:30 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月23日(日) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月23日(日) 熊本県中学校総合体育大会　ラグビー競技大会（予備日） ラグビー ラグビー場 全面 7:30 14:00 熊本県中学校体育連盟

7月23日(日) 熊本県中体連陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

7月24日(月) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

7月24日(月) KYFA 九州トレセン女子U-14大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月24日(月) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月24日(月) 熊本県中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月24日(月) 熊本県中学校総合体育大会　テニス競技大会（予備日） テニス パークドーム熊本 全面 7:30 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月24日(月) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月24日(月) 熊本県中学校総合体育大会　ラグビー競技大会（予備日） ラグビー ラグビー場 全面 7:30 14:00 熊本県中学校体育連盟

7月24日(月) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 22:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

7月25日(火) 熊本県中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本県中学校体育連盟

7月25日(火) 九電旗学童県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月25日(火) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月25日(火) 熊本県中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月25日(火) 熊本県中学校総合体育大会　テニス競技大会（予備日） テニス パークドーム熊本 全面 7:30 22:00 熊本県中学校体育連盟
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7月25日(火) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月25日(火) 熊本県中学校総合体育大会　ラグビー競技大会（予備日） ラグビー ラグビー場 全面 7:30 14:00 熊本県中学校体育連盟

7月26日(水) 熊本県中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:00 19:00 熊本県中学校体育連盟

7月26日(水) ジュニアサマーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

7月26日(水) 九電旗学童県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

7月26日(水) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月26日(水) 熊本県中学校総合体育大会軟式野球競技大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月26日(水) 熊本県中学校総合体育大会　テニス競技大会（予備日） テニス パークドーム熊本 全面 7:30 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月26日(水) 熊本県中学校総合体育大会　ソフトテニス競技大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 6:00 22:00 熊本県中学校体育連盟

7月26日(水)
第７４回日本学校農業クラブ連盟全国大会令和５年度熊本大会リハーサル大
会平板測量競技会

その他 陸上競技場 全面 会議室、室内走路、場内放送器具 9:00 15:00 第７４回日本学校農業クラブ全国大会令和５年度熊本大会令和５年度熊本大会測量競技会事務局

7月27日(木) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

7月27日(木) MIZUNOドリームカップ その他 会議室 全面 9:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月27日(木) ジュニアサマーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

7月27日(木) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

7月27日(木) 九州ジュニアテニス夏季交流戦 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 17:00 スターテニススクール

7月27日(木) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

7月27日(木) MIZUNOドリームカップ その他 パークドーム熊本 全面 9:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月27日(木) MIZUNOドリームカップ その他 ミーティングルーム 全面 9:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月27日(木) 九州ジュニアテニス夏季交流戦 テニス メインテニスコート 15面 本部室 9:00 17:00 スターテニススクール

7月27日(木)
第７４回日本学校農業クラブ連盟全国大会令和５年度熊本大会リハーサル大
会平板測量競技会

その他 陸上競技場 全面 会議室、室内走路、場内放送器具 9:00 19:00 第７４回日本学校農業クラブ全国大会令和５年度熊本大会令和５年度熊本大会測量競技会事務局

7月28日(金) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ その他 会議室 全面 9:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ その他 スタジオ 全面 13:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) ジュニアサマーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 12:00 18:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) 九州ジュニアテニス夏季交流戦 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 17:00 スターテニススクール
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7月28日(金) MIZUNOドリームカップ その他 トレーニング室 全面 13:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 12:00 18:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ その他 パークドーム熊本 全面
音響設備
スクリー

ン
9:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ その他 プール 全面 13:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ その他 ミーティングルーム 全面 9:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月28日(金) 九州ジュニアテニス夏季交流戦 テニス メインテニスコート 15面 本部室 9:00 17:00 スターテニススクール

7月28日(金)
第７４回日本学校農業クラブ連盟全国大会令和５年度熊本大会リハーサル大
会平板測量競技会

その他 陸上競技場 全面 会議室、室内走路、場内放送器具 7:30 17:30 第７４回日本学校農業クラブ全国大会令和５年度熊本大会令和５年度熊本大会測量競技会事務局

7月28日(金) MIZUNOドリームカップ 軟式野球  陸上競技場会議室106・107号室 全面 17:00 20:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月29日(土) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

7月29日(土) MIZUNOドリームカップ その他 会議室 全面 8:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月29日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

7月29日(土) 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023熊本 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月29日(土) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 16:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月29日(土) 体育堂ソフトテニス選手権大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 19:00 スポーツプラザ体育堂

7月29日(土) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 軟式野球場A 1面 6:00 18:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月29日(土) MIZUNOドリームカップ その他 パークドーム熊本 全面
音響設備
スクリー

ン
8:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月29日(土) MIZUNOドリームカップ その他 ミーティングルーム 全面 8:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月29日(土) 体育堂ソフトテニス選手権大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 19:00 スポーツプラザ体育堂

7月29日(土) 第２６４回熊本市陸上競技記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 18:00 熊本陸上競技協会

7月29日(土) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 軟式野球場B 1面 6:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月30日(日) MIZUNOドリームカップ その他 会議室 全面 8:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月30日(日) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル（予選リーグ） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月30日(日) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 16:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月30日(日) 体育堂ソフトテニス選手権大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 19:00 スポーツプラザ体育堂

7月30日(日) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 軟式野球場A 1面 6:00 18:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月30日(日) MIZUNOドリームカップ その他 パークドーム熊本 全面
音響設備
スクリー

ン
8:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

7月30日(日) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル（予選リーグ） サッカー 補助競技場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月30日(日) MIZUNOドリームカップ その他 ミーティングルーム 全面 8:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月30日(日) 体育堂ソフトテニス選手権大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 19:00 スポーツプラザ体育堂

7月30日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

7月30日(日) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 軟式野球場B 1面 6:00 22:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月31日(月) MIZUNOドリームカップ その他 会議室 全面 8:00 19:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月31日(月) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル（予選リーグ） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

7月31日(月) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 13:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月31日(月) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 軟式野球場A 1面 6:00 15:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月31日(月) MIZUNOドリームカップ その他 パークドーム熊本 全面
音響設備
スクリー

ン
8:00 19:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月31日(月) MIZUNOドリームカップ その他 ミーティングルーム 全面 8:00 19:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

7月31日(月) 体育堂ソフトテニス選手権大会（予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 19:00 スポーツプラザ体育堂

7月31日(月) MIZUNOドリームカップ 軟式野球 軟式野球場B 1面 6:00 15:00 一般財団法人　熊本県スポーツ振興事業団

8月1日(火) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月1日(火) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル（決勝リーグ） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月1日(火) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月1日(火) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月1日(火) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル（決勝リーグ） サッカー 補助競技場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月2日(水) 第66回熊本県児童福祉施設球技大会（決勝） 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:30 12:30 熊本県養護協議会

8月2日(水) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月2日(水) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月2日(水) 第66回熊本県児童福祉施設球技大会（決勝） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:30 12:30 熊本県養護協議会

8月3日(木) 第66回熊本県児童福祉施設球技大会（決勝）予備日 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 7:30 12:30 熊本県養護協議会

8月3日(木) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月3日(木) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月3日(木) 第66回熊本県児童福祉施設球技大会（決勝）予備日 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:30 12:30 熊本県養護協議会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

8月3日(木) 2023ファミリーエンジョイテニス テニス パークドーム熊本 3面 9:00 13:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

8月3日(木) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル サッカー 補助競技場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月4日(金) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 A多目的グラウンド 全面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月4日(金) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月4日(金) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月4日(金) 第20回RKK旗選抜学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:00 18:00 株式会社熊本放送

8月5日(土) ジュニアサッカーリーグ サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 18:00 太陽スポーツクラブ熊本

8月5日(土) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月5日(土) 第27回松下杯中学生大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月5日(土) 九州学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月5日(土) KPTC団体戦 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 16:00 熊本県庁テニスクラブ

8月5日(土) 第30回熊本県高校1年生大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月5日(土) 中学選抜セレクションマッチ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月5日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 17:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

8月5日(土) 小学生チャレンジ記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 17:00 熊本陸上競技協会

8月6日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

8月6日(日) 熊本未来サマーサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月6日(日) ダンロップスリクソンテニストーナメント テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

8月6日(日) 九州学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月6日(日) フンドーキン女子ダブルス テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

8月6日(日) 第30回熊本県高校1年生大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月6日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月6日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

8月6日(日) 県テコンドー協会夏季昇級・昇段審査会 その他スポーツ 体育館 全面 ワイヤレスマイク長机・椅子等 8:30 14:00 （一社）熊本県テコンドー協会

8月7日(月) 九州学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月8日(火) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社
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8月8日(火) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月8日(火) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月8日(火) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月8日(火) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月9日(水) ミズノカップIN熊本 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 ミズノカップ実行委員会

8月9日(水) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月9日(水) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月9日(水) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月9日(水) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月9日(水) ミズノカップIN熊本 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 ミズノカップ実行委員会

8月9日(水) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月10日(木) ミズノカップIN熊本 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 ミズノカップ実行委員会

8月10日(木) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月10日(木) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月10日(木) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月10日(木) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月10日(木) ミズノカップIN熊本 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 ミズノカップ実行委員会

8月10日(木) 令和５年度熊本県高等学校夏季テニス選手権大会(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

8月11日(金) ミズノカップIN熊本 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 ミズノカップ実行委員会

8月11日(金) 熊本ジュニアテニスリーグ テニス テニスコートB 全面 9:00 15:00 熊本県テニス協会

8月11日(金) RKK旗学童選抜県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月11日(金) 第50回くまもとマーチングフェスティバル　※準備、設営 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 22:00 株式会社テレビ熊本

8月11日(金) ミズノカップIN熊本 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 ミズノカップ実行委員会

8月11日(金) 熊本県小学生選手権大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月11日(金) 第50回くまもとマーチングフェスティバル　※準備、設営 その他 陸上競技場、投てき場 全面 7:00 21:00 株式会社テレビ熊本

8月12日(土) 第50回くまもとマーチングフェスティバル その他 A多目的グラウンド 全面 12:00 0:00 株式会社テレビ熊本
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8月12日(土) ミズノカップIN熊本 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 ミズノカップ実行委員会

8月12日(土) ダンロップスリクソンテニストーナメント テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

8月12日(土) RKK旗学童選抜県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月12日(土) 第50回くまもとマーチングフェスティバル その他 パークドーム熊本 全面 7:00 0:00 株式会社テレビ熊本

8月12日(土) 第50回くまもとマーチングフェスティバル その他 メインテニスコート 全面 12:00 0:00 株式会社テレビ熊本

8月12日(土) 中学選抜セレクションマッチ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月12日(土) 第50回くまもとマーチングフェスティバル その他 陸上競技場、投てき場 全面 7:00 0:00 株式会社テレビ熊本

8月13日(日) 第50回くまもとマーチングフェスティバル　※予備日 その他 A多目的グラウンド 全面 12:00 0:00 株式会社テレビ熊本

8月13日(日) サマーキッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

8月13日(日) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月13日(日) 国体合宿（全種別） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月13日(日) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月13日(日) 第50回くまもとマーチングフェスティバル　※予備日 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 0:00 株式会社テレビ熊本

8月13日(日) 第50回くまもとマーチングフェスティバル　※予備日 その他 メインテニスコート 全面 12:00 0:00 株式会社テレビ熊本

8月13日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月13日(日) 第50回くまもとマーチングフェスティバル　※予備日 その他 陸上競技場、投てき場 全面 7:00 0:00 株式会社テレビ熊本

8月14日(月) 国体合宿（全種別） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月16日(水) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月16日(水) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月17日(木) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月17日(木) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月18日(金) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月18日(金) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月18日(金) 第30回マルクラ杯争奪ソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス指導者の会

8月19日(土) ジュニア熊本市リーグ戦 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

8月19日(土) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

8月19日(土) 熊本県中学夏季選手権大会（男子） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月19日(土) 熊日旗学童熊本県大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

8月19日(土) 熊本県中学夏季選手権大会（男子） ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月19日(土) 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023 九州2部 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

8月19日(土) JPTAジュニアテニストーナメント九州地区予選 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 20:00 日本プロテニス協会

8月19日(土) 国体少年強化練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月19日(土) 中学選抜セレクションマッチ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月20日(日)
KFA 第1回熊本県U-18女子サッカー選手権大会 兼 JFA 第27回全日本U-18女
子サッカー選手権大会九州大会予選

サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月20日(日) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月20日(日) 熊本県中学夏季選手権大会（女子） ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月20日(日) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月20日(日) 熊本県中学夏季選手権大会（女子） ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月20日(日) JPTAジュニアテニストーナメント九州地区予選 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 20:00 日本プロテニス協会

8月20日(日) 国体成年男女招聘試合 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月20日(日) 国体少年強化練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月20日(日) 中学選抜セレクションマッチ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月20日(日) 第2回マラスタ　ランニングクリニック 陸上 補助競技場 7:00 18:00 マラスタ　ランニングクリニック

8月21日(月)
KFA 第1回熊本県U-18女子サッカー選手権大会 兼 JFA 第27回全日本U-18女
子サッカー選手権大会九州大会予選

サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月21日(月) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月21日(月) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月22日(火) ジュニアユースサマーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

8月22日(火) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月22日(火) ハヤカワ旗少年軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:30 19:30 ハヤカワスポーツ株式会社

8月22日(火) 国体少年強化練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月22日(火) 特別全国障害者スポーツ大会説明会及び県・市選手団強化練習 陸上 陸上競技場、投てき場 全面 会議室 9:00 16:00 熊本県社会福祉事業団　事業課

8月23日(水) ジュニアユースサマーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本
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8月23日(水) 第30回マルクラ杯争奪ソフトテニス大会（雨天予備日） ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス指導者の会

8月23日(水) 国体少年強化練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月24日(木) 国体少年強化練習会 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月24日(木) 第21回　九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 19:00 九州中学ソフトテニス顧問会

8月25日(金) 第21回　九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 九州中学ソフトテニス顧問会

8月25日(金) 第21回　九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 19:00 九州中学ソフトテニス顧問会

8月26日(土) JFA U-12リーグin熊本県 サッカー A多目的グラウンド 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月26日(土)
KFA 第41回熊本県女子サッカー選手権大会 兼 皇后杯 JFA 第44回全日本女
子サッカー選手権大会熊本県大会

サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月26日(土) 【開会式・抽選会】U-10少年サッカー大会 その他 体育館 全面 8:00 14:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月26日(土) 第21回　九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 19:00 九州中学ソフトテニス顧問会

8月26日(土) 第18回ＳＴＥＰ３ジュニアジャパンカップ九州選考会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面  8:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月26日(土) 第21回　九州地区中学生ソフトテニス選抜研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 19:00 九州中学ソフトテニス顧問会

8月26日(土) 中学選抜セレクションマッチ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

8月26日(土) 第５４回Ｕ１６陸上競技大会県予選会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

8月27日(日) ロアッソ熊本 サッカー A多目的グラウンド 全面 6:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

8月27日(日)
KFA 第41回熊本県女子サッカー選手権大会 兼 皇后杯 JFA 第44回全日本女
子サッカー選手権大会熊本県大会

サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

8月27日(日) 昇級審査会 その他スポーツ 体育館 全面 8:00 13:00 千馬道場

8月27日(日) ダンロップスリクソンテニストーナメント テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

8月27日(日) エンペラーカップ野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 エンペラーカップ

8月27日(日) 第34回 全九州教職員県別対抗テニス大会団体戦 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県教職員テニス連盟

8月27日(日) 第18回ＳＴＥＰ４ジュニアジャパンカップ九州選考会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

8月27日(日) 第５４回Ｕ１６陸上競技大会県予選会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

8月27日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 18:00 22:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

9月2日(土) U-10少年サッカー大会（1-2回戦） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

9月2日(土) 九特親善ソフトボール大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 一般財団法人　九州郵便局長協会

9月2日(土) スターカップ室内ダブルス夏季大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 18:00 スターテニススクール



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

9月2日(土) 九州地方整備局　野球大会九州南部予選 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 九州地方整備局　野球部

9月2日(土) MUFGジュニア全国テニス熊本県予選 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

9月2日(土) 熊本県高校1年生大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月2日(土) 第５０回高校学年別陸上大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

9月3日(日) KKTキッズサッカー選手権大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 株式会社 熊本県民テレビ

9月3日(日) 第8１回定期大会 テニス テニスコートB 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

9月3日(日) エンペラーカップ野球大会 軟式野球 軟式野球場A 1面 8:00 17:00 エンペラーカップ

9月3日(日) 九州歯科医学体育大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 8:00 13:00 熊本県歯科医師会

9月3日(日) ルーデンス杯チーム対抗 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

9月3日(日) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー 補助競技場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

9月3日(日) 国体強化練習会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

9月3日(日) 熊本県高校1年生大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月7日(木) 第8１回定期大会（予備日） テニス テニスコートB 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

9月9日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

9月9日(土) U-10少年サッカー大会（3-4回戦） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

9月9日(土) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

9月9日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

9月9日(土) ソニー生命カップ第45回全国レディーステニス大会熊本県大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

9月9日(土) 熊本市中学生新人大会(個人） ソフトテニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

9月9日(土) 九州大学生Ｂリーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 11:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月9日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 18:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

9月9日(土) 第２６５回熊本市陸上競技記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 18:00 熊本陸上競技協会

9月9日(土) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月10日(日) KABキッズサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 18:00 熊本朝日放送株式会社

9月10日(日) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 6:30 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月10日(日) 第25回レディース成年・シニア大会 ソフトテニス テニスコートB 6面 9:00 16:00 熊本県レディースソフトテニス連盟
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9月10日(日) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 7:00 22:00 熊本県高等学校体育連盟

9月10日(日) くまもとワールドアスリート事業「基礎学習プログラム」 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 13:00 18:00 熊本県教育庁体育保健課

9月10日(日) 熊本ジュニアテニスリーグ テニス メインテニスコートD 全面 9:00 15:00 熊本県テニス協会

9月10日(日) 九州クラブ実業団大会県予選 ラグビー ラグビー場 全面 10:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月10日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

9月11日(月) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 6:30 22:00 熊本県高等学校体育連盟

9月11日(月) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 6:30 22:00 熊本県高等学校体育連盟

9月11日(月)
ソニー生命カップ第45回全国レディーステニス第45回ベテラーノテニス大会熊本
県大会

テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

9月12日(火) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 6:30 22:00 熊本県高等学校体育連盟

9月12日(火) 全九州秋季大会県予選兼熊本県高校新人大会 ソフトボール 軟式野球場A・B 2面 6:30 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月14日(木) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） その他スポーツ 園路 一部 10:00 15:00 熊本県立農業大学校

9月14日(木) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 19:00 熊本県立農業大学校

9月14日(木) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） バドミントン 体育館 全面 8:00 19:00 熊本県立農業大学校

9月14日(木) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） 軟式野球 軟式野球場A 1面 8:00 19:00 熊本県立農業大学校

9月14日(木) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） 軟式野球 軟式野球場B 1面 8:00 19:00 熊本県立農業大学校

9月14日(木) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） テニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県立農業大学校

9月14日(木) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） サッカー 補助競技場 全面 9:00 13:30 熊本県立農業大学校

9月15日(金) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 15:00 熊本県立農業大学校

9月15日(金) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） バドミントン 体育館 全面 8:00 15:00 熊本県立農業大学校

9月15日(金) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） 軟式野球 軟式野球場A 1面 8:00 15:00 熊本県立農業大学校

9月15日(金) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） 軟式野球 軟式野球場B 1面 8:00 15:00 熊本県立農業大学校

9月15日(金) 令和5年度　第54回九州地区農業大学校親善体育大会（熊本大会） テニス パークドーム熊本 全面 8:00 17:00 熊本県立農業大学校

9月15日(金) 令和5年度第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会 テニス パークドーム熊本 全面 17:00 22:00 第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会実行委員会事務局

9月15日(金) 第5回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

9月15日(金) 全九州高等学校新人陸上競技大会熊本予選大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

9月16日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

9月16日(土) 九州大学生Ｂリーグ戦 ラグビー スポーツ広場 全面 11:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月16日(土) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 テニス テニスコートA・B 全面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会

9月16日(土) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会

9月16日(土) 令和5年度第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会 テニス パークドーム熊本 全面 7:00 19:00 第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会実行委員会事務局

9月16日(土) JPTAジュニアスカウトキャラバン テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 18:00 日本プロテニス協会

9月16日(土) 全九州高等学校新人陸上競技大会熊本予選大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 18:00 熊本県高等学校体育連盟

9月17日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー スポーツ広場 全面 13:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月17日(日) みやけヤングラガーズ交歓会 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 13:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月17日(日) 庄口テニスクラブ　第151回定期大会 テニス テニスコートA 全面 9:00 15:00 熊本庄口テニスクラブ

9月17日(日) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会

9月17日(日) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 テニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会

9月17日(日) 全九州高等学校新人陸上競技大会熊本予選大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 18:00 熊本県高等学校体育連盟

9月18日(月) オータムキッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

9月18日(月) 第25回レディース成年・シニア大会（予備日） ソフトテニス テニスコートB 6面 9:00 16:00 熊本県レディースソフトテニス連盟

9月18日(月) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会

9月18日(月) ヨネックス女子ダブルス テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

9月18日(月) 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023熊本 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

9月18日(月) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会

9月18日(月) レガシーイベント　ＲＷＣの日（仮） ラグビー 陸上競技場 全面 8:00 18:00 熊本県ラグビーフットボール協会

9月19日(火) 令和5年度　マリスト祭　体育発表会　予行 その他スポーツ パークドーム熊本 全面  会議室小会議室 7:00 22:00 熊本マリスト学園

9月20日(水) やまばとこども園・ことりの家保育園合同運動会リハーサル その他スポーツ 体育館 全面 7:00 12:00 やまばとこども園

9月20日(水) 令和5年度　マリスト祭　体育発表会　本番 その他スポーツ パークドーム熊本 全面  会議室小会議室 7:00 17:00 熊本マリスト学園

9月21日(木) 体育祭全体予行 その他 パークドーム熊本 全面  会議室ミーティングルーム 7:00 22:00 東海大学付属熊本星翔高等学校

9月22日(金) 体育祭 その他 パークドーム熊本 全面  会議室ミーティングルーム 8:00 18:00 東海大学付属熊本星翔高等学校

9月23日(土) 町内グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ B多目的グラウンド 全面 8:00 13:00 平山町自治会

9月23日(土) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 フットサル スポーツ広場 全面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

9月23日(土) 熊本市小中学生大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

9月23日(土) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月23日(土) 九州地方整備局　野球大会九州南部予選（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 九州地方整備局　野球部

9月23日(土) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月23日(土) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会顧問会議 テニス パークドーム熊本 会議室 10:00 12:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

9月23日(土) 熊本市中学生新人大会(団体） ソフトテニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

9月23日(土) 熊本県民体育祭 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 8:00 18:00 熊本陸上競技協会

9月23日(土) 第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 8:00 18:00 第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会実行委員会事務局

9月24日(日) 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 フットサル スポーツ広場 全面 8:00 18:00 熊本県専修学校各種学校連合会

9月24日(日) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月24日(日) 熊本市小中学生大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

9月24日(日) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月24日(日) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月24日(日) 熊本県民体育祭 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 14:00 熊本陸上競技協会

9月24日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 14:00 21:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

9月24日(日) 第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 8:00 14:00 第78回熊本県民体育祭菊池地域・山鹿大会実行委員会事務局

9月25日(月) 第18回九州地区県別対抗団体戦 テニス センターコート 1面 9:00 17:00 熊本県シニアテニス連盟

9月25日(月) 第18回九州地区県別対抗団体戦 テニス メインテニスコートC 全面 9:00 17:00 熊本県シニアテニス連盟

9月25日(月) 第18回九州地区県別対抗団体戦 テニス メインテニスコートD 全面 9:00 17:00 熊本県シニアテニス連盟

9月28日(木) 2023年度第7回くまもと障がい者ペタンク大会　準備 その他スポーツ スポーツ広場 全面 13:00 22:00 社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会

9月28日(木) 尚絅中学・高等学校体育祭予行 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 22:00 尚絅中学・高等学校

9月29日(金) 2023年度第8回くまもと障がい者ペタンク大会 その他スポーツ スポーツ広場 全面 7:00 17:00 社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会

9月29日(金) やまばとこども園・ことりの家保育園合同運動会準備 その他スポーツ 体育館 全面 18:00 22:00 やまばとこども園

9月29日(金) 尚絅中学・高等学校体育祭 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 17:00 尚絅中学・高等学校

9月30日(土) 全国九州マスターズアルティメット大会 その他スポーツ スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本県フライングディスク協会

9月30日(土) やまばとこども園・ことりの家保育園合同運動会 その他スポーツ 体育館 全面 6:30 17:00 やまばとこども園



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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9月30日(土) 熊本県ダブルス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 21:00 熊本県テニス協会

9月30日(土) 熊本市小中学生大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

9月30日(土) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月30日(土) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

9月30日(土) 中学ジュニア大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 18:00 熊本陸上競技協会

10月1日(日) 国体成年男女招聘試合 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

10月1日(日) 熊本県ダブルス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 21:00 熊本県テニス協会

10月1日(日) エンペラーカップ野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 マイク 8:00 17:00 エンペラーカップ

10月1日(日) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

10月1日(日) 全国高校サッカー選手権熊本県大会　1回戦 サッカー 補助競技場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

10月1日(日) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会（予備日） テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

10月4日(水) 第38回九州ブロックレディーステニス大会熊本県大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

10月5日(木) 2023年度　秋季軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 九州・沖縄ブロック協議会

10月5日(木) 第38回九州ブロックレディーステニス大会熊本県大会 テニス パークドーム熊本 3面 9:00 14:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

10月5日(木) 全九州高等学校新人陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 18:00 熊本県高等学校体育連盟

10月6日(金) 全九州高等学校新人陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 18:00 熊本県高等学校体育連盟

10月7日(土) 運動会リハーサル・準備 その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 7:00 18:00 あおぞらこども園

10月7日(土) 全国高校サッカー選手権熊本県大会　2回戦 サッカー スポーツ広場 全面 8:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

10月7日(土) 令和５年度熊本県高等学校テニス新人大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

10月7日(土) 第３０回九州地区成年選抜軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 7:00 18:00 熊本県軟式野球連盟

10月7日(土) 託麻北校区体育祭準備 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 17:00 22:00 託麻北校区体育協会

10月7日(土) チーム対抗スターカップ テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 スターテニススクール

10月7日(土) 第53回九州高校新人熊本県予選 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月7日(土) 九州ジュニアブロック大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

10月7日(土) 全九州高等学校新人陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 18:00 熊本県高等学校体育連盟

10月8日(日) 運動会 その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 9:00 15:00 あおぞらこども園



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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10月8日(日) キッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

10月8日(日) 熊本県ダブルス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 21:00 熊本県テニス協会

10月8日(日) 第３０回九州地区成年選抜軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 7:00 18:00 熊本県軟式野球連盟

10月8日(日) 託麻北校区体育祭 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 7:00 17:00 託麻北校区体育協会

10月8日(日) 第53回九州高校新人熊本県予選 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月8日(日) 九州ジュニアブロック大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

10月8日(日) 全九州高等学校新人陸上競技大会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 7:00 18:00 熊本県高等学校体育連盟

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 その他スポーツ B多目的グラウンド 全面 8:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 運動会予備日 その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 9:00 15:00 あおぞらこども園

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 ラグビー スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 第14回ブルマリカップ 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 なし 7:00 17:00 熊本ブルーマーリンズ

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 その他スポーツ 体育館 全面 8:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 テニス テニスコートA・B 全面 8:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 第14回ブルマリカップ 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 なし 7:00 17:00 熊本ブルーマーリンズ

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 サッカー パークドーム熊本 全面 7:00 18:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 その他スポーツ 補助競技場 8:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 熊本県ミックスダブルス大会／親子大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 ソフトテニス メインテニスコート 15面 8:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 九州ジュニアブロック大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 陸上 陸上競技場 8:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月9日(月) 令和５年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」 その他スポーツ 陸上競技場地下トレーニング室 全面 クライミング 8:00 17:00 熊本県教育庁体育保健課

10月10日(火) 熊本県自動車ディーラー野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 ㈱南九州マツダ　野球部

10月11日(水) 運動会リハーサル その他 体育館 全面 9:00 13:00 かるがも保育園

10月11日(水) 開新競技大会予行 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 22:00 開新高等学校

10月12日(木) 龍田老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ BC多目的グラウンド 全面 9:00 17:00 龍田老人クラブ連合会

10月12日(木) 開新競技大会 その他 パークドーム熊本 全面 7:00 17:00 開新高等学校
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10月12日(木) 特別全国障害者スポーツ大会熊本県・熊本市選手団強化練習 陸上 陸上競技場、投てき場 全面 13:00 16:00 熊本県社会福祉事業団　事業課

10月13日(金) 龍田老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会（予備日） その他スポーツ BC多目的グラウンド 全面 9:00 17:00 龍田老人クラブ連合会

10月13日(金) 令和５年度熊本県人権子ども集会準備 その他 パークドーム熊本 全面 放送器具、大型映像装置等 18:30 22:00 熊本県教育庁市町村教育局人権同和教育課

10月14日(土) 運動会リハーサル・準備 その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 7:00 18:00 きぼうのこども園

10月14日(土)
KFA 第33回熊本県U-12女子サッカー選手権大会 兼「ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ（U-12)ｻｯｶｰ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」第10回なでしこMIYAZAKIｶｯﾌﾟ 熊本県大会

サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

10月14日(土) 第14回ブルマリカップ 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 なし 7:00 17:00 熊本ブルーマーリンズ

10月14日(土) 運動会 その他 体育館 全面 9:00 13:00 かるがも保育園

10月14日(土) 第４６回全国高校選抜テニス九州地区大会熊本県予選大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

10月14日(土) 九州地方整備局　野球大会九州大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 九州地方整備局　野球部

10月14日(土) 令和５年度熊本県人権子ども集会 その他 パークドーム熊本 全面 放送器具、大型映像装置等 7:30 14:30 熊本県教育庁市町村教育局人権同和教育課

10月14日(土) 第４６回全国高校選抜テニス九州地区大会熊本県予選大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

10月14日(土) 第３回長距離記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 8:00 16:00 熊本陸上競技協会

10月15日(日) 運動会 その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 9:00 14:00 きぼうのこども園

10月15日(日) ４２nd 九州社会人秋季リーグ・トーナメント戦 その他スポーツ スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本市アメリカンフットボール協会

10月15日(日) 熊本木材工業団地レクレーション大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:30 15:30 協同組合　熊本木材工業団地

10月15日(日) 令和5年度熊空連第2回強化練習会 その他スポーツ 体育館 全面 8:30 16:30 一般社団法人　熊本県空手道連盟

10月15日(日) 第４６回全国高校選抜テニス九州地区大会熊本県予選大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

10月15日(日) 第14回ブルマリカップ 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 なし 7:00 17:00 熊本ブルーマーリンズ

10月15日(日) くまもとワールドアスリート事業「基礎学習プログラム」 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 13:00 18:00 熊本県教育庁体育保健課

10月15日(日) 第４６回全国高校選抜テニス九州地区大会熊本県予選大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

10月15日(日) 九州地区フラッグフットボール　秋季大会 その他スポーツ ラグビー場 全面 9:00 16:00
熊本リトルマーベリックス（九州フラッグ

フットボール協会）

10月15日(日) パラスポーツフェスタくまもと その他スポーツ 陸上競技場 全面 園路 9:00 17:00 一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団

10月16日(月) 第6回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

10月18日(水) 第32回全JRソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコートC 全面 12:00 17:00 全JRソフトテニス連盟

10月18日(水) 第32回全JRソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコートD 全面 12:00 17:00 全JRソフトテニス連盟

10月19日(木) 県３３回古希秋季大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

10月19日(木) 開新競技大会予行(予備日) その他 パークドーム熊本 全面 7:00 22:00 開新高等学校

10月19日(木) 第32回全JRソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコートC 全面 9:00 17:00 全JRソフトテニス連盟

10月19日(木) 第32回全JRソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコートD 全面 9:00 17:00 全JRソフトテニス連盟

10月19日(木) 菊池郡市中学校総合体育大会駅伝競走大会準備 陸上 陸上競技場 全面 13:00 16:00 菊池郡市中学校体育連盟

10月20日(金) 県３３回古希秋季大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県還暦軟式野球連盟

10月20日(金) 開新競技大会(予備日) その他 パークドーム熊本 全面 7:00 17:00 開新高等学校

10月20日(金) 第32回全JRソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコートC 全面 9:00 17:00 全JRソフトテニス連盟

10月20日(金) 第32回全JRソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコートD 全面 9:00 17:00 全JRソフトテニス連盟

10月20日(金) 菊池郡市中学校総合体育大会駅伝競走大会 陸上 陸上競技場 全面 6:00 16:00 菊池郡市中学校体育連盟

10月21日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

10月21日(土) 全国高校総体県予選 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

10月21日(土) 熊本県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

10月21日(土) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

10月21日(土) 第66回熊本県養護協議会秋季スポーツ大会 バドミントン審判講習会 バドミントン 体育館 全面 12:00 17:00 熊本県養護協議会

10月21日(土) 第28回チームチャレンジャー秋の大会 テニス テニスコートA 全面 机・椅子・点数板 9:00 17:00 チーム・チャレンジャー

10月21日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

10月21日(土) 九州地方整備局　野球大会九州大会（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 九州地方整備局　野球部

10月21日(土) 九州各県対抗テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県庁テニスクラブ

10月21日(土) 熊本県中学新人大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月21日(土) 第４９回熊日学童オリンピック 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 17:00 熊本陸上競技協会

10月22日(日) 運動会予備日 その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 9:00 14:00 きぼうのこども園

10月22日(日) 第38回国際交流大運動会 その他スポーツ スポーツ広場 全面 8:00 17:00 在日本大韓民国民団熊本県地方本部

10月22日(日) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

10月22日(日) 第49回熊日学童オリンピックソフトテニス大会 ソフトテニス テニスコートA・B 14面 B休憩棟 7:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月22日(日) 第14回ブルマリカップ 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 なし 7:00 17:00 熊本ブルーマーリンズ

10月22日(日) 九州各県対抗テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 14:00 熊本県庁テニスクラブ
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10月22日(日) 秋季九州中学生研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 17:00 九州中学ソフトテニス顧問会

10月22日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

10月23日(月)
第７４回日本学校農業クラブ連盟全国大会令和５年度熊本大会　平板測量競技
会

その他 陸上競技場 全面 会議室、室内走路、場内放送器具 9:00 19:00 第７４回日本学校農業クラブ全国大会令和５年度熊本大会令和５年度熊本大会測量競技会事務局

10月24日(火)
第７４回日本学校農業クラブ連盟全国大会令和５年度熊本大会　平板測量競技
会

その他 陸上競技場 全面 会議室、室内走路、場内放送器具 9:00 19:00 第７４回日本学校農業クラブ全国大会令和５年度熊本大会令和５年度熊本大会測量競技会事務局

10月25日(水)
第７４回日本学校農業クラブ連盟全国大会令和５年度熊本大会　平板測量競技
会

その他 陸上競技場 全面 会議室、室内走路、場内放送器具 7:30 21:30 第７４回日本学校農業クラブ全国大会令和５年度熊本大会令和５年度熊本大会測量競技会事務局

10月27日(金) 全九州市役所大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 12:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月28日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

10月28日(土) 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 九州 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

10月28日(土) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

10月28日(土) 熊本県シングルス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 21:00 熊本県テニス協会

10月28日(土) 第27回福岡法務局管内親善軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 16:00 熊本地方法務局野球部

10月28日(土) 熊本県中学生テニストーナメント テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

10月28日(土) 全九州市役所大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月28日(土) 全国高校総体県予選 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

10月28日(土) 熊本県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

10月28日(土) 秋季熊本陸協記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 6:00 19:00 熊本陸上競技協会

10月29日(日) 令和５年度弓削町内グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ B多目的グラウンド 全面 8:30 11:30 弓削町内体協

10月29日(日) 全国高校サッカー選手権熊本県大会　準々決勝 サッカー スポーツ広場 全面 会議室等 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

10月29日(日) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

10月29日(日) 熊本県シングルス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 21:00 熊本県テニス協会

10月29日(日) 熊日学童オリンピック テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 熊本県テニス協会

10月29日(日) 全九州市役所大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

10月29日(日) 全国高校総体県予選 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

10月29日(日) 全国高等学校ラグビーフットボール大会熊本県予選大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

10月29日(日) 熊本市小体連陸上 陸上 陸上競技場 全面 8:00 13:00 熊本市小体連

10月30日(月) 第6回シダーカップテニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

11月1日(水) 運動会リハーサル その他 体育館 全面 9:00 16:00 かるがも保育園

11月2日(木) 第6回熊本県オープン大会 テニス メインテニスコートC 3面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

11月2日(木) 第6回熊本県オープン大会 テニス メインテニスコートD 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

11月2日(木) 第10回熊本リレーマラソン（設営） 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本日日新聞社

11月3日(金) 赤い羽根共同募金カップTKUジュニアサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 株式会社　テレビ熊本

11月3日(金) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月3日(金) 第10回熊本リレーマラソン その他 テニスコートA・B 全面 9:00 17:00 熊本日日新聞社

11月3日(金) 熊本市学童新人大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月3日(金) 第10回熊本リレーマラソン その他 パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本日日新聞社

11月3日(金) 第10回熊本リレーマラソン その他 メインテニスコート 16面 9:00 17:00 熊本日日新聞社

11月3日(金) 第10回熊本リレーマラソン その他 ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本日日新聞社

11月3日(金) 第10回熊本リレーマラソン 陸上 陸上競技場 全面 園路 9:00 18:00 熊本日日新聞社

11月4日(土) 赤い羽根共同募金カップTKUジュニアサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 株式会社　テレビ熊本

11月4日(土) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月4日(土) 運動会 その他 体育館 全面 9:00 16:00 かるがも保育園

11月4日(土) 九州ジュニアテニスサーキット熊本シリーズ大会 テニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 20:00 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会

11月4日(土) 令和4年度九州各県農業農村整備関係職員親善野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2 7:00 17:00 熊本県NN野球同好会

11月4日(土) 九州・沖縄・山口裁判所テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本地方裁判所

11月4日(土) 九州ジュニアテニスサーキット熊本シリーズ大会 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 20:00 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会

11月4日(土) 全国高校総体県予選 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月4日(土) 全国高等学校ラグビーフットボール大会熊本県予選大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

11月4日(土) 熊本県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 15:00 熊本県高等学校体育連盟

11月5日(日) 県民共済カップTKUキッズサッカー サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 株式会社　テレビ熊本

11月5日(日) 町内対抗年齢別男女ソフトボール大会 ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 託麻北校区体育協会

11月5日(日) 全九州空手道交流大会 その他スポーツ 体育館 全面 7:00 14:00 千馬道場

11月5日(日) 熊本県シングルス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 21:00 熊本県テニス協会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

11月5日(日) 熊本市学童新人大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月5日(日) ダンロップカップ2023熊本大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 スポーツショップベスト

11月5日(日) 九州ジュニアテニスサーキット熊本シリーズ大会 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 20:00 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会

11月5日(日) 全国高校総体県予選 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月5日(日) 全国高等学校ラグビーフットボール大会熊本県予選大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

11月11日(土) 全国高校総体県予選 ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月11日(土) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月11日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

11月11日(土) 中学郡市選抜 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月11日(土) 県下大会ソフトテニス競技九州地区予選大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

11月11日(土) 全日本高校選抜熊本県予選 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

11月11日(土) 熊本県シングルス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 21:00 熊本県テニス協会

11月11日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 19:00 21:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

11月11日(土) 第２回熊本チャレンジ陸上大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 19:00 熊本陸上競技協会

11月12日(日) 全国高校総体県予選（決勝） ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月12日(日) 熊本市学童新人大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月12日(日) 令和5年度熊本県秋季クラブ対抗大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

11月12日(日) 中学郡市選抜 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

11月12日(日) 全日本高校選抜熊本県予選 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

11月12日(日) 県下大会ソフトテニス競技九州地区予選大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟

11月12日(日) 令和5年度熊本県秋季クラブ対抗大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

11月12日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 10:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月12日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

11月13日(月) 第7回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

11月14日(火) 熊本県自動車ディーラー野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 ㈱南九州マツダ　野球部

11月15日(水) 熊本市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 9:00 14:00 熊本市老人クラブ連合会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

11月16日(木) 第21回　JAバンク熊本　年金友の会　親善グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面   会議室(11/15より）映像装置放送器具 9:00 17:00 農林中央金庫　熊本支店

11月17日(金) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 15:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月17日(金) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A 1面 15:00 19:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月17日(金) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場B 1面 ナイター照明 13:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月17日(金) 全校スポーツ大会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 8:00 17:00 熊本市医師会看護専門学校

11月18日(土) グラウンドゴルフ大会 その他スポーツ C多目的グラウンド 全面 6:30 14:00 JA熊本市　竜田支店

11月18日(土) 全日本U-12サッカー選手権大会（5-6回戦） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

11月18日(土) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 放送設備 6:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月18日(土) 令和5年度都道府県中学対抗熊本県予選 ソフトテニス テニスコートA・B 14面 B休憩棟 8:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

11月18日(土) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 放送設備 6:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月18日(土) 第２７回熊本県中学生新人テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

11月18日(土) 第２７回熊本県中学生新人テニス大会 テニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

11月18日(土) 中学生冬季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月18日(土) 九州小学生陸上競技交流大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 6:00 17:00 熊本陸上競技協会

11月19日(日) 全日本U-12サッカー選手権大会（5-6回戦予備日） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

11月19日(日) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 放送設備 6:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月19日(日) 庄口テニスクラブ　第152回定期大会 テニス テニスコートA 全面 10:00 16:00 熊本庄口テニスクラブ

11月19日(日) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 放送設備 6:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月19日(日) 第２７回熊本県中学生新人テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

11月19日(日) 第２７回熊本県中学生新人テニス大会 テニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

11月19日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 10:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月19日(日) 熊本県消防職員駅伝大会 陸上 陸上競技場 園路 10:00 15:00 熊本市消防局陸上班

11月23日(木) 令和５年度　鎮西高等学校強歩会 その他 スポーツ広場 全面 9:00 17:00 鎮西高等学校

11月23日(木) 令和5年度第４4回熊本市託麻商工会旗親善野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 15:00 熊本市託麻商工会

11月23日(木) 令和5年度第４4回熊本市託麻商工会旗親善野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 16:00 熊本市託麻商工会

11月23日(木) ダンロップ全国選抜ジュニア熊本県予選 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会
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11月23日(木) 全日本U-12サッカー選手権大会（決勝） サッカー 陸上競技場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

11月24日(金) 熊本市保育園連盟体育祭（準備日） その他スポーツ パークドーム熊本 全面 12:00 17:00 一般社団法人熊本市保育園連盟

11月25日(土) KFA 第18回熊本県クラブユースU-13サッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

11月25日(土) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 5:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月25日(土) 九州ジュニアテニスサーキット熊本シリーズ大会 テニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 20:00 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会

11月25日(土) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 放送設備 5:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月25日(土) 熊本市保育園連盟体育祭 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 7:00 17:00 一般社団法人熊本市保育園連盟

11月25日(土) 九州ジュニアテニスサーキット熊本シリーズ大会 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 20:00 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会

11月25日(土) 全国小学生タグラグビー大会県予選 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 15:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月25日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 18:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

11月25日(土) 熊本市中長距離選手権大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 18:00 熊本陸上競技協会

11月26日(日) ウィンターキッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

11月26日(日) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 6:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月26日(日) 【開会式・抽選会】U-11新人サッカー大会 サッカー 体育館 全面 8:00 14:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

11月26日(日) 瀬口杯テニス大会 テニス テニスコートA 全面 9:00 16:00 熊大本荘テニスクラブ

11月26日(日) KPTCシングルス大会 テニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 16:00 熊本県庁テニスクラブ

11月26日(日) 第24回武蔵ヶ丘旗争奪学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 6:00 22:00 武蔵ヶ丘野球クラブ

11月26日(日) イエス！ビギナーズ テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

11月26日(日) 九州ジュニアテニスサーキット熊本シリーズ大会 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 20:00 九州ジュニアテニスサーキット実行委員会

11月26日(日) 九州トップクラブリーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 10:00 15:00 熊本県ラグビーフットボール協会

11月26日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

12月1日(金) クラスマッチ(予備日) フットサル スポーツ広場 全面 7:00 17:00 開新高等学校

12月1日(金) クラスマッチ(予備日) ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 開新高等学校

12月1日(金) クラスマッチ(予備日) ソフトボール 軟式野球場B 1面 7:00 17:00 開新高等学校

12月1日(金) 第22回RKK学童駅伝大会（準備） 陸上 陸上競技場 全面 13:00 19:00 株式会社熊本放送

12月1日(金) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

12月2日(土) KFA 第18回熊本県クラブユースU-13サッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

12月2日(土) 熊本市中学生１年生大会 ソフトテニス テニスコートA・B 14面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

12月2日(土) 第5回全九州生涯還暦野球大会（九州大会） 軟式野球 軟式野球場A 1面 7:00 17:00 熊本早起き野球協会

12月2日(土) 第5回全九州生涯還暦野球大会（九州大会） 軟式野球 軟式野球場B 1面 7:00 22:00 熊本早起き野球協会

12月2日(土) 第41回熊本県レディーステニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 日本女子テニス連盟　熊本県支部

12月2日(土) 第50回 熊本県教職員テニス大会(ダブルス) テニス メインテニスコートC 全面 9:00 16:00 熊本県教職員テニス連盟

12月2日(土) 第50回 熊本県教職員テニス大会(ダブルス) テニス メインテニスコートD 全面 9:00 16:00 熊本県教職員テニス連盟

12月2日(土) 第22回RKK学童駅伝大会 陸上 陸上競技場 全面 園路 6:00 17:00 株式会社熊本放送

12月2日(土) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

12月3日(日) 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023熊本1部 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

12月3日(日) 第4回シーズンファイル-ガチバトルトーナメント 軟式野球 ソフトボール場A・B 全面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

12月3日(日) 国体強化練習会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

12月3日(日) 第5回全九州生涯還暦野球大会（九州大会） 軟式野球 軟式野球場A 1面 7:00 17:00 熊本早起き野球協会

12月3日(日) 第5回全九州生涯還暦野球大会（九州大会） 軟式野球 軟式野球場B 1面 7:00 22:00 熊本早起き野球協会

12月3日(日) ダンロップ全国選抜ジュニア熊本県予選 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

12月3日(日) 高円宮杯 JFA　U-18サッカーリーグ熊本 サッカー 補助競技場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

12月3日(日) 第50回 熊本県教職員テニス大会(シングルス) テニス メインテニスコートC 全面 9:00 16:00 熊本県教職員テニス連盟

12月3日(日) 第50回 熊本県教職員テニス大会(シングルス) テニス メインテニスコートD 全面 9:00 16:00 熊本県教職員テニス連盟

12月3日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 10:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月3日(日) JFAユニクロサッカーキッズin熊本 サッカー 陸上競技場 全面 7:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

12月3日(日) JFAユニクロサッカーキッズin熊本 サッカー 陸上競技場 全面 7:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

12月3日(日) 県テコンドー協会冬季昇級・昇段審査会 その他スポーツ 体育館 全面 ワイヤレスマイク長机・椅子等 8:30 14:00 （一社）熊本県テコンドー協会

12月4日(月) 太陽SCサッカーフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 太陽スポーツクラブ熊本

12月8日(金) クラスマッチ フットサル スポーツ広場 全面 7:00 17:00 開新高等学校

12月8日(金) クラスマッチ ソフトボール ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 開新高等学校

12月8日(金) クラスマッチ ソフトボール 軟式野球場B 1面 7:00 17:00 開新高等学校



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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12月9日(土) 九州メディカルセブンス ラグビー スポーツ広場 全面 12:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月9日(土) 第2回熊本県チャンピオンシップ学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 22:00 熊本県チャンピオンシップ大会事務局

12月9日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

12月9日(土) プロ野球OBクラブ杯 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

12月9日(土) スターカップ室内ダブルス冬季大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 スターテニススクール

12月9日(土) 令和５年度九州高校生冬季テニス交流大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月9日(土) 中学生冬季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月9日(土) 第４回長距離記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 16:00 熊本陸上競技協会

12月10日(日) 竹あかりinたくまきた２０２３ その他 いこいの広場 全面 園路、電源 9:00 19:00 たくきたサポーターズ

12月10日(日) 九州メディカルセブンス ラグビー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月10日(日) 第2回熊本県チャンピオンシップ学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 22:00 熊本県チャンピオンシップ大会事務局

12月10日(日) 第23回全国小学生熊本県予選 ソフトテニス テニスコートA・B 14面 B休憩棟 7:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

12月10日(日) プロ野球OBクラブ杯 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

12月10日(日) SON・熊本３０周年記念行事トップアスリート交流会 その他 パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 スペシャルオリンピックス日本　熊本事務局

12月10日(日) SON・熊本３０周年記念行事トップアスリート交流会 サッカー 補助競技場 全面 9:00 18:00 スペシャルオリンピックス日本　熊本事務局

12月10日(日) 令和５年度九州高校生冬季テニス交流大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月10日(日) 九州トップクラブリーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 10:00 15:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月11日(月) 第8回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

12月15日(金) 令和５年度東部中学校タイムトライアル 陸上 スポーツ広場 全面 ランニングコース 8:00 13:00 熊本市立東部中学校

12月16日(土) 第30回Jユースリーグ選手権 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

12月16日(土) 第2回熊本県チャンピオンシップ学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 22:00 熊本県チャンピオンシップ大会事務局

12月16日(土) 令和5年度熊本県教職員大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

12月16日(土) 第2回熊本県チャンピオンシップ学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 22:00 熊本県チャンピオンシップ大会事務局

12月16日(土) 2023HYCUP ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 HY-PROJECT

12月16日(土) 熊本市中学生選抜大会 ソフトテニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

12月16日(土) 第２回ウィンターカップ兼熊本ガールズタグフェスタ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 15:00 熊本県ラグビーフットボール協会
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12月17日(日) ジュニアアスレティックトライアル その他スポーツ いこいの広場 全面 9:00 18:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

12月17日(日) なでしこキッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

12月17日(日) 第2回熊本県チャンピオンシップ学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県チャンピオンシップ大会事務局

12月17日(日) 第42回熊本県インドア選手権兼九州インドア予選会 ソフトテニス テニスコートB 6面 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

12月17日(日) 第2回熊本県チャンピオンシップ学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本県チャンピオンシップ大会事務局

12月17日(日) キッズボールフェスティバル その他スポーツ パークドーム熊本 全面 9:00 16:00 熊本県高等学校野球連盟

12月17日(日) ジュニアアスレティックトライアル その他スポーツ 補助競技場 全面 9:00 18:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

12月17日(日) 熊本ジュニアテニスリーグ テニス メインテニスコートD 全面 9:00 15:00 熊本県テニス協会

12月17日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 10:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月17日(日) ジュニアアスレティックトライアル その他スポーツ
陸上競技場

※雨天時地下ピットの
み

全面 8:00 18:00 公益財団法人熊本県スポーツ協会

12月20日(水) 令和５年度東部中学校タイムトライアル（予備日） 陸上 スポーツ広場 全面 ランニングコース 8:00 13:00 熊本市立東部中学校

12月23日(土) フリージアカップ サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 フリージア熊本

12月23日(土) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月23日(土) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月23日(土) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会顧問会議 テニス パークドーム熊本 会議室 10:00 12:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月23日(土) 熊本市ロードレース大会 陸上 補助競技場 全面 8:00 16:00 熊本陸上競技協会

12月23日(土) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月23日(土) 中学生冬季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月24日(日) フリージアカップ サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 フリージア熊本

12月24日(日) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月24日(日) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月24日(日) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

12月24日(日) 中学生クリスマスカップ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

12月25日(月) ジュニアユースウィンターフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

12月25日(月) JPTAジュニア冬季合宿 テニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 17:00 日本プロテニス協会

12月25日(月) 九州中学生研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 10:00 17:00 九州中学ソフトテニス顧問会
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12月26日(火) ジュニアユースウィンターフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

12月26日(火) 九州ジュニア選抜インドア大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 21:00 熊本県ソフトテニス連盟

12月26日(火) 九州ジュニア選抜インドア大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 16:00 熊本県ソフトテニス連盟

12月27日(水) ジュニアユースウィンターフェスティバル サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

12月27日(水) 令和5年度第16回尚絅杯女子ソフトテニス大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

12月27日(水) 九州ジュニア選抜インドア大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

12月28日(木) 令和5年度第16回尚絅杯女子ソフトテニス大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

12月28日(木) 令和5年度第16回尚絅杯女子ソフトテニス大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 17:00 尚絅高等学校ソフトテニス部

1月4日(木) 第21回ハヤカワカップ高校生サッカー大会 サッカー スポーツ広場 9:00 17:00 ハヤカワスポーツ株式会社

1月4日(木) 第21回ハヤカワカップ高校生サッカー大会 サッカー 補助競技場 9:00 17:00 ハヤカワスポーツ株式会社

1月4日(木) 国体合宿 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本陸上競技協会

1月5日(金) 第21回ハヤカワカップ高校生サッカー大会 サッカー スポーツ広場 9:00 17:00 ハヤカワスポーツ株式会社

1月5日(金) 第21回ハヤカワカップ高校生サッカー大会 サッカー 補助競技場 9:00 17:00 ハヤカワスポーツ株式会社

1月5日(金) 国体合宿 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本陸上競技協会

1月6日(土) 第21回ハヤカワカップ高校生サッカー大会 サッカー スポーツ広場 9:00 17:00 ハヤカワスポーツ株式会社

1月6日(土) 第9回九州選抜プレミアベースボールトーナメント 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 弓削キング

1月6日(土) 第9回九州選抜プレミアベースボールトーナメント 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 弓削キング

1月6日(土) 第34回九州小学生親善大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 7:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

1月6日(土) 県下高校サッカー大会　1回戦 サッカー 補助競技場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月6日(土) 第34回九州小学生親善大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

1月6日(土) 全九州高校新人大会熊本県予選大会 ラグビー ラグビー場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月6日(土) 県下高等学校サッカー競技大会 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

1月7日(日) 全九州高校新人大会熊本県予選大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月7日(日) 第9回九州選抜プレミアベースボールトーナメント 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 弓削キング

1月7日(日) 第9回九州選抜プレミアベースボールトーナメント 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 弓削キング

1月7日(日) 第34回九州小学生親善大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 7:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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開始
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終了
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団体名

1月7日(日) 第34回九州小学生親善大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 7:00 19:00 熊本県ソフトテニス連盟

1月7日(日) 県下高等学校サッカー競技大会 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

1月8日(月) KFA 第33回熊本県クラブユースU-14サッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月8日(月) 第9回九州選抜プレミアベースボールトーナメント（予備日） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 弓削キング

1月8日(月) 第9回九州選抜プレミアベースボールトーナメント（予備日） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 弓削キング

1月13日(土) 全九州高校新人大会熊本県予選大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月13日(土) 【開会式・抽選会】U-12サッカー選手権大会 その他 体育館 全面 8:00 14:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月13日(土) 庄口テニスクラブ　新年初打ち大会 テニス テニスコートA 全面 10:00 16:00 熊本庄口テニスクラブ

1月13日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

1月13日(土) 会長杯チーム対抗テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

1月13日(土) 県下高校サッカー大会　3回戦 サッカー 補助競技場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月13日(土) 第24回中学生地区対抗選抜大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

1月13日(土) 中学生新人大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月13日(土) 県下高等学校サッカー競技大会 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

1月13日(土) サンリブ・マルショク熊本　S&Bちびっ子マラソン大会 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 エスビー食品株式会社

1月14日(日) 全九州高校新人大会熊本県予選大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月14日(日) 第24回中学生地区対抗選抜大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

1月14日(日) 県下高校サッカー大会　4回戦 サッカー 補助競技場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月14日(日) 2023HYCUP ソフトテニス メインテニスコート 全面 8:00 18:00 HY-PROJECT

1月14日(日) 中学生新人大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月14日(日) 県下高等学校サッカー競技大会 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

1月14日(日) サンリブ・マルショク熊本　S&Bちびっ子マラソン大会 陸上 陸上競技場 全面 7:00 16:00 エスビー食品株式会社

1月15日(月) 第9回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

1月20日(土) 全九州高校新人大会熊本県予選大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月20日(土) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

1月20日(土) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部
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開始
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1月20日(土) 県下高校サッカー大気　準々決勝 サッカー 補助競技場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月20日(土) 九州小学生熊本県予選 テニス メインテニスコート 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

1月20日(土) 第１回ジュニアコーチ研修会 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本陸上競技協会

1月20日(土) 県下高等学校サッカー競技大会 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 熊本県高等学校体育連盟

1月21日(日) 全九州高校新人大会熊本県予選大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月21日(日) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

1月21日(日) 九州小学生熊本県予選 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

1月21日(日) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

1月21日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 10:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月21日(日) 第１回ジュニアコーチ研修会 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本陸上競技協会

1月21日(日) 県下高校サッカー大会　準決勝 サッカー 補助競技場 全面 会議室等 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月25日(木) 令和６年度総会・第82回定期大会 テニス メインテニスコートC 3面 9:00 17:00 熊本県シニアテニス連盟

1月25日(木) 令和６年度総会・第82回定期大会 テニス メインテニスコートD 全面 9:00 17:00 熊本県シニアテニス連盟

1月25日(木) 校内長距離走大会 陸上 陸上競技場 全面 競技場周辺 7:00 14:00 熊本県立第一高等学校

1月26日(金) 校内マラソン大会 陸上 陸上競技場 全面 会議室A 8:00 14:00 熊本県立済々黌高等学校

1月27日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

1月27日(土) U-12サッカー選手権大会（3-4回戦） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

1月27日(土) 第17回　熊本ポルテ　野球大会　U9 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 9:00 17:00 リーフラススポーツスクール

1月27日(土) 新春九州中学生研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 17:00 九州中学ソフトテニス顧問会

1月27日(土) 九州ジュニアU-16対抗戦 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 熊本県テニス協会

1月27日(土) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

1月27日(土) 中学生新人大会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月28日(日) 九州クラブユースサッカー（U-17）選手権 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

1月28日(日) 第17回　熊本ポルテ　野球大会　U12 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 9:00 17:00 リーフラススポーツスクール

1月28日(日) 令和5年度熊空連第3回強化練習会 その他スポーツ 体育館 全面 8:30 16:30 一般社団法人　熊本県空手道連盟

1月28日(日) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部
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1月28日(日) 九州ジュニアU-16対抗戦 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

1月28日(日) 熊本県下児童養護施設駅伝＆マラソン大会 陸上 補助競技場 全面 8:30 12:30 熊本西ロータリークラブ

1月28日(日) 令和５年度熊本県高等学校冬季ダブルステニス選手権大会(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

1月28日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月28日(日) 国体成年男女招聘試合 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月28日(日) 春日リトルラガーズ交歓会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月28日(日) 全九州高校新人大会熊本県予選大会（ 仮決勝） ラグビー 陸上競技場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

1月31日(水) 九州学院　校内駅伝大会 陸上 陸上競技場 全面 7:00 16:00 九州学院中学校・高等学校

2月1日(木) 令和６年度総会・第82回定期大会（予備日） テニス メインテニスコートC 3面 9:00 17:00 熊本県シニアテニス連盟

2月1日(木) 令和６年度総会・第82回定期大会（予備日） テニス メインテニスコートD 全面 9:00 17:00 熊本県シニアテニス連盟

2月1日(木) 九州学院　校内駅伝大会（予備日） 陸上 陸上競技場 全面 7:00 16:00 九州学院中学校・高等学校

2月3日(土) U-12サッカー選手権大会（5-6回戦） サッカー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

2月3日 第22回　帯山旗親善少年剣道錬成大会 その他スポーツ 体育館 全面 16:00 22:00 帯山少年剣友会

2月3日(土) STEP2（U－14）ジュニアジャパンカップ選考会 ソフトテニス テニスコートA・B 14面 B休憩棟 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

2月3日(土) ＪＡバンク熊本presents ロアッソ熊本サッカー教室 サッカー パークドーム熊本 全面  会議室放送器具 12:00 17:00 農林中央金庫　熊本支店

2月3日(土) 熊本県学生テニス選手権 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 17:00 スターテニススクール

2月3日(土) 熊本県高等学校総合体育大会新人駅伝競走大会 陸上 陸上競技場、補助競技場 全面 7:00 15:00 熊本県高等学校体育連盟

2月4日(日) 全国アルティメット４’ｓ その他スポーツ スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本県フライングディスク協会

2月4日 第22回　帯山旗親善少年剣道錬成大会 その他スポーツ 体育館 全面 7:00 18:00 帯山少年剣友会

2月4日(日) 熊本ジュニアテニスリーグ テニス テニスコートB 全面 9:00 15:00 熊本県テニス協会

2月4日(日) 2023JapanSoftTennisTourFinal ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 19:00 HY-PROJECT

2月4日(日) 熊本県学生テニス選手権 テニス メインテニスコート 16面 本部室 9:00 17:00 スターテニススクール

2月4日(日) 日本フラッグフットボール　小学生選手権 その他スポーツ ラグビー場 全面 9:00 16:00
熊本リトルマーベリックス（九州フラッグ

フットボール協会）

2月4日(日) 県職労ユース部団結駅伝大会 陸上 陸上競技場 園路 9:00 13:00 熊本県職員労働組合

2月4日(日) 九州クラブユースサッカー（U-17）選手権 サッカー 補助競技場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

2月8日(木) 校内持久走大会 陸上 陸上競技場 全面 9:00 15:00 熊本商業高等学校
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2月9日(金) 第51回RKK女子駅伝競走大会（準備） 陸上 陸上競技場 全面 園路 9:00 19:00 株式会社熊本放送

2月10日(土) KFA 第31回U-12さわやか女子サッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

2月10日(土) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月10日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

2月10日(土) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月10日(土) 第51回RKK女子駅伝競走大会 陸上 パークドーム熊本 全面 9:00 14:00 株式会社熊本放送

2月10日(土) 第51回RKK女子駅伝競走大会 陸上 補助競技場 全面 9:00 14:00 株式会社熊本放送

2月10日(土) 第51回RKK女子駅伝競走大会 陸上 メインテニスコート 全面 9:00 14:00 株式会社熊本放送

2月10日(土) 中学生合同練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月10日(土) 第51回RKK女子駅伝競走大会 陸上 陸上競技場 全面 園路 6:00 17:00 株式会社熊本放送

2月11日(日) キッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

2月11日(日) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月11日(日) 2023JapanSoftTennisTourFinal ソフトテニス テニスコートA・B 14面 8:00 19:00 HY-PROJECT

2月11日(日) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月11日(日) ダイドードリンコ女子ダブルス テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

2月11日(日) 第10回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会

2月11日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月11日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月12日(月) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月12日(月) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月12日(月) 熊本県室内テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 22:00 熊本県テニス協会

2月15日(木) ふれあいサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 13:00 福）芳成会　北部中央保育園

2月15日(木) サッカー交流会 その他スポーツ パークドーム熊本 全面 9:00 14:00 木の葉こども園

2月17日(土) 九州クラブユースサッカー（U-17）選手権 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

2月17日(土) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月17日(土) 第79回国民体育大会第2次選考会（成年男女） ソフトテニス テニスコートA 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

2月17日(土) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月17日(土) 第３４回熊本県中学生学年別テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

2月17日(土) 第３４回熊本県中学生学年別テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

2月17日(土) 中学生合同練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月17日(土) 第２４回熊本中央ライオンズクラブ杯障がい者駅伝大会 陸上 陸上競技場 全面 8:00 14:00 熊本中央ライオンズクラブ

2月18日(日) 九州クラブユースサッカー（U-17）選手権 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 （一社）ロアッソ熊本スポーツクラブ

2月18日(日) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月18日(日) 第79回国民体育大会第2次選考会（成年男女） ソフトテニス テニスコートA 全面 B休憩棟 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

2月18日(日) 第13回熊本ゲンキーズDark Horse旗学童軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 8:00 17:00 熊本ゲンキーズ

2月18日(日) 第３４回熊本県中学生学年別テニス選手権大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

2月18日(日) 第３４回熊本県中学生学年別テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

2月18日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月18日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月18日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

2月23日(金) ルーデンス杯チーム対抗 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

2月23日(金) ミックスダブルステニス大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 20:00 熊本県テニス協会

2月23日(金) 諫早ＲＦＣ交歓会（中学部） ラグビー ラグビー場 全面 9:00 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月23日(金) ジュニアコーチ研修会 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本陸上競技協会

2月23日(金) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 17:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

2月24日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

2月24日(土) KFA 第42回熊本県女子サッカー総合選手権大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

2月24日(土) 冬期九州中学生研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 17:00 九州中学ソフトテニス顧問会

2月24日(土) 第28回熊本中央ロータリー旗中学生大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

2月24日(土) 第３４回熊本県中学生学年別テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

2月24日(土) 中学生合同練習会 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月24日(土) 高校国体強化事業 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在

月　日 行事名 種目 使用施設 面数 付属設備
開始
時刻

終了
時刻

団体名

2月24日(土) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

2月25日(日) KFA 第42回熊本県女子サッカー総合選手権大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

2月25日(日) 昇級審査会 その他スポーツ 体育館 全面 8:00 13:00 千馬道場

2月25日(日) ミックスダブルステニス大会（予備日） テニス テニスコートA・B 全面 9:00 20:00 熊本県テニス協会

2月25日(日) レジェンドCUP軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 熊本サンデーリーグ

2月25日(日) 第28回熊本中央ロータリー旗中学生大会 ソフトテニス パークドーム熊本 全面 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

2月25日(日) 第３４回熊本県中学生学年別テニス選手権大会 テニス メインテニスコート 全面 9:00 18:00 熊本県中学校テニス連盟

2月25日(日) 国体成年男女招聘試合 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月25日(日) 高校国体強化事業 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

2月25日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月1日(金) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月2日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

3月2日(土) KFA 第42回熊本県女子サッカー総合選手権大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

3月2日(土) 熊本市中学生選抜大会 ソフトテニス テニスコートA・B 14面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本市ソフトテニス協会

3月2日(土) 審判講習会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月2日(土) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

3月2日(土) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

3月2日(土) セブンスフェスティバル中学･スクール部 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 14:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月2日(土) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月3日(日) 全国九州ガッツ大会 その他スポーツ スポーツ広場 全面 7:00 17:00 熊本県フライングディスク協会

3月3日(日) レジェンドCUP軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 熊本サンデーリーグ

3月3日(日) 第42回熊本市クラブ対抗テニス大会 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 22:00 熊本市テニス協会

3月3日(日) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス メインテニスコート 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

3月3日(日) セブンスフェスティバル大学･社会人部 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 14:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月3日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月8日(金) 第11回定期大会 テニス メインテニスコート 15面 9:00 15:00 熊本県壮年テニス愛好会



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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開始
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3月9日(土) 令和5年度 ESリーグ サッカー スポーツ広場 全面 17:00 21:00 ESリーグ連盟

3月9日(土) 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024熊本 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

3月9日(土) KPTC退職者送別テニス大会 テニス テニスコートA 全面 9:00 16:00 熊本県庁テニスクラブ

3月9日(土) 中高生研修大会 ソフトテニス テニスコートB 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟強化委員会

3月9日(土) 審判講習会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月9日(土) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

3月9日(土) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

3月9日(土) 中学生春季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月9日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 17:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月9日(土) 第７７回熊本市民駅伝 陸上 陸上競技場 全面 9:00 17:00 熊本陸上競技協会

3月10日(日) 選手権キッズ＆ジュニアサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 9:00 18:00 NPO法人熊本県キッズサッカー協議会

3月10日(日) 第10回地区対抗団体戦 テニス テニスコートB 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

3月10日(日) レジェンドCUP軟式野球大会 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 9:00 17:00 熊本サンデーリーグ

3月10日(日) 24九州ジュニア熊本県予選 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

3月10日(日) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス メインテニスコート 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

3月10日(日) 福岡迷惑クラブ交流戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月10日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月15日(金) 九州U-10サッカーフェスティバル（準備） サッカー パークドーム熊本 半面 18:00 22:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

3月15日(金) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 16:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月15日(金) 持久走大会（高校） 陸上 陸上競技場 8:00 16:00 熊本学園大学付属高等学校

3月16日(土) ジュニアユースファイナルカップ サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

3月16日(土) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月16日(土) 令和６年国体一次予選兼熊本県ジュニアテニス選手権 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

3月16日(土) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月16日(土) 九州U-10サッカーフェスティバル（予選リーグ） サッカー パークドーム熊本 全面 7:00 19:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

3月16日(土) 令和６年国体一次予選兼熊本県ジュニアテニス選手権 テニス メインテニスコートC 7面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部
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3月16日(土) 第53回ハイスクールジャパンカップ熊本県予選 ソフトテニス メインテニスコートD 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月16日(土) 中学生春季リーグ戦 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月16日(土) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月17日(日) ジュニアユースファイナルカップ サッカー スポーツ広場 全面 9:00 17:00 FCフォルマーレ熊本

3月17日(日) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月17日(日) 令和６年国体一次予選兼熊本県ジュニアテニス選手権 テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

3月17日(日) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月17日(日) 九州U-10サッカーフェスティバル（決勝トーナメント） サッカー パークドーム熊本 全面 7:00 18:00 一般社団法人熊本県サッカー協会

3月17日(日) 第53回ハイスクールジャパンカップ熊本県予選 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月17日(日) 県社会人リーグ ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月17日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月17日(日) 熊本ラグビースクール卒業記念試合 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 16:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月17日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月19日(火) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月20日(水) KABドリームキッズサッカー大会 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 18:00 熊本朝日放送株式会社

3月20日(水) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月20日(水) 第10回地区対抗団体戦（予備日） テニス テニスコートB 全面 9:00 16:00 熊本県シニアテニス連盟

3月20日(水) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月20日(水) ポカリスエット女子ダブルス テニス パークドーム熊本 全面 9:00 18:00 ＲＫＫルーデンステニスクラブ

3月20日(水) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月22日(金) 九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月22日(金) 九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会 ラグビー ラグビー場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月23日(土) 九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月23日(土) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月23日(土) 庄口テニスクラブ　第153回定期大会 テニス テニスコートA 全面 B休憩室 9:00-10:00 10:00 16:00 熊本庄口テニスクラブ

3月23日(土) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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時刻

終了
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3月23日(土) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 19:00 熊本県テニス協会

3月23日(土) 春期九州中学生研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 9:00 17:00 九州中学ソフトテニス顧問会

3月23日(土) 九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会 ラグビー ラグビー場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月23日(土) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 19:00 21:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月23日(土) 春季熊本陸協記録会 陸上 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 6:00 19:00 熊本陸上競技協会

3月24日(日) 九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会 ラグビー スポーツ広場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月24日(日) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月24日(日) 第31回全日本シングルス熊本県予選 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 9:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月24日(日) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月24日(日) 24九州ジュニア熊本県予選 テニス パークドーム熊本 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

3月24日(日) 九州ジュニア県予選U-18・16 テニス メインテニスコート 全面 9:00 17:00 熊本県テニス協会

3月24日(日) 九州高等学校10人制ラグビーフットボール大会 ラグビー ラグビー場 全面 8:00 17:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月24日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月25日(月) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月25日(月) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月25日(月) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月25日(月) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月26日(火) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月26日(火) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月26日(火) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月26日(火) 第44回熊本長崎OB親善大会 ソフトテニス パークドーム熊本 6面 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月26日(火) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月27日(水) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月27日(水) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月27日(水) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月27日(水) 第44回熊本長崎OB親善大会 ソフトテニス パークドーム熊本 6面 9:00 17:00 熊本県ソフトテニス連盟



熊本県民総合運動公園 令和5年度年間予約一覧 令和5年3月1日現在
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3月27日(水) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月28日(木) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月28日(木) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス テニスコートA・B 全面 B休憩棟 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月28日(木) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月28日(木) 九州高校女子選抜研修大会 ソフトテニス メインテニスコート 全面 本部室 8:00 18:00 熊本県ソフトテニス連盟

3月29日(金) ロアッソ熊本前日準備 サッカー 陸上競技場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月30日(土) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月30日(土) 令和６年国体一次予選兼熊本県ジュニアテニス選手権(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

3月30日(土) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月30日(土) 令和６年国体一次予選兼熊本県ジュニアテニス選手権(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

3月30日(土) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）

3月31日(日) KABドリームキッズサッカー大会予備日 サッカー スポーツ広場 全面 7:00 18:00 熊本朝日放送株式会社

3月31日(日) キャッスルライオンズ旗（学童） 軟式野球 ソフトボール場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月31日(日) 令和６年国体一次予選兼熊本県ジュニアテニス選手権(予備日) テニス テニスコートA・B 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

3月31日(日) キャッスルライオンズ旗（少年） 軟式野球 軟式野球場A・B 2面 7:00 17:00 熊本県軟式野球連盟少年部

3月31日(日) 令和６年国体一次予選兼熊本県ジュニアテニス選手権(予備日) テニス メインテニスコート 全面 9:00 19:00 熊本県高等学校体育連盟テニス専門部

3月31日(日) 国体選手強化練習会成年男子・女子 ラグビー ラグビー場 全面 9:00 12:00 熊本県ラグビーフットボール協会

3月31日(日) ロアッソ熊本ホームゲーム サッカー 陸上競技場、補助競技場、投てき場 全面 9:00 19:00 ロアッソ熊本　（株式会社アスリートクラブ熊本）


