
 ２０１６年 ⑩月   エ コ パ  行事・利用予定表
2016/9/22

月 火 水 木 金 土土土土 日日日日
１１１１ ２２２２

スタジアム

補助競技場

人工芝ピッチ
高円宮杯Ｕ-１５

サッカー ＴＯＰリーグ
静岡県社会人サッカーリーグ

多目的運動広場 芝生養生 芝生養生

アリーナ
静岡県高等学校文化連盟

M&B専門部
一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

サブアリーナ
静岡県Ｕ-１５フットサルリーグ
/静岡県U-１８フットサルリーグ

静岡県レディースフットサルリーグ
/西部レディースフットサルリーグ

トレーニングルーム 営  　業営  　業営  　業営  　業 営  　業営  　業営  　業営  　業

その他公園内 自然塾自然塾自然塾自然塾

３ ４ ５ ６ ７ ８８８８ ９９９９

スタジアム

補助競技場

人工芝ピッチ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 静岡県サッカー協会審判トレセン
静岡県シニアサッカーリーグ

 /静岡県サッカー協会審判研修会

多目的運動広場 芝生養生 芝生養生 芝生養生 芝生養生 芝生養生

アリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可
染葉学園

合同体育祭
セキスイハイム東海グループ

大運動会
準  備

静岡県チャイルドサッカー大会
第21回西部大会

静岡県Ｕ-１５フットサルリーグ
/静岡県レディースフットサルリーグ

サブアリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可
株式会社アイケアあいの街

合同大運動会 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 東海フットサルリーグ

トレーニングルーム 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営  　業営  　業営  　業営  　業 営  　業営  　業営  　業営  　業

その他公園内

１０１０１０１０ １１ １２ １３ １４ １５１５１５１５ １６１６１６１６

スタジアム 藤枝MYFC藤枝MYFC藤枝MYFC藤枝MYFC    vsvsvsvs    ガンバ大阪ガンバ大阪ガンバ大阪ガンバ大阪Ｕ-２３Ｕ-２３Ｕ-２３Ｕ-２３
Ｊ３リーグ25節Ｊ３リーグ25節Ｊ３リーグ25節Ｊ３リーグ25節　１３：００ｋｉｃｋ ｏｆｆ

補助競技場
静岡県中学生

セブンスラグビー交流会

人工芝ピッチ
高円宮杯Ｕ-１５

サッカー ＴＯＰリーグ
一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

全国高校サッカー選手権大会
静岡県大会 1次トーナメント

静岡県西部女子サッカーリーグ

多目的運動広場 芝生養生 芝生養生 芝生養生 芝生養生 芝生養生 準　備 静岡県アーチェリー協会 月例会

アリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 調 整 中 調 整 中 調 整 中 調 整 中 調 整 中

サブアリーナ
静岡県Ｕ-１５フットサルリーグ
/静岡県Ｕ-１８フットサルリーグ 個人利用個人利用個人利用個人利用(一般開放) 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

静岡県フットサルリーグ
/静岡県Ｕ-１８フットサルリーグ

浜松市立高校マーチング
/ＤＥＬＩＺＩＡ磐田

トレーニングルーム 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営  　業営  　業営  　業営  　業 営  　業営  　業営  　業営  　業

その他公園内

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２２２２２２２ ２３２３２３２３

スタジアム 自由見学日自由見学日自由見学日自由見学日 藤枝MYFC藤枝MYFC藤枝MYFC藤枝MYFC     vsvsvsvs    栃木ＳＣ栃木ＳＣ栃木ＳＣ栃木ＳＣ
Ｊ３リーグ26節Ｊ３リーグ26節Ｊ３リーグ26節Ｊ３リーグ26節　１３：００ｋｉｃｋ ｏｆｆ

補助競技場 陸上個人利用陸上個人利用陸上個人利用陸上個人利用 陸上個人利用陸上個人利用陸上個人利用陸上個人利用

人工芝ピッチ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可
全国高校サッカー選手権大会
静岡県大会 1次トーナメント

静岡県社会人サッカーリーグ

多目的運動広場 芝生養生 芝生養生 芝生養生 芝生養生 芝生養生 芝生養生
静岡県女子Ｕ-１２
サッカートレセン

アリーナ 調 整 中 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 明和会運動会

サブアリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 個人利用個人利用個人利用個人利用(一般開放) 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可
浜松湖東高校女子ハンドボー
ル部/マリオフットサルスクール 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

トレーニングルーム 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 営  　業営  　業営  　業営  　業 営  　業営  　業営  　業営  　業

その他公園内 園内道路:駅伝注意駅伝注意駅伝注意駅伝注意

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９２９２９２９ ３０３０３０３０

スタジアム 調 整 中 調 整 中
ラグビースクール

カーニバル

補助競技場 芝生養生 芝生養生
静岡県社会人サッカーリーグ
/(夜間)袋井市スポーツ協会

人工芝ピッチ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 静岡県シニアサッカーリーグ

多目的運動広場 芝生養生 芝生養生 調 整 中

アリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

サブアリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

トレーニングルーム 休  業　休  業　休  業　休  業　（施設点検） 休  業　休  業　休  業　休  業　（施設点検） 休  業　休  業　休  業　休  業　（施設点検） 営 　業営 　業営 　業営 　業 営 　業営 　業営 　業営 　業 休   業　休   業　休   業　休   業　（施設点検） 営  　業営  　業営  　業営  　業

その他公園内 ◆◆◆◆トイレ使用制限トイレ使用制限トイレ使用制限トイレ使用制限 ◆◆◆◆トイレ使用制限トイレ使用制限トイレ使用制限トイレ使用制限 ◆◆◆◆トイレ使用制限トイレ使用制限トイレ使用制限トイレ使用制限 ◆◆◆◆駐車場使用制限駐車場使用制限駐車場使用制限駐車場使用制限 駐車場混雑駐車場混雑駐車場混雑駐車場混雑

３１

スタジアム 自由見学日自由見学日自由見学日自由見学日

補助競技場 芝生養生

人工芝ピッチ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

多目的運動広場 芝生養生

アリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

サブアリーナ 一般利用可一般利用可一般利用可一般利用可

トレーニングルーム 営 　業営 　業営 　業営 　業

その他公園内

  （注）上記の予定は、今後の予約またはキャンセルにより変更になる場合があります。
   静岡県サッカー協会グループ　エコパハウス　　〒４３７-００３１　静岡県袋井市愛野２３００-１　 TEL ０５３８-４１-１８００ 　FAX ０５３８-４１-１８０７〒４３７-００３１　静岡県袋井市愛野２３００-１　 TEL ０５３８-４１-１８００ 　FAX ０５３８-４１-１８０７〒４３７-００３１　静岡県袋井市愛野２３００-１　 TEL ０５３８-４１-１８００ 　FAX ０５３８-４１-１８０７〒４３７-００３１　静岡県袋井市愛野２３００-１　 TEL ０５３８-４１-１８００ 　FAX ０５３８-４１-１８０７

エコパスポーツパークエコパスポーツパークエコパスポーツパークエコパスポーツパーク
◆小学生陸上教室 ◆親子サッカー教◆小学生陸上教室 ◆親子サッカー教◆小学生陸上教室 ◆親子サッカー教◆小学生陸上教室 ◆親子サッカー教

室 ◆スポーツテスト室 ◆スポーツテスト室 ◆スポーツテスト室 ◆スポーツテスト(ＰＭ)

/（ＰＭ補助競)ＪＲ東海陸上部

エコパスポーツパークエコパスポーツパークエコパスポーツパークエコパスポーツパーク
◆ラグビー教室◆ラグビー教室◆ラグビー教室◆ラグビー教室

◆スタジアム見学ツアー◆スタジアム見学ツアー◆スタジアム見学ツアー◆スタジアム見学ツアー

準  備
菊川市小学校
陸上競技大会

菊川市小学校
陸上競技大会〈予備日〉

/準  備

磐田地区小学校
陸上競技大会

inエコパ
準  備

スルガカップ2016
静岡国際ユース(Ｕ-１５)

サッカー大会

スルガカップ2016
静岡国際ユース(Ｕ-１５)

サッカー大会

スルガカップ2016
国際ユースサッカー大会

練 習

スルガカップ2016
国際ユースサッカー大会

練 習

スルガカップ2016
静岡国際ユース(Ｕ-１５)

サッカー大会
準  備

袋井･森地区
小学校児童

陸上競技大会inエコパ
/(夜間補助競）掛川市体育協会

袋井･森地区小学校
陸上競技大会

〈予備日〉

磐田地区小学校
陸上競技大会

〈予備日〉

静岡県長距離記録会

調 整 中
掛川市小学校
陸上競技大会

掛川市小学校
陸上競技大会

〈予備日〉

準  備

静岡県中学総体
駅伝競技 西部地区予選会

/（夜間補助競)袋井市スポーツ協会

施設点検 施設点検 施設点検

Ｊ１リーグ２ｎｄ第16節Ｊ１リーグ２ｎｄ第16節Ｊ１リーグ２ｎｄ第16節Ｊ１リーグ２ｎｄ第16節

ジュビロ磐田ジュビロ磐田ジュビロ磐田ジュビロ磐田
vsvsvsvs

浦和レッズ浦和レッズ浦和レッズ浦和レッズ

１４：00１４：00１４：00１４：00 Kick Off Kick Off Kick Off Kick Off予定
「エコパ」「エコパ」「エコパ」「エコパ」

マーチングフェスティバル2016マーチングフェスティバル2016マーチングフェスティバル2016マーチングフェスティバル2016
開場 １２：00開場 １２：00開場 １２：00開場 １２：00予定

開演 １３:00開演 １３:00開演 １３:00開演 １３:00予定

★★★★スタジアムスタジアムスタジアムスタジアム自由見学日自由見学日自由見学日自由見学日についてについてについてについて★★★★

・開放時間 ９：００～１６：００

・料 金 無 料

・場 所 スタジアムの一部を開放しています。

★★★★トレーニングルームトレーニングルームトレーニングルームトレーニングルーム利用利用利用利用についてについてについてについて★★★★

・利用時間 ８：３０～２１：００

・料 金 １人１回につき ¥４００.

・回 数 券 １ ２ 回 券 ¥４，０００.
（小・中・高校生は半額）

・運動用の服装と屋内シューズを持参してください。

★★★★サブアリーナサブアリーナサブアリーナサブアリーナ一般開放日一般開放日一般開放日一般開放日についてについてについてについて ((((個人利用個人利用個人利用個人利用))))★★★★

・利用時間 ８：３０～１７：００

・料 金 １人１回につき ¥２００.

・回 数 券 ２ ０ 回 券 ¥３，２００.
（生徒・児童は半額）

・競 技 卓球,バドミントン,インディアカ,ソフトバレー,バウンドテニス

その他用具を使わない種目

・運動用の服装、室内シューズ、ラケット、ボール等を持参してください。

・受 付 アリーナ事務室

★★★★スタジアムスタジアムスタジアムスタジアム見学見学見学見学ツアーについてツアーについてツアーについてツアーについて★★★★

・開催時間 １０：００～１６：００ (受付時間１５：００まで）

・料 金 無 料

・受 付 スタジアムチケット売場前

★★★★陸上競技一般開放日陸上競技一般開放日陸上競技一般開放日陸上競技一般開放日についてについてについてについて ((((陸上個人利用陸上個人利用陸上個人利用陸上個人利用))))★★★★

・利用時間 ８：３０～１７：００

・料 金 １人１回につき ¥２００.

・回 数 券 ２ ０ 回 券 ¥３，２００.
（生徒・児童は半額）

・運動用の服装とジョギングシューズを持参してください。

・受 付 スタジアム事務所

10/1～10/2スタジアム外周: エコパフリマエコパフリマエコパフリマエコパフリマ////スポーツパークスポーツパークスポーツパークスポーツパーク(◆ツリークライミング◆レクスポ体験）


