
秦野市サッカー協会    2020年度スポーツ施設利⽤予定表

2⽉11⽇ 更新

A⾯ B⾯ 9:00-11:00 11:00 12:00 13:00-17:00 17:00 18:00-21:00
4⽉1⽇ ⽔
4⽉2⽇ ⽊ U-14サッカー⼤会
4⽉3⽇ ⾦ U-14サッカー⼤会
4⽉4⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
4⽉5⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
4⽉11⽇ ⼟ 鶴巻 ⼤根 U-14サッカー⼤会
4⽉12⽇ ⽇ 少年野球 ソフト U-14サッカー⼤会
4⽉18⽇ ⼟ U-14サッカー⼤会 キャンセル
4⽉19⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 社会⼈リーグ U-14サッカー⼤会 キャンセル
4⽉25⽇ ⼟ U-12サッカー⼤会 ⻄FC(FA) U-12サッカー⼤会 U-12秦野トレ U-14サッカー⼤会
4⽉26⽇ ⽇ U-23秦野トレ 社会⼈リーグ
4⽉28⽇ ⽕
4⽉29⽇ ⽔ 少年野球
4⽉30⽇ ⽊
5⽉1⽇ ⾦
5⽉2⽇ ⼟ ⼀般開放⽇
5⽉3⽇ ⽇ ⼀般開放⽇
5⽉4⽇ ⽉ 少年野球 こどもまつり準備
5⽉5⽇ ⽕ 少年野球 こどもまつり
5⽉6⽇ ⽔ 少年野球
5⽉9⽇ ⼟ 遊球倶楽部 4/6年リーグ 県トレ U-12秦野トレ U-14サッカー⼤会 みどりや杯(U-8)

12:30〜

5⽉10⽇ ⽇ U-23秦野トレ 社会⼈リーグ みどりや杯(U-8)
5⽉16⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会
5⽉17⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 4/6年リーグ
5⽉23⽇ ⼟ 遊球倶楽部 4/6年リーグ U-13サッカー⼤会 ⼀般開放⽇

12:30〜

5⽉24⽇ ⽇ 少年野球 ⼀般開放⽇
5⽉30⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会
5⽉31⽇ ⽇ 社会⼈リーグ
6⽉6⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
6⽉7⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
6⽉13⽇ ⼟ 遊球倶楽部 AM:本町 A⾯:鶴巻 A⾯:⼤根 U-13サッカー⼤会

PM:渋沢 PM:⻄ B⾯:くずは B⾯:東海
6⽉14⽇ ⽇ 少年野球 ソフト U-23秦野トレ AM:⻄ | PM:渋沢
6⽉20⽇ ⼟ 遊球倶楽部 AM:くずは シニアリーグ 少年委員会

PM:渋沢 PM:本町
6⽉21⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 少年野球 キャンセル
6⽉27⽇ ⼟ AM:くずは AM:渋沢 A⾯:⼤根 U-13サッカー⼤会 キャンセル

PM:⻄ PM:本町 B⾯:鶴巻
6⽉28⽇ ⽇ 少年野球 キャンセル
7⽉4⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
7⽉5⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
7⽉11⽇ ⼟ 遊球倶楽部 AM:くずは A⾯:くずは U-13サッカー⼤会

PM:⻄ PM:東海 B⾯:鶴巻
7⽉12⽇ ⽇ 少年野球
7⽉18⽇ ⼟ AM:OPEN AM:⼤根 シニアリーグ

PM:東海 PM:⻄
7⽉19⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 少年野球
7⽉23⽇ ⽊ A⾯:本町 少年野球

B⾯:鶴巻
7⽉24⽇ ⾦ A⾯:鶴巻 少年野球

B⾯:渋沢
7⽉25⽇ ⼟ 遊球倶楽部 AM:⼤根 U-13サッカー⼤会

PM:東海 PM:⻄
7⽉26⽇ ⽇ 少年野球
7⽉31⽇ ⾦
8⽉1⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
8⽉2⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇ 少年委員会

8⽉8⽇ ⼟ 遊球倶楽部 U-15トレセン

8⽉9⽇ ⽇ A⾯:鶴巻
B⾯:東海

8⽉10⽇ ⽉
8⽉15⽇ ⼟ U-15トレセン
8⽉16⽇ ⽇
8⽉19⽇ ⽔ U-13サッカー⼤会
8⽉20⽇ ⽊ U-13サッカー⼤会
8⽉22⽇ ⼟ 少年野球
8⽉23⽇ ⽇ 少年野球 中体連
8⽉29⽇ ⼟ 県トレ U-12秦野トレセン U-14サッカー⼤会 県TC

8⽉30⽇ ⽇ 社会⼈リーグ U-15サッカー⼤会 中体連
9⽉5⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇ 少年委員会

9⽉6⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇
9⽉12⽇ ⼟ 遊球倶楽部 6年リーグ U-13サッカー⼤会 エコシステム(U-9) 県TC

12:30〜 4年リーグ
9⽉13⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 社会⼈リーグ エコシステム(U-9)
9⽉19⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会 中体連
9⽉20⽇ ⽇ 少年野球 ソフト U-23秦野トレセン U-15サッカー⼤会
9⽉21⽇ ⽉ 少年野球 みどりや杯(U-8)
9⽉22⽇ ⽕ 少年野球 みどりや杯(U-8)
9⽉26⽇ ⼟ 遊球倶楽部 4年リーグ U-12秦野トレセン 6年リーグ 中体連

12:30〜

9⽉27⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 少年野球 たばこまつり

ラクビー
U-12サッカー⼤会

4/6年リーグ

⼤根鶴巻地区体協

⼥⼦ソフト⼤会

U-23秦野トレセン社会⼈リーグ

A⾯:⼤根
B⾯:鶴巻

 中体連キャンセル

 中体連キャンセル

A⾯:渋沢

4/6年リーグ

市⻑杯ソフト

U-12秦野トレセン

その他

社会⼈リーグ
U-15サッカー⼤会

⼀般開放⽇

4/6年リーグ

⼀般開放⽇

⼤根鶴巻地区体協(予備⽇)社会⼈リーグ

少年野球

U-23秦野トレセン

4/6年リーグ

4/6年リーグ

ソフト

⼀般開放⽇

陸上競技場
おおね公園G 堀⼭下テクノ

9:00-17:00

⼀般開放⽇

U-15サッカー⼤会
U-15サッカー⼤会

シニアリーグ

⼥⼦ソフト⼤会

U-12サッカー⼤会

2020
年度

曜
⽇

なでしこ広場

⼀般開放⽇

U-12サッカー⼤会

少年野球

少年野球

⼤根招待

⼤根招待

⼤根招待

⼤根招待

⼀般開放⽇
⼀般開放⽇

本町地区体協(予備⽇)

⼀般開放⽇

ラクビー

U-15サッカー⼤会

諏訪市親善ソフト

ラクビー

キャンセル

クラブユース選⼿権

少年野球

本町

⼀般開放⽇

⼀般開放⽇

U-23秦野トレセン
U-15サッカー⼤会

U-23秦野トレセン
キャンセル

U-23秦野トレセン

A⾯:本町
B⾯:東海

U-23秦野トレセン

⼀般開放⽇
⼀般開放⽇

U-15サッカー⼤会
障害福祉課

(予備⽇)U-12トレセン

本町

U-23秦野トレセン

U-23秦野トレセン

⼤根鶴巻地区体協

障害福祉課

⼤根鶴巻地区体協(予備⽇)U-15サッカー

本町地区体協

U-10サッカー⼤会

市⻑杯ソフト

⼀般開放⽇

⼀般開放⽇

U-15サッカー⼤会

U-12サッカー⼤会

⼀般開放⽇
U-10サッカー⼤会

市⻑杯ソフト

少年野球

⼀般開放⽇

⼀般開放⽇

B⾯:くずは

ラクビー

⼀般開放⽇

U-23秦野トレセン

A⾯:くずは
B⾯:本町

U-12秦野トレセン

U-23秦野トレセン社会⼈リーグ
⼤根招待

U-23秦野トレセン

U-23秦野トレセンソフト

J:COM杯(U-10)

⼀般開放⽇

J:COM杯(U-10)

4年リーグ
4年リーグ

⼀般開放⽇

6年リーグ
ラクビー

ラクビー

第9回 なかしんカップ(U-12)

U-23秦野トレセン

U-12秦野トレセン

本町
秦野カップ(U-15)

⼀般開放⽇
シニアリーグ U-12秦野トレセン

A⾯:くずは
B⾯:⻄

秦野カップ(U-15)

B⾯:南が丘
A⾯:鶴巻

3Rカップ(U-11)

障害福祉課

ラクビー

3Rカップ(U-11)

U-23秦野トレセン

第9回 なかしんカップ(U-12)

⼀般開放⽇

U-15サッカー⼤会
U-15サッカー⼤会
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A⾯ B⾯ 9:00-11:00 11:00 12:00 13:00-17:00 17:00 18:00-21:00
その他陸上競技場

おおね公園G 堀⼭下テクノ
9:00-17:00

2020
年度

曜
⽇

なでしこ広場

10⽉3⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇ 運動会，県TC

10⽉4⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇ 運動会予備⽇

10⽉10⽇ ⼟ U-12秦野トレセン 6年リーグ エコシステム(U-9)
10⽉11⽇ ⽇ U-23秦野トレセン 少年野球
10⽉17⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会 堀川ほほえみ幼稚園
10⽉18⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 社会⼈リーグ 6年県央

10⽉24⽇ ⼟ シニアリーグ 中体連
10⽉25⽇ ⽇ 少年野球 ソフト A⾯︓6年リーグ 社会⼈リーグ 3/5年県央、6年県央(予備⽇)

⼀般開放⽇
10⽉31⽇ ⼟ 市⺠の⽇準備 中体連 4年県央、全⽇本中央⼤会の抽選会

11⽉1⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 市⺠の⽇準備 ⼀般開放⽇ 6年県央、3/5年県央

11⽉3⽇ ⽕ 市⺠の⽇ 市⺠の⽇
11⽉7⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ ⼀般開放⽇ 4年県央、コパ・ベルマーレ,少年委員会

11⽉8⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ １年リーグ 全少⼤会,コパベルマーレ

11⽉14⽇ ⼟ 遊球倶楽部 3年リーグ U-13サッカー⼤会 神奈川駅伝強化練習 ⾜柄上TR招待
12:30〜

11⽉15⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 3年リーグ 全少⼤会、⾜柄上TR招待

11⽉21⽇ ⼟ 3年リーグ 5年リーグ U-13サッカー⼤会 神奈川駅伝強化練習 少年委員会

11⽉22⽇ ⽇ 少年野球 ソフト U-15サッカー⼤会 社会⼈リーグ ２年県央⼤会 ２年県央⼤会、全少⼤会

11⽉23⽇ ⽉ 3年リーグ 5年リーグ 少年野球 神奈川駅伝強化練習 全少⼤会

11⽉28⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会 １年リーグ
11⽉29⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 社会⼈リーグ ２年県央⼤会 神奈川駅伝強化練習 ２年県央⼤会、センバツ県央

12⽉5⽇ ⼟ ⽔無川マラソン準備 神奈川駅伝強化練習 県TC

12⽉6⽇ ⽇ ⽔無川マラソン ⽔無川マラソン
12⽉12⽇ ⼟ 遊球倶楽部 4年リーグ ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌ 県選抜⼤会、チビリン

12:30〜

12⽉13⽇ ⽇ 少年野球 ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌ 県選抜⼤会、チビリン

12⽉19⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌
12⽉20⽇ ⽇ 社会⼈リーグ U-15サッカー⼤会 使⽤禁⽌ 県選抜⼤会

12⽉21⽇ ⽉ 使⽤禁⽌
12⽉22⽇ ⽕ 使⽤禁⽌
12⽉23⽇ ⽔ 使⽤禁⽌
12⽉24⽇ ⽊ 使⽤禁⽌
12⽉25⽇ ⾦ U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌
12⽉26⽇ ⼟ 本町カップ(U-12) 使⽤禁⽌
12⽉27⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 使⽤禁⽌
12⽉28⽇ ⽉ 使⽤禁⽌
12⽉29⽇ ⽕ 休場⽇ 使⽤禁⽌
12⽉30⽇ ⽔ 休場⽇ 使⽤禁⽌
12⽉31⽇ ⽊ 休場⽇ 使⽤禁⽌
1⽉1⽇ ⾦ 休場⽇ 使⽤禁⽌
1⽉2⽇ ⼟ 休場⽇ 使⽤禁⽌
1⽉3⽇ ⽇ 休場⽇ 使⽤禁⽌
1⽉4⽇ ⽉ 使⽤禁⽌
1⽉5⽇ ⽕ U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌
1⽉6⽇ ⽔ U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌
1⽉9⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌
1⽉10⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌ 選⼿権（地区）

1⽉11⽇ ⽉ 2年リーグ 使⽤禁⽌ 選⼿権（地区）

1⽉16⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌ 少年委員会

1⽉17⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 使⽤禁⽌ 選⼿権（地区）

1⽉23⽇ ⼟ A⾯:東 A⾯:⼤根 U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌ 県TC

B⾯:⼤根 B⾯:鶴巻
1⽉24⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 使⽤禁⽌
1⽉30⽇ ⼟ U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌
1⽉31⽇ ⽇ 2年リーグ 使⽤禁⽌ 選⼿権低（中央）

2⽉6⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌
2⽉7⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌ 選⼿権⾼（中央）

2⽉11⽇ ⽊ 鶴巻 本町 少年野球 使⽤禁⽌ 県選⼿権（中央）/1年県央

⻄ ⼤根
2⽉13⽇ ⼟ 遊球倶楽部 ●鶴巻 くずは U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌

13:00〜 本町 ⻄ ⼤根
2⽉14⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 少年野球 使⽤禁⽌ 選⼿権⾼（中央）/1年県央

2⽉20⽇ ⼟ ●鶴巻 渋沢 U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌
東海 ⻄

2⽉21⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 使⽤禁⽌
2⽉23⽇ ⽕ 少年野球 使⽤禁⽌
2⽉27⽇ ⼟ 遊球倶楽部 ●東海 渋沢 使⽤禁⽌

13:00〜 くずは 本町 ⻄
2⽉28⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 使⽤禁⽌

3⽉6⽇ ⼟ ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌ 少年委員会

3⽉7⽇ ⽇ ⼀般開放⽇ 使⽤禁⽌
3⽉13⽇ ⼟ 遊球倶楽部 ソフト U-13サッカー⼤会 使⽤禁⽌
3⽉14⽇ ⽇ 社会⼈リーグ 少年野球 使⽤禁⽌
3⽉20⽇ ⼟ 少年野球 町⽥TR招待

3⽉21⽇ ⽇ 少年野球 ソフト 社会⼈リーグ 町⽥TR招待

3⽉24⽇ ⽔
3⽉25⽇ ⽊
3⽉26⽇ ⾦
3⽉27⽇ ⼟ 遊球倶楽部 2年リーグ U-13サッカー⼤会 ⾥⼭まつり

12:30〜

3⽉28⽇ ⽇ ソフト 少年野球 ⾥⼭まつり

B⾯︓⼤根鶴巻地区体協

第38回 協会創⽴記念杯(U-12)

第38回 協会創⽴記念杯(U-12)

⼀般開放⽇

第14回 本町カップ(U-10)

⼀般開放⽇

B⾯︓⼤根鶴巻地区体協

U-23秦野トレセン

U-23秦野トレセン

第28回 ピーナッツカップ(U-11)

U-12秦野トレセン

U-12秦野トレセン

第28回 ピーナッツカップ(U-11)

休場⽇

⼀般開放⽇

U-14サッカー⼤会

くずは

A⾯︓U-9サッカー⼤会

休場⽇

U-15サッカー⼤会
U-15サッカー⼤会

渋沢

U-23秦野トレセン

B⾯︓5年リーグ

A⾯︓ラクビー

U-23秦野トレセン

A⾯︓ラクビー

ラクビー

ラクビー

ラクビー

ラクビー

⼀般開放⽇

U-15サッカー⼤会

U-23秦野トレセン

U-23秦野トレセン

U-12秦野トレセン

⼀般開放⽇
⼀般開放⽇

U-23秦野トレセン

⼀般開放⽇

ラクビー

ラクビー U-23秦野トレセン

U-23秦野トレセン

5年リーグ

社会⼈リーグ

シニアリーグ

本町地区体協

⼀般開放⽇

第⼀保育園(予備⽇)

休場⽇

⼀般開放⽇

神奈川県選⼿権(⼤根)

休場⽇

休場⽇

⼀般開放⽇
⼀般開放⽇

第14回 鶴巻カップ予備⽇

第11回 秦野カップ(U-12)

選⼿権準備(⼤根)
神奈川県選⼿権(⼤根)

第11回 秦野カップ(U-12)

選⼿権準備(⼤根)

レディースソフト
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