
Schedule 2022  Shizuokaken Budoukan

名古屋オープン（後藤杯）カデット以下
県予選（卓球）

2022静岡県ミニバスケットボール
選手権大会

スポーツ＆健康フェスタinふじえだ
2022

第14回「静岡の風」静岡県ヤングクラブ
優勝大会（バレーボール）

全国選抜県予選会兼県新人卓球
（団体の部・個人の部）
共催事業　地域社会弓道指導者研修会

初段・2段検定（太極拳）

てんだあカップ2022バスケット
ボール大会
静岡県かるたオープン団体戦
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令和５年武道始め

会長杯小学生交流大会（卓球）

会長杯（カデットの部）静岡県大会
（卓球）

第24回R8Wリーグ静岡（藤枝）大会
（バスケットボール）

第45回全国高等学校柔道選手権大会
静岡県大会（男女個人の部）

B3リーグベルテックス静岡藤枝大会

第45回全国高等学校柔道選手権大会
静岡県大会（男女団体の部）
高等学校対抗戦（中部：弓道）

高校2部・3部バドミントン選手権
全日本選手権大会県予選（柔道）
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大会の観覧は制限する場合があります。

大会日程は変更する場合があります。

静岡県立水泳場 静岡市葵区西ケ谷357-2
TEL.054-296-3675 静岡県武道館 藤枝市前島2-10-1

TEL.054-636-2332

（公財）静岡県スポーツ協会グループが管理する施設

第68回東海四県剣道大会・第53回
東海四県居合道大会

後期静岡県中学リーグ戦卓球大会Bの部

さくら杯ジュニアドッジボール大会
有段者研修会及び昇格試験（少林寺拳法）

第44回静岡県卓球スポーツ少年団
卓球大会団体戦

第20回「アローズカップ争奪」静岡
県ヤングクラブ男女優勝大会（バ
レーボール）

志太3市高校生企業ガイダンス

中部地区強化女子・男子リーグ戦卓球大会
中日本弓道大会（高校生）

太極拳1級技能検定（後期）

後期静岡県中学リーグ戦卓球大会
兼強化指定選手選考会（男・女）

第33回静岡県すこやか長寿祭ス
ポーツ・文化交流大会（なぎなた）

第54回静岡県少年剣道総合錬成大会
高等学校対抗戦（弓道）

第44回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会個人戦
県段別柔道大会

バルーンバレートーナメント大会④
全国少年大会県予選（柔道）

志太榛原中学新人卓球大会女子個人の部
第5回静岡県中学校空手道錬成大会形の部

志太榛原中学新人卓球大会男子個人の部

共催事業　地方青少年相撲錬成大会

2022落合カップミニバスケット
ボール大会

駐車場について
当館では無断駐車・不審車両の駐車を防ぎ、お客様に気持ち良くご利用いただけるよう「コインゲートシステム」を設置
しています。 出庫の際、ゲートのバー作動時にはコインが必要となりますので、事務所でお受け取りください。
駐車場には限りがあります。館内駐車場が満車の場合には、近隣の有料駐車場をご利用ください。
公共交通機関や徒歩・自転車・二輪車・乗り合わせでのご来館にご協力をお願いいたします。

武道館寺子屋　好評実施中！
学習といろいろな運動・スポーツを体験します！

第３期   令和５年１月11日～３月15日  全15回予定（主に水・金）
　対象　小学３年生～６年生
　時間   16：30～17：30　学習
　　　　17：30～19：00　各種スポーツ体験
　場所　静岡県武道館会議室（学習）
　　　　大道場・第一道場・第二道場ほか（運動）
　　　　　　　　詳細は武道館までお問い合わせください。

Information

■利用時間：9:00～21:00（最終入場20:30）(通常時)
■利用料金：1回2時間　一般：200円　高校生以下：100円
　　　　　　　◆トレーニング室を除き空調をご利用になる場合には、
　　　　　　　　別途料金が発生します。
■減　　免  ◆70歳以上・障がい者の方は減免対象となる場合があり
　　　　　　　　ます。証明となるものをお持ちください。
　　　　　　　◆障がい者の方は原則として付添い人の同伴が必要です。
■そ の 他  ◆中学生は、保護者の同伴が必要です。
　　　　　　　◆トレーニング室は小学生以下の利用・入室はできません。
　　　　　　　◆更衣室・ロッカールーム・シャワールームを完備してい
　　　　　　　　ます。（ご自由に利用できます）
　　　　　　　◆水曜日のトレーニング室初回講習（19時）の再開につい
　　　　　　　　ては、HPにてお知らせいたします。
■休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3）
　※入館時はマスクの着用をお願いします。体温37.5℃以上の方は入館できません。
　※団体利用時は個人利用ができない場合があります。初めてご利用の方は電話に
　　てご確認ください。
　※利用時間、休館日は武道館の都合により変更する場合があります。
　　HP、電話等にてご確認ください。
〇落とし物、忘れ物にご注意を
　観客席やロッカー室等に水筒や運動靴などの忘れ物が多く
　なっています。お帰りの際には各自点検をお願いいたします。

個人利用のご案内
※利用時間、初回講習の時間は変更する場合があります。

トレーニング室を利用する場合は、器具を安全に使用して
いただくために、初回のみ利用講習会があります。
初回講習会は予約制となっております。
初回講習：原則  水曜日    ①14時00分～　②15時00分～
　　　　　　　　　　     ③19時00分～（現在中断中）
　　　　　　土、日曜日    ①14時00分～　②15時00分～
持 ち 物：運動ができる服装、室内シューズ

36×20ｍ柔剣道場２面の武道専用道場
第一道場は全面床面、第二道場は１/２面床面・１/２面柔道畳
常設です。 各種武道で個人利用が可能です。
用具等の貸し出しはありません。
床が武道専用の柔らかい材質のため、シューズでの利用はで
きません（太極拳を除く）。

近的12人立ち
ご自分の弓具をお持ちいただいてのご利用となります。
弓具の貸し出しは行っておりません。
経験者（高校生以上で段又は級位をお持ちの方）のみ
ご利用いただけます。

屋内土俵１面・外
土俵整備用具（砂・ほうき等）は貸し出しいたします。
まわしの貸し出しは行っておりません。
経験者の方のみご利用いただけます。

電車利用の場合

車利用の場合

大阪 名古屋 浜松 掛川 静岡 東京
藤　枝

JR東海道新幹線・東海道本線を利用の場合

※新東名高速道路利用の場合　藤枝岡部I.Cから約25分

東名高速道路利用の場合

浜松～藤枝　約50分 静岡～藤枝　約19分

約20分 約20分約10分

大阪 名古屋 静岡 東京
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スポーツ＆健康フェスタ in ふじえだ2022

令和４年12月10日（土）

様々なスポーツ体験や体の健康チェック、親子で楽しめる
コーナーがあります。年齢関係なく、色々な運動・スポーツを
通して、体を動かすことの楽しさと健康の大切さを実感して
みませんか。

お問合せ先　TEL：054-643-3126（藤枝市役所スポーツ振興課）

静岡県武道館 「武道始め」
令和５年１月７日（土）

新年のスタートを飾る「武道始め」です。
今回も静岡県の武道団体が一堂に会
し、演武を披露します。2023年の最初
のイベントです。ぜひこの機会に緊張感
溢れる演武をご覧下さい。


