
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0 1 9 年 度 　 陸 上 競 技 場 等 利 用 予 定                         　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

４月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分
1日 土 ジュニア陸上教室 MJR 1日
2日 日 ジュニア陸上教室 MJR 2日

★ナイター陸上教室 MJR
4日 火 4日
5日 水 5日

プログラム編成会議（庶務室・記録室） 群馬陸協

★ナイター陸上教室 MJR
7日 金 7日

ジュニア陸上教室 MJR

ザスパ

MJR陸上記録会① MJR
10日 月 10日

★ナイター陸上教室 MJR

県サッカー

13日 木 13日

★ナイター陸上教室 MJR

群馬陸協 群馬陸協

群馬陸協 群馬陸協

17日 月 17日

★ナイター陸上教室 MJR

県高校地区強化記録会プロ編・顧問総会準備会議（庶務室・記録室） 県高体連陸上

20日 木 20日

★ナイター陸上教室 MJR

県高体連陸上 県高体連陸上 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
ジュニア陸上教室 MJR

ザスパ 第73回群馬セブンズ・10試合 県ラグビー 県ラグビー

24日 月 24日

25日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 25日

26日 水 県高体連陸上 県サッカー 26日

27日 木 ★ナイター陸上教室 MJR
28日 金 28日
29日 土 ザスパ ジュニア陸上教室 MJR 県ラグビー 29日

30日 日 MJR陸上記録会② MJR 30日

火

21日 金

18日 火

14日 金

12日 水

9日 日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

19日 水
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定
が決定しています。

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

23日
2023J２リーグ　ザスパVS徳島　14：00～ 第73回群馬セブンズ・10試合

県高校総体陸上競技プロ編会議（庶務室・記録室） 関東交流O-70サッカー大会・5試合

2023J２リーグ　ザスパVS甲府　14：00～ 第34回敷島カップ争奪中学生大会/群ラボカップ中学生大会・10試合

高校地区強化記録会 高校地区強化記録会

23日 日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

18日

●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

19日

群馬リレーカーニバル 群馬リレーカーニバル

3日 月

6日 木

11日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

3日

6日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23
9日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

11日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

22日 土

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

22日

21日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23

12日
高体連サッカー顧問総会（会議室）

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

14日

16日 日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

16日
群馬リレーカーニバル 群馬リレーカーニバル

15日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

15日

※利用駐車場の表記について：河・・・河川敷駐車場　風・・・風呂川駐車場

４月

４月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

8日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

8日
2023J２リーグ　ザスパVS長崎　14：00～

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23

区分
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）4/1～4/23
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可4/1～4/23

サッカー・ラグビー場（●=有料）

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

　　2023年度　施設利用予定表   2023.3.1現在



５月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分
1日 月 1日
2日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 2日

県中体連陸上 県中体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR

県中体連陸上 県中体連陸上 県ラグビー/高体連ラグビー

★ナイター陸上教室 MJR

5日 金 県ラグビー/高体連ラグビー 5日

市中体連陸上 前橋市中体連陸上部 県サッカー

ジュニア陸上教室（中体連終了後） MJR

7日 日 ザスパ ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 7日
8日 月 8日
9日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 9日

10日 水 県中体連陸上 10日

11日 木 ★ナイター陸上教室 MJR 11日

12日 金 高体連陸上 高体連陸上 12日

高体連陸上 高体連陸上 県高校総体サッカー競技男子準決勝・1試合 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

高体連陸上 高体連陸上 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

15日 月 高体連陸上 高体連陸上 15日

16日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 16日

17日 水 ザスパ 17日

18日 木 ★ナイター陸上教室 MJR 18日

19日 金 19日

県中体連陸上 県中体連陸上 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

21日 日 MJR陸上記録会③ MJR 県サッカー 21日

22日 月 県サッカー 22日

23日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 23日
24日 水 24日

県中体連陸上

関東高校総体陸上大会申込会議（庶務室・記録室） 県高体連陸上

プログラム編成会議（会議室） 群馬陸協

26日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 26日

群馬陸協 群馬陸協 県サッカー

ジュニア陸上教室（マスターズ終了後） MJR

28日 日 ザスパ ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 28日
29日 月 29日
30日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 30日
31日 水 31日

4日 木

2023J２リーグ　ザスパVS藤枝　14：00～ 群馬県シニアサッカーリーグ・4試合

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定
が決定しています。

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

27日 土
マスターズ春季大会 マスターズ春季大会 ●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

27日

全国自治体職員サッカー大会群馬県予選会準決勝・決勝・3試合
20日

●天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会１回戦（有料）・1試合

●天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会１回戦（有料）（予備日）・1試合

25日 木

群馬県中体連春季陸上競技記録会プログラム編成会議（会議室）

25日

県高校総体陸上競技 県高校総体陸上競技

2023J２リーグ　ザスパVS水戸　19：00～

20日 土
群馬県中学生春季強化記録会 群馬県中学生春季強化記録会

13日

14日 日
県高校総体陸上競技 県高校総体陸上競技 県高校総体サッカー競技男子女子決勝・2試合

14日

県高校総体陸上競技 県高校総体陸上競技

13日 土
県高校総体陸上競技 県高校総体陸上競技

6日

2023J２リーグ　ザスパVS山口　14：00～ ●第28回群馬県サッカー協会長杯サッカー大会決勝（有料）・1試合

群馬県中体連陸上競技部会（会議室）

第58回県高校総体ラグビー競技・準々決勝・3試合

6日 土
前橋市中学校春季陸上競技記録会 前橋市中学校春季陸上競技記録会 ●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

3日 水
群馬県中体連陸上部第３次強化合宿 群馬県中体連陸上部第３次強化合宿

3日

群馬県中体連陸上部第３次強化合宿 群馬県中体連陸上部第３次強化合宿 第58回県高校総体ラグビー競技・準々決勝・3試合
4日

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

区分

補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ） サッカー・ラグビー場（●=有料）

５月

５月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料）



６月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

1日 木 1日

2日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 2日

県中体連陸上 県中体連陸上 GUFA審判講習会 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

群馬陸協 群馬陸協 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

5日 月 5日

6日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 6日

7日 水 県サッカー 県高体連サッカー専門部委員会（会議室） 県サッカー 7日

8日 木 8日

9日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 9日

県中体連陸上 県中体連陸上 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

県中体連陸上 県中体連陸上 県サッカー

ザスパ ★ジュニア陸上教室 MJR

12日 月 12日

13日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 13日

14日 水 県サッカー 14日

15日 木 県中体連陸上 15日

16日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 16日

17日 土 群馬陸協 群馬陸協 全国高校総体サッカー県予選準決勝・1試合 県サッカー 17日

18日 日 全国高校総体サッカー県予選　決勝・1試合 県サッカー ジュニア陸上教室 MJR 県ラグビー/高体連ラグビー 18日

19日 月 19日

20日 火 20日

21日 水 21日

全国高校総体陸上大会申込会議（庶務室・記録室） 高体連陸上

プログラム編成会議（庶務室・記録室） 群馬陸協

23日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 23日

県中体連陸上 県中体連陸上 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

県中体連陸上 県中体連陸上 県サッカー

ザスパ ★ジュニア陸上教室 MJR

26日 月 26日

27日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 27日

28日 水 28日

29日 木 29日

30日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 30日

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

24日

25日 日
第69回全日本中学校通信陸上競技群馬県大会 第69回全日本中学校通信陸上競技群馬県大会 群馬県シニアサッカーリーグ・4試合

25日
2023J２リーグ　ザスパVS清水　19：30～

22日 木 22日

24日 土
第69回全日本中学校通信陸上競技群馬県大会 第69回全日本中学校通信陸上競技群馬県大会 ●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

天皇杯2回戦（有料）（予備日）・1試合

全日本中学校通信陸上競技県大会プログラム編成会議（会議室）

小学生全国予選 小学生全国予選

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定
が決定しています。

第10回全国高等学校ラグビーフットボール7人制大会県予選・4試合

10日

11日 日
群馬県中体連陸上競技部特別強化合宿 群馬県中体連陸上競技部特別強化合宿 第59回全国社会人サッカー選手権大会関東予選・2試合

11日
2023J２リーグ　ザスパVS大分　18：00～

天皇杯2回戦（有料）・1試合

10日 土
群馬県中体連陸上競技部特別強化合宿 群馬県中体連陸上競技部特別強化合宿 ●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

4日 日
群馬県記録会 群馬県記録会 群馬県シニアサッカーリーグ・4試合

4日

区分

3日 土
群馬県中体連春季陸上競技記録会 群馬県中体連春季陸上競技記録会

3日

サッカー・ラグビー場（●=有料）

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

６月

６月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）



７月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

群馬陸協 群馬陸協

★ジュニア陸上教室 MJR

群馬陸協 群馬陸協 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
3日 月 3日
4日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 4日

5日 水 ザスパ 県サッカー 5日
前橋市中学校陸上競技大会・会議室（プロ編） 市中体連陸上

プログラム編成会議（庶務室・記録室） 群馬陸協

★ナイター陸上教室 MJR

7日 金 群馬陸協 群馬陸協 7日

群馬陸協 群馬陸協 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

MJR陸上記録会④ MJR 県サッカー

ザスパ

10日 月 10日
11日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 11日
12日 水 12日
13日 木 13日
14日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 14日

群馬陸協 群馬陸協

★ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー

群馬陸協 群馬陸協 群馬県女子サッカー大会（兼）関東女子サッカー大会県予選大会 準決勝・1試合 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
市中体連陸上 市中体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR
18日 火 18日
19日 水 19日
20日 木 20日

県中体連陸上 前橋市中体連強化練習会 市中体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR

群馬陸協 群馬陸協

★ジュニア陸上教室 MJR

ザスパ 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

24日 月 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 県サッカー 24日
25日 火 25日
26日 水 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 県サッカー 26日

27日 木 ★ナイター陸上教室 MJR 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 県サッカー 27日

28日 金 県中体連陸上 県中体連陸上 28日
県中体連陸上 県中体連陸上 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
群馬県中学校総合体育大会 準決勝・1試合 県中体連サッカー 県サッカー/県中体連サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

31日 月 県サッカー 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 県サッカー 群馬県中学校総合体育大会　決勝（1試合） 県サッカー/県中体連サッカー 31日

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定
しています。

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

29日

30日 日
群馬県中学校総合体育大会　準決勝・強化試合（2試合）

30日

日本クラブユースサッカー選手権大会（U-18）大会・2試合

第76回群馬県中学校陸上競技大会 第76回群馬県中学校陸上競技大会

29日 土
第76回群馬県中学校陸上競技大会 第76回群馬県中学校陸上競技大会

23日 日
2023J２リーグ　磐田　19：00～

23日

17日

県中学校陸上競技大会プログラム編成会議（会議室）

22日 土
小学生総体 小学生総体

22日

16日 日
国体群馬県陸上競技予選会 国体群馬県陸上競技予選会

16日

17日 月
前橋市中学校陸上競技大会 前橋市中学校陸上競技大会

21日 金 21日

大会・行事等の名称

区分

補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ） サッカー・ラグビー場（●=有料）

15日 土
国体群馬県陸上競技予選会 国体群馬県陸上競技予選会

15日
GUFA3級昇級資格認定審査会

第53回関東サッカーリーグ2部・1試合
8日

9日 日
群馬県シニアサッカーフェスティバル(選手権）・4試合

9日
2023J２リーグ　ザスパVS大宮　19：00～

関東聾学校陸上大会 関東聾学校陸上大会

8日 土
関東聾学校陸上大会 関東聾学校陸上大会

6日 木 6日

７月

７月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料）

2日

2023J２リーグ　ザスパVS熊本　19：00～ 県高体連サッカー専門部顧問総会（会議室）

1日 土
群馬県陸上競技選手権大会 群馬県陸上競技選手権大会

1日

2日 日
群馬県陸上競技選手権大会 群馬県陸上競技選手権大会 第39回群馬県女子サッカー選手権大会（兼）第45回関東女子サッカー選手権大会群馬県予選大会 準決勝・2試合

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称



８月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

県中体連陸上 日本クラブユース女子サッカー選手権（U-18）大会 XF CUP ・1試合 県サッカー 日本クラブユース女子サッカー選手権（U-18）大会 XF CUP ・1試合 県サッカー

★ナイター陸上教室 MJR

2日 水 県サッカー 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・1試合 県サッカー 2日

3日 木 日本クラブユース女子サッカー選手権（U-18）大会 XF CUP ・1試合 県サッカー 日本クラブユース女子サッカー選手権（U-18）大会 XF CUP ・1試合 県サッカー 3日

4日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 4日

5日 土 ★MJR陸上記録会⑤ MJR 県サッカー 5日

ザスパ 第30回全国クラブチームサッカー選手権大会群馬県大会・1試合 県サッカー

MJR陸上記録会⑤（予備日） MJR

7日 月 7日

8日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 8日

9日 水 群馬陸協 県サッカー/県中体連サッカー 県サッカー/県中体連サッカー 9日

群馬陸協 群馬陸協

★ナイター陸上教室 MJR

群馬陸協 群馬陸協

★ジュニア陸上教室 MJR

12日 土 12日

13日 日 ★ジュニア陸上教室 MJR 13日

14日 月 14日

15日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 15日

16日 水 県高体連陸上 16日

17日 木 17日

18日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 18日

19日 土 群馬陸協 19日

20日 日 ザスパ ★ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 20日

21日 月 21日
22日 火 22日
23日 水 23日
24日 木 24日

25日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 25日

県サッカー 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

群馬陸協/高体連陸上 群馬陸協/高体連陸上 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

28日 月 28日

29日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 29日

30日 水

高体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR 31日

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定
しています。

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

26日 土
2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

26日

27日 日
夏季強化記録会 夏季強化記録会 群馬県シニアサッカーフェスティバル(選手権）準々・4試合

27日

県高等学校対抗陸上大会プロ編会議（庶務室・記録室）
31日 木

30日

第53回関東サッカーリーグ2部・1試合

U12選抜陸上競技大会

2023J２リーグ　ザスパVS金沢　19：00～ 群馬県シニアサッカーフェスティバル(選手権）準々・4試合

夏季強化記録会プロ編会議（庶務室・記録室）

花火大会 花火大会

11日 金
東日本医学大学陸上大会 東日本医学大学陸上大会

11日

東日本医学大学陸上大会（前日練習）

東日本医学大学陸上大会 東日本医学大学陸上大会

第54回関東中学校サッカー大会　準決勝・代表決定戦・2試合 第54回関東中学校サッカー大会　準決勝・決勝・2試合

10日 木 10日

6日 日
2023J２リーグ　ザスパVS栃木　19：00～

6日

群馬県中体連陸上競技部関東・全国出場者強化練習会

日本クラブユースサッカー選手権大会（U-18）大会・1試合

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

区分

補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ） サッカー・ラグビー場（●=有料）

1日 火 1日

第53回関東サッカーリーグ2部・1試合

８月

８月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料）



９月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

1日 金 1日
群馬陸協/県中体連陸上 群馬陸協/県中体連陸上 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
MJR陸上記録会⑥ MJR 県サッカー

ザスパ
4日 月 4日
5日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 5日

6日 水 県サッカー 6日

7日 木 県中体連陸上 7日

8日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 8日

9日 土 ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 9日

群馬陸協 群馬陸協 県サッカー

ジュニア陸上教室（マスターズ終了後) MJR
11日 月 11日
12日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 12日
13日 水 13日

高体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR
15日 金 15日

県中体連陸上 県中体連陸上 県サッカー

ザスパ 県ラグビー

群馬陸協 群馬陸協

19日 火 19日
20日 水 20日

21日 木 市中学体育主任会 21日

★ナイター陸上教室 MJR
県高体連陸上

県高体連陸上 ★ジュニア陸上教室 MJR
県高体連陸上

県高体連陸上 ★ジュニア陸上教室 MJR
25日 月 25日

市中学体育主任会

★ナイター陸上教室 MJR

27日 水 市中学体育主任会 27日

市中学体育主任会

県高等学校強化陸上大会プロ編会議（庶務室・記録室） 高体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR

群馬陸協

★ジュニア陸上教室 MJR

22日

26日

29日

30日

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定
が決定しています。

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

30日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 国体代表選手最終合宿 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

28日 木
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 南橘中学校体育大会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

28日

29日 金

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 元総社中学校体育大会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 第一中学校体育大会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

23日
県高等学校新人陸上競技大会

24日 日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 県高等学校新人陸上競技大会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

24日
県高等学校新人陸上競技大会

26日 火

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

23日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 県高等学校新人陸上競技大会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 第三中学校体育大会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

18日 月
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

22日 金

18日
小学生記録会 小学生記録会

17日 日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

17日
●関東大学公式戦（有料）・2試合

県高等学校新人陸上大会プロ編会議（庶務室・記録室）

16日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

16日
群馬県中体連新人陸上競技記録会 群馬県中体連新人陸上競技記録会 ●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

2023J２リーグ　ザスパVSいわき

14日 木 14日

10日 日
マスターズ選手権大会 マスターズ選手権大会 群馬県シニアサッカーフェスティバル(選手権）決勝・5試合

10日

関東交流O-70サッカー大会・5試合

県中学校新人陸上競技大会プログラム編成作業（会議室）

全国自治体職員サッカー大会群馬県予選会準決勝・2試合

2日

3日 日
群馬県シニアサッカーフェスティバル(選手権）準々・4試合

3日
2023J２リーグ　ザスパVS町田

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

区分

2日 土
第54回JOC　U16陸上競技大会群馬県予選会 第54回JOC　U16陸上競技大会群馬県予選会 関東自治体職員サッカー大会群馬県予選会2回戦・4試合

サッカー・ラグビー場（●=有料）９月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）

９月



１０月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

群馬陸協

ザスパ ★ジュニア陸上教室 MJR
2日 月 2日

★ナイター陸上教室 MJR 市中学体育主任会

4日 水 市中学体育主任会 4日

プログラム編成会議（庶務室・記録室） 群馬陸協

★ナイター陸上教室 MJR
県高体連陸上

県高体連陸上 ★ジュニア陸上教室 MJR

県高体連陸上 県高体連陸上

ザスパ ★ジュニア陸上教室 MJR
ジュニア陸上教室 MJR

★ナイター陸上教室 MJR 県ラグビー

前橋市小学校陸上記録会（前日準備） 市小体研 前橋市小学校陸上記録会（前日準備） 市小体研

市小体研

市小体研

市小体研 市小体研

★ナイター陸上教室 MJR

13日 金 13日
県中体連陸上

県中体連陸上 ★ジュニア陸上教室 MJR

群馬陸協 群馬陸協

16日 月 16日

★ナイター陸上教室 MJR
18日 水 前橋第三中学校マラソン大会 前橋三中 18日

県高校駅伝競走大会プロ編会議（庶務室・記録室） 高体連陸上 前橋第三中学校マラソン大会（予備日） 前橋三中

★ナイター陸上教室 MJR
ジュニア陸上教室(早朝） MJR 県ラグビー

前橋トライアスロン 前橋トライアスロン

県サッカー

前橋トライアスロン 前橋トライアスロン

23日 月 23日
24日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 24日
25日 水 25日
26日 木 ★ナイター陸上教室 MJR 26日
27日 金 27日
28日 土 群馬陸協/県小体研 群馬陸協/県小体研 第102回高校サッカー選手権大会県予選　準々決勝・1試合 県サッカー 28日

群馬陸協 群馬陸協 県ラグビー

ジュニア陸上教室（マスターズ終了後) MJR

ぐんまマラソン ぐんまマラソン

★ナイター陸上教室 MJR
31日 火 ぐんまマラソン ぐんまマラソン 31日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22

3日

6日

9日

12日

17日

20日

14日

8日

30日

前橋トライアスロンフェスタ・準備・設営 前橋トライアスロンフェスタ・準備・設営

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22

21日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 ●関東大学公式戦（有料）・2試合

21日

29日

第33回ぐんまマラソン大会・準備 第33回ぐんまマラソン大会・準備

第33回ぐんまマラソン大会・準備第33回ぐんまマラソン大会・準備

30日 月

19日 木
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22

19日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22

17日 火

20日 金

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定
しています。

22日
前橋トライアスロンフェスタ（国体道路交通規制） 前橋トライアスロンフェスタ（国体道路交通規制）

第50回群馬県小学校陸上教室記録会 第50回群馬県小学校陸上教室記録会

29日 日
マスターズクラブ対抗 マスターズクラブ対抗 ●関東大学公式戦（有料）・2試合

22日 日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ2023・1試合

11日 水
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 前橋市小学校陸上記録会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

11日
前橋市小学校陸上記録会

10日 火
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

10日

12日 木

群馬県中体連陸上競技部第53回混成記録会

15日 日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

15日U12選抜陸上ファイナル U12選抜陸上ファイナル

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

14日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 群馬県中体連陸上競技部第53回混成記録会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

8日 日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

5日

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

7日 土
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 県高等学校陸上競技強化大会 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

7日
県高等学校陸上競技強化大会

6日 金

9日 月 第33回県中学生大会・6試合

県高等学校陸上競技強化大会

5日 木
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22

1日
2023J２リーグ　ザスパVS東京V

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22

区分

1日 日
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 国体代表選手最終合宿 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

3日 火

サッカー・ラグビー場（●=有料）

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

１０月

１０月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）

前橋市体育主任会（予備日）
前橋市体育主任会（予備日）

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22

県高等学校陸上競技強化大会

2023J２リーグ　ザスパVS岡山
芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）原則走路のみ可9/16～10/22 芝生更新作業期間（機械作業・播種作業等）9/16～10/15

前橋市小学校陸上記録会（予備日） 前橋市小学校陸上記録会（予備日）



１１月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分
1日 水 ぐんまマラソン ぐんまマラソン 1日
2日 木 ぐんまマラソン ぐんまマラソン ぐんまマラソン 2日
3日 金 ぐんまマラソン ぐんまマラソン ぐんまマラソン 3日

ぐんまマラソン ぐんまマラソン 県ラグビー/高体連ラグビー

★ナイター陸上教室 MJR

5日 日 ザスパ 県サッカー 県サッカー 5日

6日 月 6日
7日 火 ★ナイター陸上教室 MJR 7日

8日 水 岩神小学校持久走大会 岩神小 8日

9日 木 岩神小学校持久走大会（予備日） 岩神小 9日
10日 金 ★ナイター陸上教室 MJR 10日

県高体連陸上 県高体連陸上 県ラグビー/高体連ラグビー

★ジュニア陸上教室 MJR

県高体連陸上 県高体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー

13日 月 13日
南橘中学校マラソン大会 南橘中

★ナイター陸上教室 MJR
15日 水 15日
16日 木 16日

★ナイター陸上教室 MJR

県中体連陸上 県中体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR
県ラグビー

県中体連陸上 県中体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR
20日 月 20日
21日 火 21日
22日 水 22日

ジュニア陸上教室 MJR 県ラグビー

県サッカー

★ナイター陸上教室 MJR

県高体連陸上常任委員・事務局会議（庶務室・記録室） 県高体連陸上 ユニクロサッカーキッズ設営 県サッカー

★ナイター陸上教室 MJR

群馬陸協 群馬陸協 県サッカー

ザスパ

県ラグビー

ザスパ ジュニア陸上教室 MJR
27日 月 27日
28日 火 南橘中学校マラソン大会（予備日） 南橘中 28日

29日 水 高体連サッカー専門部委員会（会議室） 県サッカー 29日
30日 木 30日

4日

14日

17日

18日

19日

23日

24日

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定
しています。

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

26日 日
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 2023群馬ラグビーフットボールリーグ・6試合

26日
2023J２リーグ　J1昇格プレーオフ①

25日 土

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

25日小学生駅伝競走大会 小学生駅伝競走大会

2023J２リーグ　J1昇格プレーオフ①

ユニクロサッカーキッズ

19日 日

14日 火

17日 金

12日 日
県高等学校混成競技大会 県高等学校混成競技大会

12日
●第102回高校サッカー選手権大会県予選 決勝(有料）・1試合

第102回高校サッカー選手権大会県予選 決勝（有料）（予備日）・１試合

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 第21回前橋市長杯ローズカップ・4試合

23日 木

24日 金

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 全国地区対抗関東第2地区予選会決勝戦・順位戦・2試合

群馬県中体連陸上競技部第1次強化合宿

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
群馬県中体連陸上競技部第1次強化合宿

群馬県中体連陸上競技部第1次強化合宿

ぐんまマラソン大会・準備 ぐんまマラソン大会・準備

11日 土
県高等学校混成競技大会 県高等学校混成競技大会 第103回全国高校大会県予選決勝・1試合

11日

2023J２リーグ　ザスパVS千葉 GUFAレフリーアカデミー研修会 ●第102回高校サッカー選手権大会県予選 準決勝(有料）・2試合

群馬県中体連陸上競技部第1次強化合宿

ぐんまマラソン大会・撤収 ぐんまマラソン大会・撤収 第103回全国高校大会県予選準決勝・2試合
4日 土

ぐんまマラソン大会 ぐんまマラソン大会 ぐんまマラソン大会

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

18日 土

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

区分

補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ） サッカー・ラグビー場（●=有料）

１１月

１１月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料）

ぐんまマラソン大会・準備 ぐんまマラソン大会・準備 ぐんまマラソン大会・準備

大会・行事等の名称

群
馬
県
に
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１２月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

★ナイター陸上教室 MJR
GUFA審判講習会 県サッカー 県サッカー

群馬県中体連陸上競技部ブロック別練習会 県中体連陸上 群馬県中体連陸上競技部ブロック別練習会 県中体連陸上

ザスパ
3日 日 ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 3日
4日 月 4日

★ナイター陸上教室 MJR
6日 水 6日

競技日程カレンダー会議（会議室） 群馬陸協

★ナイター陸上教室 MJR

群馬陸協 県高体連陸上 県サッカー

県高体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR
ザスパ

10日 日 ジュニア陸上教室 MJR 県ラグビー 10日
11日 月 11日

★ナイター陸上教室 MJR
13日 水 13日

★ナイター陸上教室 MJR
15日 金 15日

県サッカー

県中体連陸上 県中体連陸上 県中体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR

MJR陸上記録会⑦ MJR 県サッカー 県サッカー

ザスパ
18日 月 18日

★ナイター陸上教室 MJR
20日 水 20日21日 木 21日

★ナイター陸上教室 MJR 高円宮杯JFA全日本U-15サッカー大会（準備） 県サッカー 高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会（準備） 県サッカー

群馬県中体連陸上競技部ブロック別練習会 県中体連陸上 県サッカー 県サッカー

ジュニア陸上教室 MJR

24日 日 ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 24日
県高体連陸上

県高体連陸上

県高体連陸上 県高体連陸上

県高体連陸上 県高体連陸上

群馬陸協

群馬陸協

群馬陸協

群馬陸協

1日

19日火

22日 金

31日 日

14日 木

12日 火

1日 金

5日 火

8日 金

17日 日

27日 水
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

27日群馬陸上競技協会冬季合宿 群馬陸上競技協会冬季合宿

26日 火
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 31日NY駅伝
●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定していま

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

29日NY駅伝

30日 土 冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 30日NY駅伝

28日 木 冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 28日NY駅伝

29日 金 冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

年末年始休業12/28～1/4 年末年始休業12/28～1/4

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

26日群馬陸上競技協会冬季合宿 群馬陸上競技協会冬季合宿

25日 月
群馬陸上競技協会冬季合宿

25日
群馬陸上競技協会冬季合宿

7日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

9日 土

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
高円宮杯JFAU-15リーグ県大会Uリーグ参入戦・2試合

9日

NY駅伝全体会議・実行委員会（雨天走路・会議室・他） 群馬陸上競技協会地区別練習会

7日 木

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会（アップ会場） 高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会・2試合

19日

23日

ドリームマッチ群馬2023・2試合

23日 土

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

22日

8日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
ドリームマッチ群馬2023・2試合 ドリームマッチ群馬2023（予備日）・2試合 17日

2023J２リーグ　J1昇格プレーオフ③（予備日）

16日 土
GUFA2級昇級資格認定審査会

16日県中体連冬季合同強化練習会 県中体連冬季合同強化練習会 県中体連冬季合同強化練習会

12日

14日
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

群馬陸上競技協会地区別練習会

2023J２リーグ　J1昇格プレーオフ③

2023群馬ラグビーフットボールリーグ・6試合

2日

2023J２リーグ　J1昇格プレーオフ②
高円宮杯JFAU-15リーグ関東リーグ参入戦・1試合

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

区分

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

2日 土
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 高円宮杯JFAU-15リーグ県大会G1準決勝・2試合

サッカー・ラグビー場（●=有料）

１２月

１２月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

5日
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１月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

1日 月 令和6年前橋市民新春ラグビー大会・3試合 市ラグビー 1日

2日 火 2日
3日 水 3日
4日 木 4日

★ナイター陸上教室 MJR

6日 土 ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 6日

7日 日 ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー 7日

ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー

群馬県中体連陸上競技部ブロック別練習会 県中体連陸上 群馬県中体連陸上競技部ブロック別練習会 県中体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR
9日 火 9日
10日 水 県高体連サッカー専門部委員会（会議室） 県サッカー 10日

県高校新人駅伝大会プロ編会議（庶務室・記録室） 県高体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR
ジュニア陸上教室 MJR

県高体連陸上 県高体連陸上

県中体連陸上 県中体連陸上 県中体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR
15日 月 15日

★ナイター陸上教室 MJR
17日 水 17日
18日 木 18日

★ナイター陸上教室 MJR
20日 土 ジュニア陸上教室 MJR 県ラグビー/高体連ラグビー 20日

県サッカー

県高体連陸上 県高体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR
22日 月 22日

★ナイター陸上教室 MJR
24日 水 24日

プログラム編成会議（庶務室・記録室） 群馬陸協

県サッカー

★ナイター陸上教室 MJR

県高体連陸上 県高体連陸上 県ラグビー/高体連ラグビー

MJR陸上記録会⑧ MJR
第74回群馬県サッカー総合選手権大会決勝・1試合 県サッカー

群馬陸協 群馬陸協 群馬県女子サッカー新人大会決勝・1試合 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
29日 月 29日

★ナイター陸上教室 MJR
31日 水 31日

28日

21日

27日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 県高校ラグビー新人大会準決勝・2試合

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

25日

5日 金

8日 月

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

26日

30日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

群馬県駅伝競走大会 群馬県駅伝競走大会

12日 金

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

県高等学校新人駅伝競走大会（予備日） 県高校ラグビー新人大会シード決定戦・決勝・2試合

日28日

30日 火

12日

16日

19日19日 金

13日 土
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

13日
県高等学校新人駅伝競走大会 県高等学校新人駅伝競走大会

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

25日 木

27日 土

21日 日

23日 火

26日 金

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 第74回群馬県サッカー総合選手権大会 準決勝・2試合

群馬陸上競技協会種目別練習会

23日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 県高体連サッカー専門部顧問総会（会議室）

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
県高等学校新人駅伝競走大会（予備日）

群馬陸上競技協会種目別練習会

11日 木 11日

GUFA2級昇級資格認定審査会（会議室）

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

ニューイヤー・シニアサッカー大会・5試合

ニューイヤー・シニアサッカー大会・5試合

県中体連冬季合同強化練習会 県中体連冬季合同強化練習会 県中体連冬季合同強化練習会14日 日 14日

16日 火

5日

8日

区分

年末年始休業12/28～1/4
年末年始休業12/28～1/4

サッカー・ラグビー場（●=有料）１月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）

１月

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定していま
す。
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２月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

プログラム編成会議（庶務室・記録室） 群馬陸協

★ナイター陸上教室 MJR

県高体連陸上 県高体連陸上 群馬県高校サッカー新人大会準決勝・1試合 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
ザスパ

MJR陸上記録会⑧（予備日） MJR 群馬県高校サッカー新人大会決勝・1試合 県サッカー

ザスパ
5日 月 5日

★ナイター陸上教室 MJR
7日 水 7日
8日 木 8日

★ナイター陸上教室 MJR
県サッカー 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
ザスパ

群馬陸協 群馬陸協 群馬県高校サッカー新人大会準決勝（予備日）・1試合 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR
ザスパ

ジュニア陸上教室 MJR 群馬県高校サッカー新人大会決勝（予備日）・1試合 県サッカー

★ナイター陸上教室 MJR
13日 火 13日

県高体連陸上第2回顧問総会準備会議（庶務室・記録室） 高体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR
16日 金 16日

県中体連陸上 県中体連陸上 県中体連陸上

★ジュニア陸上教室 MJR
ザスパ

MJR陸上記録会⑨ MJR 県サッカー

ザスパ
19日 月 19日

★ナイター陸上教室 MJR
21日 水 21日
22日 木 22日

★ナイター陸上教室 MJR ジュニア陸上教室 MJR

群馬県中体連陸上競技部ブロック別練習会 県中体連陸上 ジュニア陸上教室 MJR
ザスパ

ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー

ザスパ
26日 月 26日

★ナイター陸上教室 MJR
28日 水 28日
29日 木 29日

２月

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定していま
す。

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

24日

12日

15日

25日 日 冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 GUFAフットボールデー・JFA女子サッカーデー 25日
2024Jリーグ

27日 火 27日

24日 土
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

17日
県中体連冬季合同強化練習会 県中体連冬季合同強化練習会

2024Jリーグ

18日 日
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

18日GUFA派遣審判員認定審査会
2024Jリーグ

県中体連冬季合同強化練習会

20日 火

23日 金

20日

23日

17日 土

2024Jリーグ

14日 水 14日

11日 日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
ジュニアロードレース

11日
ジュニアロードレース

2024Jリーグ

12日 月

15日 木

10日 土
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31 GUFA派遣審判員認定審査会 群馬県高校サッカー新人大会準々決勝（予備日）2試合

10日
2024Jリーグ

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

4日 日
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

4日
2024Jリーグ

6日 火

9日 金

6日

9日

3日 土

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

3日
群馬陸上競技協会チャレンジ練習会 群馬陸上競技協会チャレンジ練習会

2024Jリーグ

区分

1日 木
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

1日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

サッカー・ラグビー場（●=有料）

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

2日 金

２月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）

2日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
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３月

日 曜 日

午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 ナイター 主催団体 午前 午後 主催団体 区分

クラブ対抗少年少女駅伝競走大会（前日準備） 上毛新聞 クラブ対抗少年少女駅伝競走大会（前日準備） 上毛新聞

★ナイター陸上教室 MJR

群馬陸協/上毛新聞 群馬陸協/上毛新聞 県サッカー

ザスパ 県ラグビー 県ラグビー

県高体連陸上

ザスパ 県ラグビー 県ラグビー

★ジュニア陸上教室 MJR 県高体連陸上

4日 月 4日
5日 火 5日
6日 水 6日
7日 木 7日

★ナイター陸上教室 MJR 県サッカー

県中体連陸上 県中体連陸上 県サッカー

ザスパ 県サッカー

★ジュニア陸上教室 MJR

群馬県中体連陸上競技部第2次強化合宿 県中体連陸上 群馬県中体連陸上競技部第2次強化合宿 県中体連陸上 市ラグビー

ザスパ
11日 月 11日

★ナイター陸上教室 MJR
13日 水 13日
14日 木 14日

★ナイター陸上教室 MJR

ザスパ 県サッカー

理事会（会議室） 群馬陸協 ジュニア陸上教室 MJR

ザスパ ジュニア陸上教室 MJR 県サッカー

18日 月 18日
19日 火 19日

県高体連陸上 県高体連陸上

★ナイター陸上教室 MJR

★ナイター陸上教室 MJR
22日 金 22日

県中体連陸上 県サッカー

県中体連陸上 ★ジュニア陸上教室 MJR

ザスパ

MJR陸上記録会⑨ MJR 市ラグビー

ザスパ
25日 月 25日
26日 火 26日
27日 水 27日

プログラム編成会議（庶務室・記録室） 群馬陸協

★ナイター陸上教室 MJR
30日 土 ジュニア陸上教室 MJR 30日

31日 日 ジュニア陸上教室 MJR 31日冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定しています。

●個人でのご利用ができます。
●ただし、大会等で独占使用の場合は除きます

●個人でのご利用はできません。
●利用調整会議で決定した大会等の予約により、年間予定が決定していま

群馬陸上競技協会種目別練習会

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

群馬陸上競技協会種目別練習会

●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

大会・行事等の名称 大会・行事等の名称 大会・行事等の名称

3日
群馬陸上競技協会種目別練習会

群馬陸上競技協会種目別練習会（※カインズカップが開催されない場合）

2024Jリーグ

JFAユニクロサッカーキッズ（予備日）　準備

2024Jリーグ

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

区分
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

サッカー・ラグビー場（●=有料）

1日 金 1日

３月

３月 陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ　●=有料） 補助陸上競技場（★=ﾅｲﾀｰ）

23日 土

群馬県中体連陸上競技部第54回混成記録会 ●2023プレナスなでしこリーグ1部（有料）・1試合

23日

17日 日
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

関東交流シニアサッカー大会・5試合 17日2024Jリーグ

21日 木

20日 水 20日

21日

16日 土
冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

●本予定表は、作成日時点の予定です。変更している場合もございますのでご利用にあたっては、敷島公園管理事務所【電話：０２７－２３４－９３３８】までお問い合わせください。

28日 木 28日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

24日
2024Jリーグ

群馬県中体連陸上競技部第54回混成記録会

2024Jリーグ

24日 日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
令和6年度前橋市民ラグビー祭・4試合

29日 金 29日

10日 日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31
令和6年度北関東新潟中学生ラグビー交流大会・4試合 10日

2024Jリーグ

15日 金

12日 火 12日

15日

9日 土

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

16日2024Jリーグ

ユニクロサッカーキッズ（予備日）
GUFAフットボールデー・JFA女子サッカーデー（予備日） 9日

群馬県中体連陸上競技部第2次強化合宿 群馬県中体連陸上競技部第2次強化合宿
2024Jリーグ

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

3日 日

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

第36回上毛新聞社・カインズカップ小学生大会 第36回上毛新聞社・カインズカップ小学生大会

8日 金 8日

2日 土

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

2日第31回クラブ対抗少年少女駅伝競走大会（ライスカップ小学生駅伝） 第31回クラブ対抗少年少女駅伝競走大会（ライスカップ小学生駅伝） GUFA派遣審判員認定審査会

第36回上毛新聞社・カインズカップ小学生大会準備（ライスカップ終了後） 第36回上毛新聞社・カインズカップ小学生大会準備（審判員認定審査会終了後）

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31

冬季芝生シート設置期間/走路利用のみ可11/13～3/31


