
 

 

 都 市 計 画 部   

総合体育館整備室 

                                    

                                   直通 055-934-4883 
 

令和５年３月１日のオープンに先駆け、総合体育館開館式典、オープン記念イベント及び内覧

会を開催します。オープン記念イベントでは、県内スポーツチームの試合観戦のほか、各種スポー

ツをご体験いただけます。ぜひご家族やご友人をお誘いあわせのうえ、ご来館ください。 

 

１. ２月２５日㈯  開館記念式典（招待者のみ） 

・時  間   １０時３０分～１２時３０分 

・内  容   主催者・事業者挨拶、来賓祝辞、高校生による開館記念演技 

【出演者】沼津市立高校(書道)・加藤学園(チアリーディング)・飛龍高校(和太鼓)  

２. ２月２６日㈰  開館記念イベント（参加無料） 

◆イベントマッチ（①１０時～１１時 ②１１時～１２時） 

種目 県内スポーツチーム 対戦相手 

① バスケットボール ベルテックス静岡 U15 沼津市選抜チーム（市内男子中学生） 

② バレーボール 東レアローズ(ジュニアチーム) ＩＺＵＬＵ（男子中学生） 

◆ミズノビクトリークリニック＆お楽しみ抽選会（①１０時～１２時 ②１３時～１５時） 

種目 講 師 

①  柔道 2007世界柔道世界選手権金メダリストの棟田康幸さん 

② バレーボール 元全日本女子バレーボール代表の竹下佳江さん 

◆スポーツ体験・スポーツ教室体験（１０時～１５時） 

キックターゲット、スマートフェンシング体験、卓球、ミズノ忍者

学校、健康づくり教室、スポーツ塾など、様々なスポーツ体験ブ

ース・スポーツ体験教室をご用意しております。 

（一部、 事前予約制です） 

３. ２月２７日㈪・２８日㈫  内覧会（参加無料） 

・時  間   ９時～２１時 

・内  容   ①諸室の見学 ②卓球・バドミントンなどのスポーツ体験 

４. ２月２２日㈬ 報道向け内覧会（予約不要。当日受付まで） 

・時  間   １０時～１２時 

５. 現市民体育館の閉館イベント（寄せ書きの募集） 

昭和 48 年から市民のスポーツ交流の場として親しまれて

きた市民体育館。寄せ書きスペースを設置しますので、市民

体育館にまつわる思い出などを、ぜひお寄せください。 

・と  き   ２月４日㈯～２８日㈫ ９時～２１時 

・と こ ろ   市民体育館ロビー 

・問合せ   ウィズスポーツ課(055-934-4893) 
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令和５年３月１日㈬のオープンに先駆け 
総合体育館開館記念式典、開館記念イベント及び内覧会を開催します。 

 
２月25日㈯ 開館記念式典 （招待者のみ） 
とき   10時 30分～12時 30分 

ところ  スポーツアリーナ 

催し   市内高校生による開館記念演技 

     ・沼津市立高校（書道）・加藤学園高校（チアリーディング）・飛龍高校（和太鼓） 

 
２月26日㈰ 開館記念イベント （参加無料） 
開館記念イベントでは、県内スポーツチームの試合観戦のほか、各種スポーツをご体験いただけます。 

※スリッパや室内履きをご用意ください。 

イベントマッチ 

 種目 県内スポーツチーム 対戦相手 

① バスケットボール ベルテックス静岡 U15 沼津市選抜チーム（市内男子中学生） 

② バレーボール 東レアローズ(ジュニアチーム) ＩＺＵＬＵ（男子中学生） 

とき  ①10時～11時 ②11時～12時 

ところ スポーツアリーナ ※席数 1022席（当日、先着順） 

観覧 

◆2007 世界柔道選手権金メダリストの棟田康幸さんを講師に迎え、柔道教室&お楽しみ抽選会を行いま

す。 

とき 10時～10時 45分 11時～12時 

ところ 武道場 

対象 柔道未経験の小学校３～６年生 柔道経験のある小学校３～６年生 

定員 40人（先着順） 沼津市柔道協会所属の団体から 40人選出 

参加料 無料 

申込方法 2月 13日㈬ 13時から電話で 

📞070-7824-1549 
― 

席 立見（80～100人） 

持ち物 道着もしくは運動できる服装 

 

◆元全日本女子バレーボール代表の竹下佳江さんを講師に迎え、バレーボール教室&お楽しみ抽選会を

行います。 

とき 13時～15時 

ところ スポーツアリーナ 

席数 1022席（当日、先着順） 

対象 市内中学校バレーボール部に所属する女子中学生(各学校から 3人ずつ選出) 

参加料 無料 
 

 

  



 

スポーツ体験 

さまざまなスポーツ、スポーツ教室が体験できます。 

◆予約不要。当日、直接会場へどうぞ。 

種目 
キック 

ターゲット 

スラック 

ライン 
ボルダリング 卓球 

スマート 

フェンシング体験 

とき 10時～15時 

ところ 多目的アリーナ 卓球場 多目的室 

対象 3歳以上 3歳以上 3歳～小学校 4年生 - - 

持ち物 室内用運動靴、運動のできる服装 

※このほかにも体験できるスポーツをご用意しております。詳細はホームページをご覧ください。 
 

◆事前予約制。定員になり次第、予約受付終了となります。 

種目 ラララ(健康体操) ズンバ ヨガ スポーツ塾 ミズノ忍者学校 

時間 
10時 

～10時 45分 

11時 

～11時 45分 

13時 

～13時45分 
14時～14時 45分 13時 30分～15時 

ところ 多目的スタジオ 武道場 

対象 60歳以上の人 18歳以上の人 18歳以上の人 小学校 1～3年生 5歳～小学校 2年生 

定員 20人（先着順） 10人（先着順） 30人(先着順) 

持ち物 室内用運動靴、運動のできる服装 

申込方法 2月 13日㈬、13時から電話で 📞070-7824-1549 

※ミズノ忍者学校以外は、体験後に教室の参加申込が可能です。 
 
２月27日㈪・28日㈫ 内覧会 （参加無料） 
と き   ９時～21時 

内 容   諸室（アリーナ、武道場、弓道場、トレーニング室等）の見学 

卓球・バドミントンなどのスポーツ体験 

持ち物   室内用運動靴、運動のできる服装(スポーツ体験を希望する場合) 

※当日、直接会場へどうぞ。 

 

 

 

問合せ先 

開館記念イベント・内覧会の詳細やタイムスケジュールは、ホームページをご覧ください。 

総合体育館整備室       電話：055-934-4883 

沼津市総合体育館開業準備室  電話：070-7824-1549 

 

総合体育館専用ホームページ 

 



沼津市総合体育館 平面図（１／２） 敷地面積:１４，５６９㎡

建築面積:８，２７５㎡

延床面積:１６，６００㎡

構造/階数:SRC造＋S造 地上４階建

武道場

面積:１，１１０㎡

（６０．０ｍ×１８．５ｍ）

天井高:４．５ｍ

スポーツアリーナ

面積:２，２２０㎡

（６１．０ｍ×３７．０ｍ）

天井高:１２．５ｍ

多目的アリーナ

面積:１，３４２㎡

（４０．８ｍ×３２．０ｍ）

天井高:１２．５ｍ

多目的スタジオ

面積:１５８㎡

天井高:３ｍ

多目的室

面積:１６０㎡

（１２．６ｍ×１２．７ｍ）

天井高:３ｍ

トレーニング室

面積:３７０㎡

卓球場

面積:３０７㎡

（１６．７ｍ×１８．４ｍ）

天井高:３ｍ
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沼津市総合体育館 平面図（２／２）

屋内ランニングコース

１周:２１０ｍ

スポーツアリーナ観客席

固定式:１，０２２席

うち車椅子専用１０席

多目的アリーナ観客席

固定式:８７席
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