
風除室(9:00～22:00)

法律相談 県央フットサルリーグ(1種:社会人)
新潟県弁護士会 (ビギナーの部)
スタジオ3(9:45～12：45) 三条市サッカー協会
(5名　駐車場5台) アリーナ全体(8:00～19:00)

風除室 風除室 (90名　駐車場60台)

法律相談
新潟県弁護士会
スタジオ3(9:45～12：45)
(5名　駐車場5台)

法律相談 法律相談 わくわく文化未来塾　 女子サッカーデー2021in三条(女子)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 美幸流日本舞踊体験教室 (U-12)
スタジオ3(9:45～12：45) スタジオ3(9:45～12：45) 生涯学習課 三条市サッカー協会
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR2A(13:00～16:00) アリーナ全体(8:00～18:00)

(15名) マルチR2AB(8:00～18:00)
(160名　駐車場100台)

法律相談 法律相談 三条市中学校バレーボール１年生大会 三条地区卓球選手権
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市中学校体育連盟 三条卓球連盟
スタジオ3(9:45～12：45) スタジオ3(9:45～12：45) アリーナ全体(8:00～18:00) アリーナ全体（8：00～18：00）
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR1A(8:00～18:00) マルチR3C（12：00～13：00）

マルチR2全体(8:00～18:00) （530名　駐車場100台）
(150名）

法律相談 法律相談
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会
スタジオ3(9:45～12：45) スタジオ3(9:45～12：45)
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台)

第17回三条市元旦マラソン大会
用具置き場及び救護員待機室
三条市
マルチR3EF(9:00～22:00)

(10名　駐車場5台)

第17回三条市元旦マラソン大会
用具置き場及び救護員待機室
三条市
マルチR3EF(9:00～17:00)

(10名　駐車場5台)

第17回三条市元旦マラソン大会
用具置き場及び救護員待機室
三条市
マルチR3EF(9:00～22:00)

(10名　駐車場5台)

受付・開会式会場

(2200名　駐車場300台)

ホール全体(6:00～15:00)
マルチＲ2全体(6:00～13:00)
マルチR3C～F(6:00～15:00)

三条市

スタジオ1・3(6:00～15:00)

アリーナ全体(9:00～15:00)

火 水 木 金 土

マルチＲ1A(9:00～22:00)

用具置き場及び救護員待機室
参加者更衣室

日

令和３年度【年間予約】１月スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　令和3年2月11日現在

1 2

月

3 4 5 6 7 8 9

第17回三条市元旦マラソン大会

22 23

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

3031 29

3024 25 26 27 28 29



法律相談 法律相談 令和4年度新春バドミントン大会
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条バドミントン協会
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) アリーナ全体(8:30～19:00)
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) (260名　駐車場100台)

法律相談 法律相談 第9回三条市ジャンボかるた大会 三条市近郷高校バレーボール大会 三条市市民フットサル大会
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 スポーツ振興室 三条市バレーボール協会 (市民総合体育祭　一般の部)
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) アリーナ全体(7:00～14:00) アリーナ全面(9:00～19:00) (フレンドリーの部)
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR1A(7:00～22:00) マルチR1A(9:00～19:00) 三条市サッカー協会

マルチR3A～C(7:00～14:00) (260名　駐車場100台) アリーナ全体(8:00～20:00)

第９回三条市ジャンボかるた大会 (310名　駐車場150台)

スポーツ振興室 令和３年度
マルチR1A（9：00～22：00） 三条市スポーツ協会表彰式

三条市スポーツ協会
令和３年度 マルチホール全体（9：00～13：00）
三条市スポーツ協会表彰式準備リハ スタジオ1.3（9：00～13：00）
三条市スポーツ協会 （300名　駐車場300台）
ホール全体（9：00～22：00）
（300名　駐車場300台）

法律相談 法律相談 わくわく文化未来塾 わくわく文化未来塾 三条市市民フットサル大会
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 よさこい＆ダンスレッスン 美幸流 (市民総合体育祭　一般の部)
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) 生涯学習課 日本舞踊体験教室 (一般の部:予選リーグ)
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR2A(18:30～20:30) 生涯学習課 三条市サッカー協会

(15名) マルチR2A(13:00～16:00) アリーナ全体(8:00～20:00)
(15名) (310名　駐車場150台)

文化・芸術一番星育成事業
「ふるさとコンサート」（前日準備） 文化・芸術一番星育成事業 文化・芸術一番星育成事業
生涯学習課 「ふるさとコンサート」（本番） 「ふるさとコンサート」（本番）
マルチR3BーF（15：00～22：00） 生涯学習課 生涯学習課

マルチホール全体（9：00～18：00） マルチホール全体（9：00～18：00）
マルチR1A（9：00～18：00） マルチR1A（9：00～18：00）
マルチR3BーF（9：00～22：00） マルチR3BーF（9：00～18：00）
スタジオ全体（9：00～18：00） スタジオ全体（9：00～18：00）
（320名　駐車場150台） （320名　駐車場150台）

法律相談 法律相談 新潟県保育士会南関支部 三条市市民フットサル大会
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 職員研修会 (市民総合体育祭　一般の部)
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) 子育て支援課 (一般の部:決勝トーナメント)
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチホール全体(9:00～17：30) 三条市サッカー協会

マルチR3CD(9:00～17:30) アリーナ全体(8:00～20:00)
(430名　駐車場250台) (310名　駐車場150台)

令和３年度【年間予約】２月スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　令和3年2月11日現在

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12

16 17 18 19

5 6

13

20

21 22 23 24 25 26 27

14 15

28



法律相談 法律相談 三条市ジュニアバレーボール合同練習会県央フットサルリーグ(1種：社会人)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市バレーボール協会 (トップの部)
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) アリーナ全面(9:00～19:00) 三条市サッカー協会
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR1A(9:00～19:00) アリーナ全体(8:00～19:00)

(180名　駐車場80台) (90名　駐車場60台)

法律相談 法律相談 わくわく文化未来塾 県央フットサルリーグ(1種：社会人)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 美幸流日本舞踊体験教室 (トップの部)
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) 生涯学習課 三条市サッカー協会
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR2A(13:00～16:00) アリーナ全体(8:00～19:00)

(15名) (90名　駐車場60台)

法律相談 法律相談 新潟県弓道連盟　参・四段講習会
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 新潟県弓道連盟
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) 多目的練習場(9:00～18:00)
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR3C～F(9:00～18:00)

(55名　駐車場55台)

第69回三条バドミントン同好会大会
三条バドミントン同好会
アリーナ全体(8:30～17:00)
(120名　駐車場100台)

法律相談 法律相談 県央フットサルリーグ(1種：社会人)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 (トップの部)
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45) 三条市サッカー協会
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) アリーナ全体(8:00～19:00)

(90名　駐車場60台)

新潟県弓道連盟　中越地区　講習会
新潟県弓道連盟　
多目的練習場(9:00～18:00)
マルチR2AB(9:00～18:00)
マルチR3F(9:00～18:00)
(45名　駐車場5台)

法律相談 法律相談
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会
スタジオ3(9:45～12:45) スタジオ3(9:45～12:45)
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台)

令和３年度【年間予約】３月スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　令和3年2月11日現在

月　 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

7 8 9 10 11 12

16 17 18 19

5 6

13

20

21 22 23 24 25 26 27

14 15

28 29 30 31


