
法律相談 ふじの木保育園　発表会 ふじの木保育園　発表会 社交ダンスパーティー
スタジオ3　9:30～12:30 (リハーサル) (本番) アリーナ全体　12:00～16:00
(5名　駐車場5台) マルチホール全体　9:30～22:00 マルチホール全体　9:00～13:00 マルチR3C　12:00～16:00
新潟県弁護士会 スタジオ全部　9:30～22:00 マルチR1A　9:00～13:00 (100名　駐車場180台)

(110名　駐車場4台) スタジオ全部　9:00～13:00 三条ダンスクラブ
ふじの木保育園 (330名　駐車場110台)

ふじの木保育園

法律相談 法律相談 会長杯争奪バドミントン団体選手権大会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　8:30～19:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) (210名　駐車場100台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条バドミントン協会

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 新潟県弓道連盟　県内昇段審査会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンス 美幸流日本舞踊 マルチR2BC　9:00～17:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) マルチR2A　18:30～21:00 マルチR1A　13:00～16:00 マルチR3C～F　9:00～17:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 (15名　駐車場15台) (15名　駐車場15台) 多目的練習場　9:00～17:00

三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 ランニング走路
( 60名　駐車場30台）

三条市サッカー協会 新潟県弓道連盟
会長杯フットサル大会U14　兼
新潟県選抜中学生フットサル大会 三条市サッカー協会
県央地区予選 会長杯フットサル大会U14　兼
アリーナ全体　8:00～22:00 新潟県選抜中学生フットサル大会
(160名　駐車場100台) 県央地区予選
三条市サッカー協会 アリーナ全体　8:00～19:00

(160名　駐車場100台)
三条市サッカー協会

法律相談 法律相談 県央フットサル　ミックス1DAY大会 県央フットサルリーグ(3日目)
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～20:00 アリーナ全体　9:00～20:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) (52名　駐車場50台) (105名　駐車場100台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市サッカー協会 三条市サッカー協会

三条市吹奏楽団クリスマスコンサート三条市吹奏楽団lクリスマスコンサート
(リハーサル) (本番)
マルチホール全体　13:00～22:00 マルチホール全体　9:00～19:00
(40名　駐車場30台) スタジオ全体　9:00～19:00
三条市吹奏楽団 (520名　駐車場200台)

三条市吹奏楽団

第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会
(準備) (準備) (準備) (準備) (準備) (準備)
マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00
三条市健康づくり課 三条市健康づくり課 三条市健康づくり課 三条市健康づくり課 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00

三条市健康づくり課 三条市健康づくり課
法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
(5名　駐車場5台)
新潟県弁護士会
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第18回三条市元旦マラソン大会
(本番)
アリーナ全体　6:00～22:00
マルチホール全体　6:00～15:00
マルチR1AB　6:00～22:00
マルチR2全体　6:00～15:00
マルチR3C～F　6:00～15:00
スタジオ全体　6:00～15:00
(1150名　駐車場300台)
三条市健康づくり課

第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 第18回三条市元旦マラソン大会 法律相談 県央フットサルリーグ(4日目)
(片付け) (片付け) (片付け) スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～20:00
マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 マルチR1A　9:00～22:00 (5名　駐車場5台) (105名　駐車場100台)
三条市健康づくり課 三条市健康づくり課 三条市健康づくり課 新潟県弁護士会 三条市サッカー協会

2022NGSフットサル大会U12 法律相談 法律相談 JFA女子サッカーデー　兼 JFA女子サッカーデー　兼
アリーナ全体　9:00～18:00 スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 第15回三条市サッカー協会 第15回三条市サッカー協会
(240名　駐車場80台) (5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台) 女子フットサル大会 女子フットサル大会
Noedegrati Sanjo FC 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 アリーナ全体　8:00～17:00 アリーナ全体　8:00～17:00

(駐車場120台) マルチR2全体　12:00～17:00
新潟県サッカー協会 (150名　駐車場150台)

新潟県サッカー協会

法律相談 三条市新春小・中学校書初展 三条市新春小・中学校書初展 三条市新春小・中学校書初展 三条市新春小・中学校書初展
スタジオ3　9:30～12:30 (設営) (設営) (一般鑑賞　9時～16時) (一般鑑賞　9時～16時)
(5名　駐車場5台) アリーナ全体　13:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00 アリーナ全体　9:00～22:00
新潟県弁護士会 (30名　駐車場30台) (30名　駐車場30台) (1206名　駐車場150台) (1206名　駐車場150台)

三条市教育委員会 三条市教育委員会 三条市教育委員会 三条市教育委員会
小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課 小中一貫教育推進課

わくわく文化未来塾 わくわく文化未来塾
法律相談 よさこい＆ダンス 美幸流日本舞踊
スタジオ3　9:30～12:30 マルチR2A　18:30～21:00 マルチR1A　13:00～16:00
(5名　駐車場5台) (15名　駐車場15台) (15名　駐車場15台)
新潟県弁護士会 三条市生涯学習課 三条市生涯学習課

三条市新春小・中学校書初展 法律相談 法律相談 中越地区フットサル大会U14 三条地区卓球選手権大会
(一般鑑賞　9時～12時) スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 兼　新潟県選抜中学生フットサル大会アリーナ全体　8:00～18:00
(会場撤去　12時～18時) (5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台 中越予選 マルチR3CD　12:00～13:00
アリーナ全体　9:00～18:00 新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 アリーナ全体　8:00～19:00 (520名　駐車場100台)
(156名　駐車場50台) (105名　駐車場50台) 三条卓球連盟
三条市教育委員会 三条市サッカー協会
小中一貫教育推進課

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
(5名　駐車場5台)
新潟県弁護士会
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法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場5台
新潟県弁護士会

法律相談 法律相談 チャレンジ・ゲームズin体育文化会館チャレンジ・ゲームズin体育文化会館三条市民フットサル大会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 (準備) (本番) アリーナ全体　8:00～20:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) アリーナ全体　15:00～22:00 アリーナ全体　7:00～14:00 (205名　駐車場150台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市健康づくり課 マルチR1A　7:00～14:00 三条市スポーツ協会

(130名　駐車場130台)
三条市健康づくり課 剣道称号受審者講習会

マルチR1A　8:30～17:00
(20名　駐車場20台)
三条剣道会

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 剣道指導者講習会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンス 美幸流日本舞踊 「指導法」「日本剣道形」
(5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台) マルチR2A　18:30～21:00 マルチR1A　13:00～16:00 アリーナ全体　8:30～18:00
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 (15名　駐車場15台) (15名　駐車場15台) マルチR1A　8:30～18:00

三条市生涯学習課 三条市生涯学習課 (100名　駐車場100台)
三条剣道会

音楽会(練習) 音楽会(本番)
マルチホール全体　8:30～13:00 マルチホール全体　8:30～13:00
(120名　駐車場5台) (360名　駐車場120台)
本成寺保育園 本成寺保育園

剣道指導者講習会
「指導法」「日本剣道形」
アリーナ全体　8:30～18:00
マルチR1A　8:30～22:00
(60名　駐車場60台)
三条剣道会

法律相談 法律相談
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30
(5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会

法律相談
スタジオ3　9:30～12:30
(5名　駐車場5台
新潟県弁護士会
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法律相談 三条市バレーボール協会
スタジオ3　9:30～12:30 ジュニアバレーボール合同練習会
(5名　駐車場5台) アリーナ全体　9:00～18:00
新潟県弁護士会 マルチR1A　9:00～18:00

(150名　駐車場50台)
三条市バレーボール協会

法律相談 法律相談 県央フットサルリーグ(6日目)
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～20:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) (105名　駐車場100台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市サッカー協会

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 三条バドミントン同好会　71回大会
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 よさこい＆ダンス 美幸流日本舞踊 アリーナ全体　8:30～17:00
(5名　駐車場5台 (5名　駐車場5台) マルチR2A　18:30～21:00 マルチR1A　13:00～16:00 (120名　駐車場120台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 (15名　駐車場15台) (15名　駐車場15台) 三条バドミントン同好会　

三条市生涯学習課 三条市生涯学習課)
新潟県弓道連盟　参・四段講習会
マルチR2全体　9:00～17:00
マルチR3F　9:00～17:00
多目的練習場　9:00～17:00
ランニング走路
(43名　駐車場35台)

生涯学習課文化祭事業
マルチホール全体　9:00～22:00
スタジオ全体　9:00～22:00
マルチR3CD　9:00～22:00
生涯学習課

法律相談 法律相談 県央フットサルリーグ(8日目)
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30 アリーナ全体　9:00～20:00
(5名　駐車場5台) (5名　駐車場5台) (105名　駐車場100台)
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会 三条市サッカー協会

新潟県弓道連盟　中越地区講習会
マルチR2全体　9:00～17:00
マルチR3F　9:00～17:00
多目的練習場　9:00～17:00
ランニング走路
(55名　駐車場10台)
三条市弓道会

2023輝いて生きる～弥生に舞う～
マルチホール全体　9:00～16:00
マルチR1A　9:00～16:00
マルチR3CD　11:00～16:00
スタジオ全体　9:00～16:00
(330名　駐車場300台)
日本舞踊　美幸流　鴻扇会

法律相談 法律相談
スタジオ3　9:30～12:30 スタジオ3　9:30～12:30
5名　駐車場5台 5名　駐車場5台
新潟県弁護士会 新潟県弁護士会
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