平成２８年度都立スポーツ施設の休館日等について
休館日の指定（１ヵ月５日間まで）
施設名
＜駒沢オリンピック公園総合運動場＞
陸上競技場
第二球技場
補助競技場
軟式野球場、硬式野球場
テニスコート

指定日
10月3日
11月7日
12月5日
10月3日
11月7日
12月5日
10月3日
11月7日
12月5日

(月)
(月)
(月)
(月)
(月)
(月)
(月)
(月)
(月)

、
、
、
、
、
、
、
、

10月17日
11月14日
12月12日
10月17日
11月21日
12月19日
10月17日
11月21日

(月) 、
(月) 、
(月)
(月)
(月)
(月)
(月)
(月)

10月24日 (月) 、
11月21日 (月) 、

理由
10月31日 (月)
11月28日 (月)
施設設備及び保守点検のため

＜有明テニスの森公園テニス施設＞
テニスコート
12月5日 (月)
（夜間照明施設を備えているもの）
テニスコート
（夜間照明施設を備えていないもの）
有明コロシアム
会議室
・休館日の変更
臨時休館
施設名
＜東京体育館＞
10月18日 （火） 、
10月19日 （水）
メインアリーナ
11月8日 （火） 、
11月10日 （木） 、
11月9日 （水）
サブアリーナ
12月8日 （木）
陸上競技場
※ 11月8日（火）及び11月10日（木）は陸上競技場、屋内プール及びトレーニングルームのみ休館。
屋内プール
研修室
トレーニングルーム
健康体力相談室
臨時休館
施設名
＜駒沢オリンピック公園総合運動場＞
屋内球技場、第一球技場
4月1日(金)から3月31日（金）まで改修工事に伴う臨時休館

施設設備の整備及び保守点検
のため

理由
施設設備の整備及び保守点検
のため

理由

改修工事のため

施設名
＜東京武道館＞
１１月１４日（月）
大武道場
第一武道場、第二武道場
弓道場
研修室
トレーニングルーム
施設名
＜東京辰巳国際水泳場＞
11月22日（火）から11月27（日）まで、12月12日（月）
メインプール
ダイビングプール
サブプール
会議室
施設名
＜東京都障害者総合スポーツセンター＞
10月1日（土）から12月27日（火）まで
運動場
※ 洋弓場は11月1日（火）から臨時休館
洋弓場

臨時休館

理由
施設設備の整備及び保守点検
のため

臨時休館

理由
施設設備の整備及び保守点検
のため

臨時休館

理由
改修工事のため

・開場時間の変更
施設名
＜東京体育館＞
陸上競技場
屋内プール
トレーニングルーム
＜駒沢オリンピック公園総合運動場＞
テニスコート

硬式野球場
軟式野球場

トレーニングルーム
＜東京武道館＞
トレーニングルーム

変更日

開場時間

理由

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する
休日を除く開館日 月曜日から金曜日まで
日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する
休日を除く開館日 土曜日

午前9時から午後11時まで

9月14日 (水) から
3月31日 (金) まで
10月24日 (月)
10月31日 (月)
11月14日 (月)
11月28日 (月)
12月12日 (月)
12月26日 (月)
10月24日 (月)
10月31日 (月)
11月14日 (月)
11月28日 (月)
12月12日 (月)
12月26日 (月)
9月14日 (水) から
12月30日 (金) まで
10月24日 (月)
10月31日 (月)
11月14日 (月)
11月28日 (月)
12月12日 (月)
12月26日 (月)
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規
定する休日を除く開館日
上記日程を除く開館日

午前8時30分から午後4時30分まで

日没のため時間変更

午後0時30分から午後4時30分まで

施設設備及び保守点検のため

日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する
休日を除く開館日

午前９時から午後１０時まで

午前9時から午後10時まで

午後0時30分から午後9時まで

使用者の利便性の向上のため

施設設備及び保守点検のため

午前8時30分から午後4時30分まで

日没のため時間変更

午前8時30分から午後0時30分まで

施設設備及び保守点検のため

午前９時００分から午後９時３０分まで
午前７時３０分から午後９時００分まで

利用者利便性向上のため

使用者の利便性向上のため

＜東京辰巳国際水泳場＞
メインプール
日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する 午前9時から午後10時まで
ダイビングプール
休日を除く開館日
使用者の利便性の向上のため
サブプール
会議室
＜有明テニスの森公園テニス施設＞
テニスコート
10月1日 (土) 、
10月2日 (日) 、
10月8日 (土) 、
10月9日 (日) 、
午前7時から午後9時まで
（夜間照明施設を備えているもの）
10月10日 (月) 、
10月15日 (土) 、
10月16日 (日) 、
10月22日 (土) 、
10月23日 (日) 、
10月29日 (土) 、
10月30日 (日) 、
11月3日 (木) 、
11月19日 (土) 、
11月20日 (日) 、
11月23日 (水) 、
11月26日 (土) 、
11月27日 (日)
11月1日 (火) から
3月31日 (金) まで
の上記日程を除く開館日
午前9時から午後9時まで
テニスコート
9月3日 (土) 、
9月4日 (日) 、
9月10日 (土) 、
9月11日 (日) 、
午前7時から午後5時まで
使用者の利便性の向上のため
（夜間照明施設を備えていないもの）
9月17日 (土) から
9月19日 (月) まで、
9月22日 (木) 、
9月24日 (土) 、
9月25日 (日) 、
10月1日 (土) 、
10月2日 (日) 、
10月8日 (土) から
10月10日 (月) まで、
10月15日 (土) 、
10月16日 (日) 、
10月22日 (土) 、
10月23日 (日) 、
10月29日 (土) 、
10月30日 (日)
11月5日 (土) 、
11月6日 (日) 、
11月12日 (土) 、
11月13日 (日) 、
午前7時から午後4時まで
11月19日 (土) 、
11月20日 (日) 、
11月23日 (水) 、
11月26日 (土) 、
11月27日 (日)
9月1日 (木) から
10月31日 (月) までの上記日程を除く開館日
午前9時から午後5時まで

