総合グラウンド

日（曜日）

内

５月 スケジュール

容

場

えがおフェスティバル

体育館（メインアリーナ）

岡山県高校総体備前地区予選会（１０：００開始）

陸上競技場

瀬戸大橋ドリームボウル（アメフト）

補助陸上競技場

柔道「形」講習会／全国教員大会岡山県予選会(９：３０開始）

武道館

３日(木・祝)～４日(金・祝)

岡山近府県卓球選手権大会(中学以下）（３日 ９：００開会式／４日 ９:００開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

３日（木・祝)～５日(土・祝)

岡山県柔道連盟女子強化練習

武道館

全国桃太郎カップ大会（ソフトテニス）

テニスコート

瀬戸大橋ドリームボウル（アメフト）

陸上競技場

OHK杯桃太郎少年柔道大会（１０：００開始）

武道館

居合道全国大会（９：００開始）

武道館

全国・中国高校卓球選手権大会岡山県予選会（９：３０開始）

体育館（メインアリーナ）

【有料】 サッカーJ２リーグ
ファジアーノ岡山 VS アビスパ福岡 （１６:００ キックオフ）

陸上競技場

おかやまマラソンランニング教室(１０：００開始）

補助陸上競技場

全日本ジュニア柔道体重別選手権岡山県予選会（１０：００開始）

武道館

２日（水）

３日（木・祝）

３日（木・祝)～６日(日)

所

４日（金・祝）

５日（土・祝）
５日(土・祝)～６日(日)

６日（日）

震災チャリティ・ラン＆ウォーク

園内

８日（火）

岡山県立岡山城東高校球技大会

体育館（メイン・サブアリーナ）

９日（水）

岡山東商・倉商定期戦

体育館（メイン・サブアリーナ）・補助陸上競技場・野球場・テニスコート

中国高校バスケットボール選手権大会（９：００開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

岡山県高校総体備前支部陸上競技大会

陸上競技場

岡山メッツ交流大会

野球場

中四国医科学生柔道優勝大会（１０：００開始）

武道館

岡山県学生春季ソフトテニス大会

テニスコート

岡山県障害者スポーツ大会（９：００開会式／陸上競技）

陸上・補助陸上競技場

全日本剣道選手権大会男女予選会（９：３０開始）

武道館

柔道昇段試験

武道館

１４日（月）

岡山県理容競技大会（１１：００開会式）

体育館（サブ）

１８日（金）

【有料】 サッカーJ２リーグ
ファジアーノ岡山 VS 東京ヴェルディ （１９:００ キックオフ）

陸上競技場

岡山県学生春季ソフトテニス大会

テニスコート

岡山県中学生柔道強化練習会

武道館

中央弓選手権（２０射）・講習会

弓道場

西日本学生弓道選手権大会

体育館（メイン・サブアリーナ）

岡山実業団軟式野球大会

野球場

裁判所テニス対抗戦

テニスコート

全国小学生学年別柔道大会岡山県予選会（１０：００開始）

武道館

２１日（月）

都市対抗野球大会岡山県島根県予選（予備日）

野球場

２４日（木）

イオン労連中四国エリアエリコシチームソフトバレーボール大会

体育館（メインアリーナ）

２４日（木）～２７日（日）

中国学生卓球選手権春季大会

体育館（メインアリーナ）

２５日（金）～２７日（日）

岡山県高校総体陸上競技大会

陸上競技場

コスプレ撮影会

体育館（サブアリーナ）

春の子どもまつり（予備日２７日）

スポーツの森

剣道４、５段中央審査会

武道館

中国四国学生柔道優勝大会（２６日 １１：００開始／２７日 １０：００開始）

武道館

中国地区大学野球春季二部リーグ戦（予備日 28日）

野球場

瀬戸内空手道選手権大会

体育館（サブアリーナ）

１１日(金)～１３日(日)

１２日(土)

１２日(土)～１３日(日)

１３日（日）

１９日（土）

１９日(土)～２０日(日)

２０日（日）

２６日（土）

２６日(土)～２７(日)

２７日（日）

※総合グラウンドで開催予定の主なスケジュールです。日程、開始時間が変更となる場合がありますのでご注意ください。
翌月のスケジュールは下をご覧ください。

総合グラウンド

６月 スケジュール

内

日（曜日）
１日（金）～３日（日）

２日(土)

容

平成３０年５月２５日現在
場
所

岡山県高校総体 軟式野球競技 （１日 １０：００開会式／2日、3日 １０：００開始）

野球場

【有料】 サッカーJ2リーグ
ファジアーノ岡山 VS モンテディオ山形 （１９:００ キックオフ）

陸上競技場

社会人中国サッカーリーグ

補助陸上競技場

【有料】全国中学・高校ダンスドリル選手権大会２０１８中国四国地区大会

体育館（メイン・サブアリーナ）

全国中学生テニス大会岡山県予選（団体戦）

テニスコート

岡山県高校総体 柔道競技 兼 全国高校柔道大会岡山県予選会 （２日 １０：００ 開始/ ３日 ９：３０ 開始）

武道館

岡山県中学生混成競技大会 兼 記録会(９：１５開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

２日(土)～３日(日)

３日（日）
岡山県高校総体 兼 国体体操競技岡山県予選会（１０：００開会式）

体育館（メイン・サブアリーナ）

全国グラウンド・ゴルフレディス交歓大会

陸上競技場・補助陸上競技場・体育館（メインアリーナ）野球場

【有料】天皇杯ＪＦＡ全日本サッカー選手権大会２回戦（予備日１３日）
ファジアーノ岡山 ＶＳ FC町田ゼルビア（１９：００ キックオフ）

陸上競技場

レディース水無月杯

テニスコート

岡山県高校総体 兼 国体バスケットボール競技岡山県予選会 （８日 １０：００開始／９日 ９：００開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

岡山県中学生陸上競技選手権大会（９：００開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

国体ソフトテニス成年の部岡山県予選会

テニスコート

日本少年野球東岡山ボーイズ大会（９日 １０：３０開始／１０日 ９：００開始）

野球場

備前西地区中学校夏季体育大会 剣道競技 （９日 ９：３０開始／１０日 ９：２０開始）

武道館

備前西地区中学校夏季体育大会 柔道競技（９日 ９：３０開始／１０日 ９：２０開始）

武道館

震災チャリティ・ラン＆ウォーク

園内

岡山県高校総体 兼 国体ハンドボール競技岡山県予選会

体育館（メイン・サブアリーナ）

１１日（月）

備前西地区中学校夏季体育大会（野球）（９：００開始）

野球場

１４日（木）

岡山理科大学専門学校球技大会

体育館（メインアリーナ）

シティライトカップサッカー

陸上競技場

山陽新聞社杯ママさんバレーボール大会

体育館（メイン・サブアリーナ）

岡山県中学生柔道強化練習会

武道館

備前西地区中学校夏季体育大会（野球）（９：００開始）

野球場

【有料】 サッカーJ2リーグ
ファジアーノ岡山 VS 横浜ＦＣ （１８:００ キックオフ）

陸上競技場

社会人中国サッカーリーグ

補助陸上競技場

岡山県少林寺拳法 兼 全国大会 ｉｎ 群馬予選会

体育館（メイン・サブアリーナ）

岡山市長杯混合ダブルス及び小学生団体ソフトテニス大会

テニスコート

岡山県空手道選手権大会（１０：００開始）

武道館

岡山県陸上競技選手権大会 兼 国体岡山県代表選手選考会
（２２日 １３：００開始／２３日 ９：３０開始／２４日 ９：３０開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

親子でスマイル☆ふれあい３Ｂフェスタ（１０：００開始）

体育館（サブアリーナ）

国体柔道競技岡山県予選会（少年男女）（１０：００開始）

武道館

【有料】中国・四国チアリーディング選手権大会

体育館（メイン・サブアリーナ）

岡山実業団軟式野球大会

野球場

【有料】 サッカーJ2リーグ(再試合）
ファジアーノ岡山 VS 東京ヴェルディ （１９:３０ キックオフ）

陸上競技場

ヤングカープ岡山大会

野球場

国体ソフトテニス成年の部岡山県予選会

テニスコート

５日(火)～６日(水)

６日（水）

８日(金)～９日(土)

９日(土)～１０日(日)

１０日(日)
１０日(日)～１１日（月）

１６日（土）

１６日(土)～１７日（日）

１７日(日)

２２日(金)～２４日（日）

２３日（土）

２４日(日)

２７日（水）

３０日（土）

※総合グラウンドで開催予定の主なスケジュールです。日程、開始時間が変更となる場合がありますのでご注意ください。

．

