総合グラウンド ６月 スケジュール
内

日（曜日）

３日(土)

容

場

所

【有料】 サッカーJ2リーグ
ファジアーノ岡山 VS ジェフユナイテッド千葉 （１９:００ キックオフ）

陸上競技場

全日本女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会

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２０１７中国四国地区大会（１２：３０開会式）

体育館（メイン・サブアリーナ）

３日(土)～４日(日)

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 （３日 １０：００ / ４日 ９：３０ 開始） 武道館

３日(土)～５日(月)

岡山県高校総体 軟式野球競技 （予備日６・７日）（３日 １０：００開会式）

野球場

岡山県中学生混成競技大会 兼 記録会 （９：３０ 開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

岡山県高校総体 兼 国体体操競技・新体操岡山県予選会（１０：３０開会式）

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

震災チャリティ・ラン＆ウォーク

園内

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）

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

東岡山ボーイズ大会

野球場

備前西地区中学校夏季体育大会 剣道競技 （９：３０開始）

武道館

備前西地区中学校夏季体育大会 柔道競技（９：３０開始）

武道館

国体ソフトテニス成年の部岡山県予選会（予備日１７日）

テニスコート

岡山県高校総体バスケットボール 兼 全国高校選手権大会岡山県予選会 （９：００開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

１２日(月)

備前西地区中学校夏季体育大会予選 野球競技（予備日１３日、１４日）

野球場

１５日(木)

岡山理科大学専門学校球技大会

体育館（メイン・サブアリーナ）

中国高校体操競技・新体操選手権大会(１６日 １６：２０開会式/１７日 ９：１５開始/１８日 ９：３０開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

【有料】 サッカーJ2リーグ
ファジアーノ岡山 VS ＦＣ岐阜 （１９:００ キックオフ）

陸上競技場

中国地域Ｏ-６０サッカー交流大会

補助陸上競技場

備前西地区中学校夏季体育大会予選 野球競技（予備日１９日、２０日）

野球場

シティライトカップサッカー

陸上競技場

岡山県空手道選手権大会（１０：００開始）

武道館

１９日(月)

全国ろう学校理容師親睦カローリング大会（９：３０開会式）

体育館（サブアリーナ）

２１日(水)

【有料】天皇杯全日本サッカー選手権２回戦
ファジアーノ岡山 ＶＳ ＦＣ今治（１９：００ キックオフ）

陸上競技場

中国地区大学野球新人戦

野球場

岡山県陸上競技選手権大会（２３日 １３：００開始/２４日、２５日 ９：３０開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

中国高校弓道選手権大会（２３日 １４：４５開会式）

体育館（メイン・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

２５日(日)

岡山実業団軟式野球大会

野球場

２８日(水)

岡山県警察逮捕術大会（９：００開始）

武道館

食育推進全国大会 ｉｎ おかやま（３０日 １０：３０開始/1日 １０：００開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

４日(日)

７日(水)
９日(金)～１０日(土)
１０日(土)

１０日(土)～１１日(日)

１１日(日)
１１日(日)～１２日(月)

１６日(金)～１８日(日)
１７日(土)
１７日(土)～１８日(日)

１８日(日)

２３日(金)～２４日(土)
２３日(金)～２５日(日)
２４日(土)～２５日(日)

３０日(金)～１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。

総合グラウンド ７月 スケジュール
平成２９年６月２３日現在
内

日（曜日）

1日(土)

１日(土)～２日(日)

容

場

所

【有料】 サッカーJ2リーグ
ファジアーノ岡山 VS 水戸ホーリーホック （１９:００ キックオフ）

陸上競技場

食育推進全国大会 ｉｎ おかやま（１０：３０開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

ヤングカープ岡山親睦交流戦

野球場

近県国体メンバー強化会（ソフトテニス）

テニスコート

【有料】中国四国チアリーディング選手権大会兼Japan Cup中国四国地区予選（１３：３０開会
式）

体育館（メイン・サブアリーナ）

国体柔道競技岡山県予選会（成年男女） （１０：００ 開始）

武道館

岡山実業団軟式野球大会

野球場

中国社会人サッカーリーグ

補助陸上競技場

震災チャリティ・ラン＆ウォーク

園内

国体ソフトテニス岡山県予選会 （少年男女）（予備日９日）

テニスコート

全剣連中四国合同稽古会（１４：００開始）

武道館

国体岡山県代表選手最終選考会（陸上競技）（８日１３：００開始/９日１０：００開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

山陽新聞社杯ママさんバレーボール大会（８：１５開会式）

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

岡山県柔道連盟備前支部昇級試験・合同練習会（試験１０：００～/練習会１２：００～）

武道館

暑中稽古（柔道）（１８：００開始）

武道館

岡山県中学校総合体育大会（体操競技・新体操）（９：００開会式）

体育館（メイン・サブアリーナ）

ヤングカープ交流大会

野球場

【有料】県営プール一般開放 ８月３１日（木）まで

プール

OHK岡山県学童陸上フェスティバル ２０１７ （９：００開会式）

陸上競技場・補助陸上競技場

日本傳少林寺流滴水會舘型総合空手道選手権大会（９：３０開会式）

体育館（サブアリーナ）

岡山県・岡山市・岡山県柔道連盟柔道交流会（１５：００開始）

武道館

岡山実業団軟式野球大会

野球場

中国大学サッカーリーグ

陸上競技場

障害者スポーツ教室（陸上競技）

補助陸上競技場

企業研修会

体育館（メインアリーナ）

ヤングカープ交流大会

野球場

剣道段別選手権（３～７段）（９：３０開始）

武道館

岡山県中学校総合体育大会（陸上競技）（２０日 ９：００開会式/２１日 ９：３０開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

岡山県陸上競技記録会（１０：００開始）

陸上競技場・補助陸上競技場

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

陸上競技場

中国社会人サッカーリーグ

補助陸上競技場

岡山実業団軟式野球大会

野球場

西日本法曹テニス大会

テニスコート

２３日(日)～２４(月)

岡山県中学校総合体育大会（柔道）（２３日 １０：２０開始/２４日 １０：１０開始）

武道館

２３日(日)～２５(火)

岡山県中学校総合体育大会（バレーボール）（２３日 ９：３０開会式/２４日、２５日 ９：３０開始）

体育館（メインアリーナ）

岡山県中学校総合体育大会（サッカー）（１０：００開始）

補助陸上競技場

２６日(水)～２７(木)

岡山県中学校総合体育大会（軟式野球）（２６日 １１：００開始/２７日 ９：００開始/予備日２８日）

野球場

２６日(水)～３０(日)

西日本ジュニア体操競技選手権大会（２６日 準備・練習/２７日 ９：３０開会式/２８日～３０日 ８：３０開始）

体育館（メイン・サブアリーナ）

【有料】 サッカーJ2リーグ
ファジアーノ岡山 VS Ｖ・ファーレン長崎 （１８:００ キックオフ）

陸上競技場

中国社会人サッカーリーグ

補助陸上競技場

岡山実業団軟式野球大会

野球場

岡山市合気道協会演武大会（１０：００開始）

武道館

夏季５０射会・役員会

弓道場

２日（日）

８日（土）
８日(土)～９日(日)

９日(日)

１１日(火)～１６日(日)

１５日(土)

１６日（日)

１７（月・祝）

２０日(木)～２１日(金)
２２日（土）

２３日（日）

２４日（月）

３０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。

