
○ だれでも参加できる

■ 該当市町在住･在勤･在学者･競技団体等に限る

◎ 近畿全国規模の大会

月 日 曜日 イ　ベ　ン　ト　名 内　　容 場　　所 記号 問合先／TEL等

10 1 土

第３回長浜バイオ大学ドーム杯

ジュニアソフトテニスシングルス

選手権大会兼講習会

国体に向けてシングルス協議の強化を目

的に小・中・高校生のシングルス大会及

び指導者・選手育成講習会を実施します

長浜バイオ大学ドーム

屋内グラウンド
○

長浜バイオ大学ドーム

0749-64-0808

10 2 日 余呉湖健康マラソン マラソン大会 余呉湖観光館周辺 ○
余呉湖健康マラソン実行委員会

0749－86－8126

10 2 日 健康体力測定
基礎体力９種目測定により全国同年齢者

との比較総合体力年齢算出
栗東市野洲川体育館 ○

滋賀マスターズ陸上競技連盟

髙橋 　077-594-1281

10 4･25 火 ライフアップスポーツ

中高年者の生涯スポーツ活動を促進する

ため、軽スポーツ（レクリエーション・

バトミントン・卓球等）に親しむ機会を

提供する。

滋賀県立体育館 ○
滋賀県立体育館・武道館管理セン

ター　077-524-0221

10 5 水 グラウンド・ゴルフ月例会 グラウンドゴルフ大会
野洲川運動公園

グラウンドゴルフ場
○

野洲川体育館

077-553-1006

10 5･6 水･
木 マザーレイクバドミントンフェステバル
レディース連盟主催団体戦（３ダブル

ス）のオープン大会
野洲総合体育館 ◎

レディース連盟　吉﨑美智子

／090-4492-539

10 5･6 水･木

長浜バイオ大学ドーム・

彦根総合運動場

親善グラウンド・ゴルフ大会

長浜バイオ大学ドーム、彦根総合運動場

において誰もが気軽に参加できる、グラ

ウンド・ゴルフ大会を開催する。本年度

より２週に亘って開催する。9/27、

10/5の大会前日には各会場を練習ホール

として開放（大会参加者のみ）

長浜バイオ大学ドーム ○

彦根総合運動場

0749-23-4911

長浜バイオ大学ドーム

0749-64-0808

10 5･19 水 スポーツデー

家族、職場のサークル等で気楽に参加で

きる事業として実施し、スポーツの生活

化・底辺拡大を図り、利用促進を目指

す。

滋賀県立体育館 ○
滋賀県立体育館・武道館管理セン

ター　077-524-0221

イベント情報　　１０月



10
5･12

19･26
水 なかよしスポーツ教室

幼児・小学生を対象に、仲良く楽しく運

動を行ってもらうことでスポーツへの興

味・関心を高める。

トランポリン、ラダー、ハードル等を活

用した運動・遊びを通して幼少期に必要

な神経感覚（バランス・リズム・敏捷

性）の育成に努める。

滋賀県立体育館 ○
滋賀県立体育館・武道館管理セン

ター　077-524-0221

10 9 日 2016長浜あざいお市マラソン マラソン大会 浅井文化スポーツ公園 ○
あざいお市マラソン実行委員会

0749－74－3355

10 9 日 サッカー　会長杯 サッカー大会 ビッグレイクサッカー場 ■
守山市体育協会事務局

077-583-3113

10 10 月(祝) 元気フェスタ2016
ニュースポーツ体験

体力測定等

彦根市民体育センター

金亀公園・県総合運動場等
○

元気フェスタ2016実行委員会事務局

0749-24-7975

10 10 月(祝) エンジョイ・スポーツ・イン長浜 長浜市ｽﾎﾟｰﾂ少年団交流大会 長浜バイオ大学ドーム ■
長浜市スポーツ少年団事務局

0749-63-9806

10 10 月(祝) 無料開放ーフリースポーツデーー

これまでの感謝と施設のPRを含め無料開

放による還元事業として実施。フリース

ポーツ、フリーマーケット、体験コー

ナー（白バイ・パトカー・消防車）を実

施

滋賀県立体育館 ○
滋賀県立体育館・武道館管理セン

ター　077-524-0221

10 11 火 グラウンド・ゴルフ大会 草津市民対象 草津市野村運動公園 ■
公益社団法人草津市体育協会

ＴＥＬ077-568-5300

10 13 木
長浜バイオ大学ドーム

グラウンド・ゴルフ大会

一般男女を対象とした年１８回開催のグ

ラウンド・ゴルフ大会

長浜バイオ大学ドーム

屋内グラウンド
○

長浜バイオ大学ドーム

0749-64-0808

10 14 金 中体連　バドミントン秋季総体 中学生の秋の大会 各ブロック ■
中体連　田村友一

／090-9693-8859

10 15 土 第１８回ディスコン大会 ３～４名でチームを作り戦う 東近江おくのの運動公園体育館 ○

東近江市・あいとうスポーツクラブ

0749-46-0227



10 15 土 グラウンド・ゴルフ月例会 グラウンドゴルフ大会
野洲川運動公園

グラウンドゴルフ場
○

野洲川体育館

077-553-1006

10 15 土
第14回秋の歩こう会

鞍馬・貴船歴史探訪ハイキング

鞍馬寺から貴船神社を歩く

ハイキングイベント
栗東市民体育館～鞍馬寺・貴船神社 ○

（公財）栗東市体育協会

077-553-4321

10 15･16 土･日
第22回市民サッカーフェスタ栗東

（中学生の部）
市民大会

野洲川運動公園

陸上競技場
■

（公財）栗東市体育協会

077-553-4321

10 16 日 伊吹山麓親善大会
年齢・男女・別ビーチボール

競技大会

米原市

伊吹山麓青少年体育館
○

滋賀県ビーチボール協会事務局

成瀬　0748-53-8838

10 16 日 2016びわ湖高島栗マラソン

ハーフマラソンの部

クォーターマラソンの部

2ｋｍの部

高島市マキノ町寺久保835番地1

マキノピックランド
○

〒520-1292

滋賀県高島市安曇川町田中455

びわ湖高島栗マラソン実行委員会

℡0740-32-4459

10 16 日
エンジョイスポーツイン長浜

終期市民卓球大会（高校・一般の部）
個人・団体 長浜市民体育館 ■

長浜市卓球協会

長谷　090-5094-4061

10 16･23 日 第12回東近江市民体育大会 軟式野球　他 湖東スタジアム　他 ■
東近江市教育委員会スポーツ課

0748-24-5674

10
19･20

21

水･木

金
健康づくり事業
秋の健康測定会

健康に関心を持っていただくための無料

イベント
栗東市民体育館 ○

（公財）栗東市体育協会

077-553-4321

10 22 土 アーチェリー大会

小学生　10Ｍ

中学生　20Ｍ

一般　　30Ｍ

愛荘町中央スポーツ公園 ■
愛荘町体育協会

0749-37-3383

10 22･
23 土･日 剣道講習会
剣道指導法・審判法、参加資格：剣道四

段以上の者
滋賀県立武道館 ■

滋賀県剣道連盟

077-514-3165

10 23 日 湖北親善ＭＩＸ大会
年齢・男女混合ビーチボール　　　競技

大会
長浜市　湖北体育館 ○

滋賀県ビーチボール協会事務局

成瀬　0748-53-8838

10 23 日 多賀町スポーツフェスティバル

グラウンド・ゴルフ、卓球、ジョイフル

スローピッチソフトボール、バドミント

ン

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センターほか ■
多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター

0749-48-1625



10 23 日 歩こう会 ウォーキングイベント 犬上郡豊郷町～東近江市五箇荘 ■ 守山会館
077-583-5229

10 23 日 小学生連盟　バドミントン秋季大会 小学生の秋のシングルス大会 野洲総合体育館 ■
小学生連盟　西本宗太郎

／0749-22-9459

10 23 日 第43回市民武道祭 市民大会 栗東市民体育館 ■
（公財）栗東市体育協会

077-553-4321

10 23 日 スポーツ拳法技術講習会
全日本選手権に向けた

技術講習
大津市立皇子山中学校 ■

古川 泰／077-525-1549

大津市中庄２－２－３６

10 23 日 全国審判講習会 競技規約の確認 皇子が丘公園体育館 ■
古川 泰／077-525-1549

大津市中庄２－２－３６

10 25 火 グラウンド・ゴルフの集い

　大会の準備を有効活用し、誰にでも手

軽にできるグラウンドゴルフの練習会場

を提供することにより競技人口が増えて

いるグラウンドゴルフの受け皿としての

役割を担う。

滋賀県立彦根総合運動場

陸上競技場　野球場

滋賀県立彦根総合運動場

0749-23-4911

10 25 火
グラウンド・ゴルフ月例会

ゴールデン大会

グラウンドゴルフ大会

月例会の成績上位者を対象にした大会。

野洲川運動公園

グラウンドゴルフ場
○

野洲川体育館

077-553-1006

10 26 水 近江ふれあいグラウンドゴルフ大会

　参加者の体力や健康の維持・増進を図

ると共に参加者の「継続して参加しよ

う」という意欲を高める大会を開催する

ことによりグラウンドゴルフの普及・振

興図る。また、参加者同士の交流の場と

しての役割を担う。

滋賀県立彦根総合運動場

陸上競技場　野球場

滋賀県立彦根総合運動場

0749-23-4911

10 27 木 スポーツ支援ゴルフ大会
野洲市のスポーツ支援のためにゴルフ大

会を開催
甲賀カントリークラブ ○

野洲市体育協会

077-589-3381

10 27･28 木･金 高体連　バドミントン秋季大会 高校生の秋の大会 彦根市民体育館・近江高校 ■
高体連　森　豊幸

／090-8194-0486



10 28 金 グラウンドゴルフ秋季大会

個人戦　   ３２ホールストロークプ

レー、競技規則は日本グラウンドゴルフ

協会の競技規則に準じておこないます。

ふれあい運動公園グラウンドゴルフ場 ■
ＮＰＯ法人能登川総合スポーツクラ

ブ  0748-42-8400

10 29･
30 土･日 地方青少年剣道錬成大会

剣道基本錬成（素振り・切り返し・基本

打突・試合等）参加資格：小学生（３年

以上）・中学生各５０名

滋賀県立武道館 ■
滋賀県剣道連盟

077-514-3165

10 29 土 バウンドテニス体験教室 体験教室 瀬田公園体育館 ○
滋賀県バウンドテニス協会

077-594-2343

10 30 日
県シニアバドミントン選手権兼近畿シニア

バドミントン大会県予選
県年齢別選手権兼近畿シニア県予選大会 高島学園 ■

シニア連盟　代表　小梶隆司

／090-3999-4566

10 30 日
第３回FAIRY TRAILびわ湖高島トレイルラ

ンニングinくつき

ロングコース　40ｋｍ

ショートコース　18ｋｍ

高島市朽木柏341番地3

グリーンパーク想い出の森
○

〒520-0043

滋賀県大津市中央3-1-8

大津第一生命ビルディング

JTB大津支店内

高島くつきトレイルランレース実行

委員会事務局

℡077-522-4103

10 30 日 ソフトバレーボール大会
町内のチームによる競技大会を開催し、

親善を図る。

愛荘町スポーツセンター

秦荘体育館
■

愛荘町体育協会

0749－37－3383

10 30 日 第８回フリーピンポン全国交流大会
４名１チームで、ラリー数の多いチーム

から順位決定
野洲市総合体育館 ◎

日本フリーピンポン協会

077-587-0247

10 30 日 全日本スポーツ拳法選手権大会
全国のスポーツ拳法連盟

所属拳士の競技
皇子が丘公園体育館 ◎

古川 泰／077-525-1549

大津市中庄２－２－３６


