
◆スポーツイベント

　平成２４年度スポーツイベント情報

月 日／曜日 イ　ベ　ン　ト　名 場所 記号 問合先／TEL等

1・2 滋賀県高等学校体育連盟

木・金 ０７７－５２８－４６２１

2
Ｏ2健歩実行委員会（大津市教育委
員会市民スポーツ課内）

金 077-528-2637

3 （財）栗東市体育協会

土 077-553-4321

3 一般社団法人草津市体育協会

土 077-568-5300

4 （財）栗東市体育協会

日 077-553-4321

4 理事長　浮田　豊史

日 077-568-0015

上旬 近江八幡市ビーチボール協会

日 理事長山本慶紀090-5247-0867

10 スケート連盟　築山　由美

土 080-3846-2538

11 滋賀県高等学校体育連盟

日 ０７７－５２８－４６２１

11 理事長　浮田　豊史

日 077-568-0015

■11 草津市武道祭
剣道・空手・柔道・相撲・少林寺拳法・ス
ポーツ拳法の演武披露

■

11 第21回市民ビーチボール大会
市民大会
1ﾁｰﾑ500円・個人100円

栗東市民体育館
第1アリーナ

■

11 第36回市民陸上カーニバル大会 市民大会

草津市立武道館

野洲川運動公園
陸上競技場

○津田総合運動公園体育館
近江八幡市を中心とする
親善大会

11

　平成24年度スポーツイベント情報

１１月のイベント

内容

近江八幡市ビーチボール親善大会

11
平成２４年度滋賀県高等学校駅伝競走大
会

競技大会
東近江市能登川スポーセン周
回コース

■

県内各地 ■11 平成24年度秋季高校総体（基準日） 競技大会

○11 バレーボールカーニバル 高校生以上の６・９人制バレーボール 滋賀県立体育館

11 連盟杯９人制大会 クラブチームの９人制バレーボール 未定 ■

（※）記号の欄は、参加者が市町を問わずだれでも参加できるイベントの場合は○、該当市町在住・在勤・在学者・競
技団体等に限る場合は■、近畿全国規模の大会名の場合は◎

■11
オール滋賀スケート競技会
兼第68回国民体育大会選考会

フィギュアスケート県内競技会 県立アイスアリーナ

国体記念広場～比叡平11 のぼりゃんせ比叡平コース ○　　　　　Ｏ２健歩ウォーク



11 理事長　浮田　豊史

日 077-568-0015

11 ジャパンスローイングビンゴ協会

日 ℡077-553-0860（山川）

11 彦根シティマラソン実行委員会

日 ０７４９－２４－７９７５

中旬予定 米原市生涯学習課スポーツ振興室

0749-55-8020

17 草津市スポーツ保健課

土 ０７７－５６１－２４３２

17 （財）栗東市体育協会

土 077-553-4321

17・18 NPO滋賀県セーリング連盟

土・日 Tel ･Fax　０７７－５２４－１７８１

17・18 滋賀県ホッケー協会　髙木淳司

土・日 090-7958-1018

18 日野町ビーチボール協会

日 事務局　成瀬豊090-3618-5364

18 草津市スポーツ保健課

日 ０７７－５６１－２４３２

18
野洲市教育教育委員会
　生涯学習スポーツ課

日
TEL:077-587-6053 FAX:077-
587-3835

◎11
第35回西日本小学生・中学生
6人制ホッケー選手権大会
（中学生の部）

西日本チームを対象にした6人制ホッ
ケー大会

滋賀県立伊吹運動場

■11 第57回市民バレーボール大会 2部
市民大会
小学生の部1ﾁｰﾑ500円

県総合運動場周辺道路 ○

○

湖岸緑地　中主吉川地区（予
定）

11 いきいき健康ウォーク2012 ウォーキング ■未定

■11

栗東市民体育館
第1アリーナ

第６回ストック・ウォーキング ストック･ウォーキングの紹介

11

スローイングビンゴ大会 栗東市民体育館11 第６回ジャパンスローイングビンゴ大会

宝くじスポーツフェア　はつらつママさん
バレーボール

元オリンピック選手らで構成されるド
リームチームとママさんバレーのチー
ム等で講習会や試合を行う。

草津市立総合体育館

日野町内の体育館

琵琶湖ユースレガッタ

■
元オリンピック選手らで構成されるド
リームチームとママさんバレーのチー
ム等で講習会や試合を行う。

草津市立総合体育館

■11
宝くじスポーツフェア　はつらつママさん
バレーボール

11 第26回彦根シティマラソン 3㎞・5㎞・10㎞コース

◎11 滋賀県ビーチボール日野大会
日野町協会と
友好・愛好団体の親睦大会

OP級でのユース世代のレース 滋賀県立ヨットハーバー ■11

滋賀県ママさんバレーボール大会 ママさん連盟の９人制バレーボール
草津市立総合体育館、草津市民
体育館

■11



20 草津市立野村運動公園市民体育館

火 ０７７－５６３－１２６５

23 草津市スポーツ保健課

金 ０７７－５６１－２４３２

23 東近江市教育委員会スポーツ課

金 ０７４８－２４－５６７４

23 （財）栗東市体育協会

祝 077-553-4321

23・24 滋賀県ホッケー協会　髙木淳司

祝・土 090-7958-1018

24 草津市スポーツ保健課

土 ０７７－５６１－２４３２

25 滋賀県高等学校体育連盟

日 ０７７－５２８－４６２１

25 草津市スポーツ保健課

日 ０７７－５６１－２４３２

25 栗東市文化体育振興課

日 ℡077-551-0318

25
彦根市スポーツ推進委員協議会事
務局

日 ０７４９－２４－７９７５

下旬 スケート連盟　前川　滋紀

090-3256-7375

10・11・17 滋賀県高等学校野球連盟事務局

土・日・土

11
第35回西日本小学生・中学生6人制ホッ
ケー選手権大会（小学生の部）

西日本チームを対象にした6人制ホッ
ケー大会

滋賀県立伊吹運動場 ◎

○

■

栗東野洲川運動公園
陸上競技場

○市内各地

11 第9回ひこねスーパーカロム大会 スーパーカロム 彦根市民体育センター

○

○

11 第５５回栗東クロスカントリー大会 クロスカントリー大会

11 東近江レディースバレーボール大会

11 第１０回チャレンジスポーツデー 各種競技

11 草津市シニア健康スポーツ教室

各種競技

○

○11 第１０回チャレンジスポーツデー

バレーボール・ソフトバレーボール 布引運動公園体育館

11
第8回健康づくり事業
秋の歩こう会

健康づくりを目的とした
ウォーキングイベント

県外予定

市内各地

11 第１０回チャレンジスポーツデー 各種競技 市内各地

ニュースポーツ等
草津市立野村運動公園市民体
育館

○

■11
第39回滋賀県高等学校野球一年生大会
(準々決勝～決勝)

加盟54校のうち勝ち上がった８校の
トーナメント(３回戦までは８月中に対
戦校等で実施)

湖東スタジアム、甲賀スタジア
ム

◎11 平成２４年度近畿高校駅伝競走大会 競技大会
東近江市布引運動公園陸上競
技場付設コース

○11
第11回オール滋賀スケート競技会兼第
68回国民体育大会選考会

ｼｮｰﾄトラックスケート競技会県内予
選会

県立アイスアリーナ


