
期　  日 会 　　　　場 期　  日 会 　　　　場

5月19･20･21日 9月16･17日

5月22日（予備日） 9月18日（予備日）

11月5日 岐阜県庁～羽島市（駅伝競走）

競   泳 6月24･25日 世界イベント村ぎふGMC長良川スイミングプラザ 9月2日 世界イベント村ぎふGMC長良川スイミングプラザ

水   球 6月24日 大垣市民プール 9月2日 大垣市民プール

体操競技

新体操

4 5月21日 可児市ウエイトリフティング場 11月18日 可児市ウエイトリフティング場

5月13日 ロードレース会場 10月8日 トラックレース会場

　 国営木曽三川公園長良川サービスセンター 岐阜競輪場または大垣競輪場 (未定)

5月14日 トラックレース会場

　 岐阜競輪場

5月13･14日 大垣城ホール（学校対抗）

5月20･21日
感謝と挑戦のYKY体育館（多治見市総合体育館）
（ダブルス・シングルス）

7 5月20･21日 川崎重工ホッケースタジアム H30年2月10・11日 川崎重工ホッケースタジアム

5月20・21日 中津川公園テニスコート（男子団体・個人） 10月14・15日
岐阜ファミリーパークテニスコート（男子団
体・個人）

中池テニスコート（女子団体・個人）
各務原スポーツ広場テニスコート (女子団
体・個人)

5月27日(予備日) 中池テニスコート（男子） 10月28日(予備日) 岐阜ファミリーパークテニスコート(男子)

各務原スポーツ広場テニスコート（女子） 瑞浪市民テニスコート(女子)

5月28日(予備日) 瑞浪市民テニスコート（男子） 10月29日(予備日) 岐阜ファミリーパークテニスコート（男子）

各務原スポーツ広場テニスコート（女子） 土岐総合公園テニスコート（女子）

5月6・7日 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川テニスプラザ 9月16・17日 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川テニスプラザ

5月13・14日 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川テニスプラザ 9月18日（予備日） 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川テニスプラザ

5月20・21日（予備
日）

世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川テニスプラザ 10月14・15日 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川テニスプラザ

　 　 10月21日（予備日） 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川テニスプラザ

5月27・28日 羽島市堤外グラウンド（男子） 10月21・22日 羽島市堤外グラウンド（男子）

6月3日（予備日） 羽島市堤外グラウンド（男子） 10月28日(予備日) 羽島市堤外グラウンド（男子）

5月20･21日 揖斐川健康広場・揖斐川町市場グラウンド（女子） 10月29日
羽島市運動公園多目的広場、清流スタジア
ム、堤外グラウンド(女子)

5月27日 揖斐川健康広場・揖斐川町市場グラウンド（女子） 11月3日
羽島市堤外グラウンド、清流スタジアム(女
子)

5月28日6月3日（予備日） 揖斐川健康広場・揖斐川町市場グラウンド（女子） 11月4日（予備日）
羽島市堤外グラウンド、清流スタジアム(女
子)

5月13・14日 世界イベント村ぎふGMCで愛ドーム（団体） 11月3日 大垣市総合体育館(団体)

5月20・28日 池田町総合体育館（個人） 11月11･12日 やまと総合センター（個人）

5月20・21日 世界イベント村ぎふGMCで愛・ふれ愛ドーム 12月25日 世界イベント村ぎふGMCふれ愛ドーム

5月27日 世界イベント村ぎふGMCふれ愛ドーム 12月26･27日 世界イベント村ぎふGMCふれ愛ドーム

5月28日（予備日） 市立岐阜商業高校 12月28日（予備日） 世界イベント村ぎふGMCふれ愛ドーム

5月21日 男子　  長良・可児工 H30年1月27日 男子 　岐阜工･岐南工

女子 　岐阜総合・加茂 女子　 大垣養老・美濃加茂

5月27･28日 男女共　山県市総合体育館 H30年2月3日 男女共　世界イベント村ぎふGMCふれ愛ドーム

5月27日 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川球技メドウ

6月3日 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川球技メドウ

5月20日 加茂農林・武義・東濃・関有知・岐阜総合 H30年1月27日 各地区

5月21日 美濃加茂・関 H30年2月3・4日 関市総合体育館

5月27・28日 飛騨高山ビッグアリーナ

下呂交流会館（27日のみ）

1

バスケットボール

11

陸上競技

15

14

5

6

12

ソフトボール

平成２９年度　岐阜県高体連競技別日程・会場一覧

13

10

バレーボール

2

県高校総体兼全国・東海総体県予選

11月5日

11月18･19日

世界イベント村ぎふGMCふれ愛ドーム

ソフトテニス8

9

NO

バドミントン

感謝と挑戦のTKY体育館（多治見市総合体育
館）

卓球

世界イベント村ぎふGMC長良川競技場 世界イベント村ぎふGMC長良川競技場

　　　　　　大会名
種目

3

ホッケー

テニス

H30年2月3･4日 世界ｲﾍﾞﾝﾄ村ぎふGMC長良川球技メドウ

ハンドボール

サッカー

駅伝競走

水 泳

ウエイトリフティング

世界イベント村ぎふGMCふれ愛ドーム体 操

自転車競技

県高校新人大会

5月28日





期　  日 会 　　　　場 期　  日 会 　　　　場

5月14日 グリーンフィールド中池 H30年1月8日 グリ－ン・フィ－ルド中池

5月20日 グリーンフィールド中池 H30年1月14日 グリ－ン・フィ－ルド中池

5月 28日 世界イベント村ぎふGMC長良川球場メドウ H30年1月21日 世界イベント村ぎふGMC長良川球場メドウ

6月 4日 世界イベント村ぎふGMC長良川球場メドウ H30年1月28日 世界イベント村ぎふGMC長良川球場メドウ

高校総体　予選

10月22日 関商工高校 　 　

10月29日 グリ－ン・フィ－ルド中池

11月4・12日 世界イベント村ぎふGMC長良川球場メドウ 　　        　

5月14日 大垣市武道館（男女団体） H30年1月21日 大垣市武道館（男女団体）

5月21日 大垣市武道館（男女個人） H30年1月28日 大垣市武道館（男女個人）

5月20日 関市総合体育館(女子団体・男子個人)

5月27日 関市総合体育館(女子個人・男子団体)

19 5月13日 世界イベント村ぎふGMC相撲場 11月5日 岐阜市民総合体育館　相撲場

5月20日 岐阜工高校 体育館　(学校対抗) 10月28日 岐阜工高校 体育館　(学校対抗)

20 5月21日 岐阜工高校 体育館　(個人フリー) 10月29日 岐阜工高校 体育館　(個人フリー)

5月27日 岐阜工高校 体育館　(個人グレコ) 12月9日 岐阜工高校 体育館　(個人グレコ)

5月13・14日 岐阜工高校　ボクシング場 10月27・28・29日 多治見工高校　ボクシング場

5月20･21日 岐阜工高校　ボクシング場 　 　

5月27日（予備日） 岐阜工高校　ボクシング場 　

22 5月20･21日 揖斐高校　体育館 11月11･18･19日 揖斐高校　体育館

5月14日 世界イベント村ぎふGMC弓道場 H30年2月10・11日 世界イベント村ぎふGMC弓道場(団体･個人)

5月20・21日 世界イベント村ぎふGMC弓道場 　 　

24 5月27･28日 岐阜県川辺漕艇場 9月16･17日 岐阜県川辺漕艇場

25

H30年1月中旬 飛騨ほおのき平スキー場（アルペン） H30年1月上旬～中旬 飛騨ほおのき平スキー場（アルペン）

郡上市デイリー郡上・牧歌の里ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 　 郡上市デイリー郡上・牧歌の里ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

（クロスカントリー） （クロスカントリー）

27 12月1・2日 岐阜県クリスタルパーク　恵那スケート場 H30年1月10日 岐阜県クリスタルパーク　恵那スケート場

5月13日 中津川公園野球場 10月14日 中津川公園野球場

5月14日 土岐市総合公園野球場 10月15日 土岐市総合公園野球場

5月20日 郡上市合併記念公園市民球場 10月21日 郡上市合併記念公園市民球場

5月21日 大野レインボースタジアム 10月22日 大野レインボースタジアム

5月27日 　　　　　　　　　　のいずれかの場所で実施 （予備日） 　　　　　　　　のいずれかの場所で実施

5月28日 瑞浪市民球場 10月28・29日 　

6月3日（予備日） 　 　

29

30 5月13･14日 世界イベント村ぎふＧＭＣ剣道場 10月14・15日 世界イベント村ぎふＧＭＣ剣道場

31 5月14日 大垣商業高校 体育館 H30年1月7日 大垣商業高校 体育館

5月13日 岐阜市民総合体育館　射撃場（ＡＲ） 10月14日 岐阜市総合体育館　射撃場（ＡＲ）

5月21日 済美高校　体育館（ＢＲ） 10月15日 済美高校　体育館（ＢＲ)

33 5月14日 高山西高校グラウンド 10月14日 関市中池公園アーチェリー場

34

5月7日 明世カントリー倶楽部（団体戦）

7月21日 岐阜カンツリー倶楽部（個人戦）

36 5月28日 可児青少年育成センター錬成館(可児市) 11月26日 海津明誠高校　武道場

18

ラグビーフットボール

23

16

柔道17

NO
県高校総体兼全国・東海総体県予選

　　　　　　大会名
種目

35

26 スキー

池田町総合体育館剣道

登山             実　　施　　せ　　ず

アーチェリー

　　 　　   実　　施　　せ　　ず

スケート

軟式野球

ボート

弓道

32

           実　　施　　せ　　ず

フェンシング

ボクシング21

28

11月18日

県高校新人大会

レスリング

相撲

H30年2月2日 未定

少林寺拳法

ゴルフ

ヨット

空手道

　　 　　   実　　施　　せ　　ず

            実　　施　　せ　　ず

カヌー

なぎなた

             実　　施　　せ　　ず

ライフル射撃


