
９／２２ ９／２３ ９／２４ ９／２５

（木） （金） （土） （日）

３Ｂ体操 3,700
●

11:45～15:00 岐阜メモリアルセンター　で愛ドーム

ジョギング 1,000
●

8:00～13:00 長良川公園・高橋尚子ロード

フラットゴルフ 100
●

9:00～12:00 岐陽運動場

ミニテニス 200
●

9:00～17:00 OKBぎふ清流アリーナ

軟式野球 420
●

8:30～15:30
長良川球場、岐阜ファミリーパーク球場
八ツ草球場、岐阜市民球場

グラウンド・ゴルフ 500
●

7:00～13:00 岐阜メモリアルセンター補助競技場、芝生広場

羽島市 グラウンド・ゴルフ 1,200
●

10:00～17:00
●

9:00～14:00 羽島市ふれあいの里みどりの広場

インディアカ 350
●

9:00～17:00 各務原市総合体育館

オリエンテーリング 300
●

9:30～15:00 国営木曽三川公園かさだ広場

パターゴルフ 300
●

8:30～15:00 各務原リバーサイド21 　パターゴルフ場

マウンテンバイク 300
●

9:00～15:00 各務野自然遺産の森

グラウンド・ゴルフ 450
●

8:00～14:30 各務原浄化センター

山県市 グラウンド・ゴルフ 200
●

9:00～12:00 山県市総合運動場

ターゲット・バードゴルフ 150
●

12:00～16:00
●

8:00～16:00 大月多目的広場

グラウンド・ゴルフ 300
●

8:00～12:00 生津スポーツ広場

本巣市 グラウンド・ゴルフ 300
●

8:00～12:00 本巣市民スポーツプラザ糸貫川多目的広場

キンボールスポーツ 180
●

9:00～15:00 岐南町総合体育館

グラウンド・ゴルフ 100
●

9:30～11:40 岐南町町民運動場

キンボールスポーツ 180
●

9:00～15:00 笠松町立笠松中学校屋内運動場

グラウンド・ゴルフ 200
●

9:00～13:00 笠松町運動公園グラウンド・ゴルフ場

ソフトバレーボール 200
●

9:00～16:00 北方町総合体育館

グラウンド・ゴルフ 150
●

8:30～12:00 北方町中央公園グラウンド

車椅子レクダンス 300
●

13:00～16:00 大垣市総合体育館　第1体育館

スクエアダンス 300
●

9:30～15:30 大垣市総合体育館　第1体育館

ラウンドダンス 300
●

9:30～15:30 大垣市総合体育館　第2体育館

ビリヤード 100
●

10:00～16:30
●

9:00～16:30 ビリヤード＆ダーツハウス

男女混合綱引 200
●

10:00～16:00 大垣市上石津総合体育館

グラウンド・ゴルフ 350
●

9:00～13:00 杭瀬川スポーツ公園

タッチラグビー 300
●

9:00～16:00 平田リバーサイドプラザ多目的広場

グラウンド・ゴルフ 300
●

9:00～12:00 羽根谷だんだん公園

ペタンク 300
●

8:30～17:00 養老町総合体育館 多目的広場

グラウンド・ゴルフ 150
●

8:30～12:00 養老町スマイルグラウンド

タスポニー 300
●

9:00～16:00 垂井町朝倉運動公園町民体育館

グラウンド・ゴルフ 200
●

8:00～12:00 垂井町朝倉公園総合運動場

関ヶ原町 グラウンド・ゴルフ 100
●

8:00～13:00 関ヶ原グラウンド・ゴルフ場

神戸町 グラウンド・ゴルフ 100
●

8:00～12:00 神戸町多目的グラウンド

輪之内町 グラウンド・ゴルフ 100
●

10:00～15:00 輪之内アポロンスタジアム

スポーツチャンバラ 300
●

9:00～16:00 安八町総合体育館

グラウンド・ゴルフ 80
●

9:00～12:00 安八町総合運動公園野球場

ターゲット・バードゴルフ 150
●

8:00～15:00 揖斐川町岡島河川公園

グラウンド・ゴルフ 200
●

8:00～14:00 揖斐川健康広場

大野町 グラウンド・ゴルフ 200
●

9:00～12:00 大野町運動公園メイプルグラウンド

池田町 グラウンド・ゴルフ 300
●

9:00～15:30 池田公園多目的広場

笠松町

北方町

大垣市

海津市

養老町

垂井町

安八町

揖斐川町

参加
募集
人数

会期　（※●＝開催日）

第７０回全国レクリエーション大会in岐阜
【実施種目一覧】
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瑞穂市
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バウンドテニス 200
●

9:00～16:30
●

9:00～16:30 関市総合体育館

グラウンド・ゴルフ 150
●

8:00～11:30 中池公園多目的広場

いきいきオレンジビクス体操 500
●

10:00～15:00 岐阜県立武義高等学校　体育館

グラウンド・ゴルフ 300
●

8:30～12:00 美濃市運動公園

日本民踊 800
●

9:30～16:00 郡上市総合スポーツセンター

ディスクゴルフ 180
●

8:30～17:00 ひるがの高原コキアパーク

グラウンド・ゴルフ 200
●

8:30～13:30 美並まん真ん中広場

ユニカール 300
●

9:00～16:00 美濃加茂市中央体育館プラザちゅうたい

グラウンド・ゴルフ 150
●

9:00～12:00 美濃加茂市西総合運動場

ティーボール 480
●

9:00～16:00 ＫＹＢスタジアム

グラウンド・ゴルフ 250
●

9:00～1５:00 ＫＹＢスタジアム

坂祝町 グラウンド・ゴルフ 300
●

9:00～12:00 坂祝町総合運動場

クロリティー 150
●

9:30～15:30 富加町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

グラウンド・ゴルフ 100
●

9:00～12:00 半布ヶ丘公園グラウンド

川辺町 グラウンド・ゴルフ 150
●

8:00～12:00 山楠公園グラウンド

七宗町 グラウンド・ゴルフ 150
●

9:00～11:00 七宗町民グラウンド

八百津町 グラウンド・ゴルフ 250
●

9:00～12:00 蘇水公園多目的広場

白川町 グラウンド・ゴルフ 100
●

9:30～15:00 大野台パーク

東白川村 グラウンド・ゴルフ 50
●

8:00～11:00 東白川村総合運動場

御嵩町 グラウンド・ゴルフ 80
●

8:00～12:00 白山多目的グラウンド

ダーツ 300
●

13:00～18:00
●

10:00～17:00 多治見市笠原体育館

パドルテニス 350
●

12:30～17:00
●

8:30～17:00 感謝と挑戦のTYK体育館

ウォークラリー 300
●

9:00～15:00 多治見市役所　駅北庁舎

グラウンド・ゴルフ 150
●

9:00～12:00 多治見市運動公園　星ヶ台運動広場

ウォークラリー 1,000
●

10:00～15:00 陶史の森

グラウンド・ゴルフ 150
●

9:00～12:00 土岐市総合公園

瑞浪市 グラウンド・ゴルフ 100
●

9:00～12:00 瑞浪市民公園

マレットゴルフ 400
●

10:00～16:00
●

8:00～14:00
笠置山マレットゴルフ場
中野方マレットゴルフ場

弓道 300
●

9:30～16:00
●

9:00～16:00 まきがね公園体育館　仮設弓道場

グラウンド・ゴルフ 150
●

9:00～12:00 くしはら温泉グラウンド・ゴルフ場

スポーツ吹矢 390
●

9:30～16:00 東美濃ふれあいセンター 

グラウンド・ゴルフ 150
●

8:30～13:30 加子母ふるさと第1体育広場

ドッジボール 800
●

9:30～16:00
●

9:30～16:00 飛騨高山ビッグアリーナ

グラウンド・ゴルフ 500
●

9:00～15:00 グリーンパークひろ野

飛騨市 グラウンド・ゴルフ 350
●

9:00～14:30 古川町森林公園運動場

レクリエーションダンス 700
●

9:30～15:30 下呂交流会館アクティブ

フォークダンス 800
●

9:30～15:30
下呂交流会館アクティブ

グラウンド・ゴルフ 300
●

9:00～15:30 下呂市立馬瀬中学校グラウンド

白川村 グラウンド・ゴルフ 100
●

9:00～12:00 旧平瀬小学校グラウンド

27,540合計

高山市

下呂市

可児市

富加町

多治見市

土岐市

恵那市

中津川市

美濃加茂市

関市

美濃市

郡上市
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