
2014年　夏休み期間に開催される学生の大会・イベント情報一覧（学術・文化・芸術）

2014.07.23現在

日時 開催県 団体名 試合・催し物 会場 入場料 開始時間 詳細

8/1-2(金-土) 三重 EV-Racing ソーラーカーレース鈴鹿 鈴鹿サーキット http://www.suzukacircuit.jp/solarcar_s/

8月2-3日（土-日） 愛知 Windward 伊勢湾カップ2014 新舞子海岸 http://www006.upp.so-net.ne.jp/isewancup/

8月3日(日) 京都
dig up treasure

Fusion of Gambit ダブルダッチサマーフェスタ パルスプラザ　稲盛ホール
前売：2,500円
当日：3,000円

14:00 http://alttype.jp/category/double-dutch-summer-festa/

8月7-10日（木-日） ｲｷﾞﾘｽ バトントワリング部 第32回ワールドカップ イギリス・ノッティンガム - - http://www.wbtf.org/

8月7日（木） 京都 応援団吹奏楽部
第51回京都府吹奏楽コンクール

大学の部
京都コンサートホール

前売：1,000円
当日：1,200円

9:30 http://www.kyoto-ongeibun.jp/kyotoconcerthall/event.php?y=2014&m=8

8月7-9日（木-土） チェコ
ヨーヨーサークル　トリックルー

ム
World　Yo-Yo　Contest　2014 チェコ・プラハ http://www.worldyoyocontest.com/2014worlds/

8月8-10日（金-日） 北海道 飛行研究会　ダンデライオン
第41回北海道　バルーンフェスティ

バル
上士幌町航空公園 http://www.kamishihoro.jp/entry/00001960

8月8‐10日（金-日） 東京 囲碁研究部
全日本学生本因坊決定戦

全日本学生女子本因坊決定戦
いずみ囲碁ジャパン 無料 -

8月9-10日（土,日） 滋賀 かるた会 第21回全日本大学かるた選手権 近江神宮勧学館 無料 -

8月8-10日（金-日） 東京 将棋研究会 富士通杯争奪大学対抗将棋大会 富士通ソリューションスクエア 無料
対局は午前中

開始

8月10日(日) RDC カレッジスマッシュ CLUB U★STONE 13:30 http://08.mbsp.jp/collegesmash/

8月10日(日) 滋賀 ライフサイエンス研究会 わくわくサイエンスラボ
立命館大学

びわこくさつキャンパス
事前応募

（既に締切）
http://lisci.web.fc2.com/wakusai2014.html

8月10-12日（日-火） 高知 京都チーム「櫻嵐洛」 よさこい祭り
追手筋本部競演場

ほか、高知市内
指定席：1,800円
自由席：1,300円

10日　13：15～
11日　17：45～
12日　13：30～

http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/

8月15日（木） 大阪 マンドリンクラブ
第26回全日本学生マンドリン連盟

合同演奏会
大東市立総合文化センター

サーティーホール
無料 15:00

8月15日（木） 滋賀 Fusion of Gambit 沖島夏祭り 沖島 一般参加不可 15:00

8/16-17(土-日） 東京 ライフサイエンス研究会 サイエンスリンク 日本科学未来館 無料 http://sc-link.net/about/

8月16-17日（土,日） 埼玉 JAZZ CLUB 山野ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞｼﾞｬｽﾞｺﾝﾃｽﾄ 大宮ソニックシティ
前売 1,900円
当日 2,100円

10:15:00
本学は16日、4

番目

http://www.yamano-music.co.jp/docs/ybbjc/

8月17日（日） 京都
dig up treasure

Fusion of Gambit We Love Double Dutch 2014 同志社大学　寒梅館 100円 12:30 http://wldd2014.jimdo.com/

8月20日（水）、21日（木） 滋賀 立命の家実行委員会 立命の家2014 立命館大学
500円

（参加受付終
了）

10:00

8/22,9/15 滋賀 ライフサイエンス研究会 わくわくサイエンスショー 大津市立科学館
入館料のみ

(100円)

8月22-24日（金-日） 東京 応援団チアリーダー部
JAPAN CUP 2014

チアリーディング日本選手権大会
国立代々木競技場

第1体育館
1,500

～3,000円
22日　17：45
23日　16：35

http://www.fjca.jp/user_data/competition_detail.php?contest_id=

8/22-24(金-土） 大阪 ALL.1 第10回全日本大学フットサル大会 舞洲アリーナ http://www.jfa.jp/match/

8月23日(土） 滋賀 ライフサイエンス研究会 科学実験ショー 大津市科学館 - 13:00

8月23日(土） 滋賀
美術研究部

マジックプレイヤーズ
草津納涼祭り 草津駅前商店街 -

8月23日(土） 滋賀 PEACE かさやまふれあいなつまつり 笠山ふれあい広場 - -

8月23日(土) 滋賀 RBC 青山夏まつり 青山中央公園グラウンド 無料 17:00

8月23日(土） 福岡
ライフサイエンス研究会

RiG++
サイエンスフェスタ2014 in福岡

福岡市中央区天神付近の
イベント会場

入場無料 11:30

8月24日（日） 福岡 茶道研究部 夏季茶会
臨済宗大徳寺派

妙楽寺
一律1,000円 9:00 http://ritssadono2.blog79.fc2.com/

8月23日（土）、24日（日） 神奈川 ロボット技術研究会 第21回かわさきロボット競技大会 川崎市産業振興会館1Fホール - 8:30 http://www.kawasaki-net.ne.jp/robo/

8月29-31日（金-日） 愛知 京都チーム「櫻嵐洛」 にっぽんど真ん中祭り 名古屋市内 無料 - http://www.domatsuri.com/fes/kaijyou/

8月31日（日） 滋賀
交響楽団

メンネルコール
混声合唱団メディックス

立命館大学交響楽団
オペラプロジェクト2014

オペラ「カルメン」
びわ湖ホール　大ホール

3,000円
（全席指定）

15:00 http://www.biwako-hall.or.jp/date/2014/08/

8月30日-9月1日（土-月）、
9月3-5日（水-金）

京都
劇団月光斜TeamBKC
劇団立命芸術劇場

劇団西一風
京都学生演劇祭 元・立誠小学校

前売：1,500円
当日：2000円

日程により異な
る

http://kst-fes.jp/

9月2日（火）-9月6日（土） 静岡 内燃機関研究会
第12回 全日本 学生フォーミュラ大

会
小笠山総合運動公園 http://www.jsae.or.jp/formula/jp/

9月6日(土） 滋賀
ライフサイエンス研究会（予定）

EV-Racing（予定）
応援団チアリーダー部（予定）

教職員交流会 BKC - 10:30

9月7日(日) 京都 RDC SYMBOL　京都

9月13日（土） 大阪
dig up treasure

Fusion of Gambit double dutch delight west 2014 池田市民文化会館
前売 2,500円
当日 3,000円

- http://www.doubledutchdelight.com/west.html

9月13日(土) 東京 ロボット技術研究会 ROBOONE 日本未来科学館 無料 http://www.robo-one.com/

9月14日(日) 京都 RDC Street Flavor

9月20日（土） 京都 応援団吹奏楽部
鳥羽高校吹奏楽部
ジョイントコンサート

呉竹文化センター 無料 14:00


