
No. 競技名 種別等 競技実施日 会場地 会場名 所在地 主な最寄り駅等からのアクセス

水球（少年男子）

水球（女子）

AS（少年女子） 7月17日（日）

北区

調布市

3 テニス 成年男子 8月6日（土）～7日（日） 世田谷区
駒沢オリンピック公園（テニスコー

ト）※8面
世田谷区駒沢公園1-1 東急田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩15分

4 ボート 全種別 7月9日（土）～10日（日）江東区 海の森水上競技場 江東区海の森3-6-44
東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート

駅」よりタクシー利用約15分

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

競技

新体操

トランポリン

9 バスケットボール 全種別 8月20日（土）～21日（日）調布市 武蔵野の森スポーツプラザ 調布市西町290-11 京王線「飛田給駅」より徒歩5分

10
ウエイトリフティン

グ
成年男子 8月26日（金）～27日（土）世田谷区 駒沢オリンピック公園（体育館） 世田谷区駒沢公園1-1 東急田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩15分

少年男子 多摩市 多摩市立総合体育館

成年男子

成年女子

少年男子

成年男子

成年女子

少年男子
8月29日（月）～30日（火
）

中央区 中央区立総合スポーツセンター 中央区日本橋浜町2-59-1 都営地下鉄新宿線「浜町駅」より徒歩2分

15 馬術 全種別
6月25日（土）～26日（日
）

山梨県北杜市 山梨県馬術競技場 山梨県北杜市小淵沢町10060-3
JR中央本線「小淵沢駅」より徒歩25分（上り坂

）、タクシー利用の場合5分

成年女子

少年男子

少年女子

女子

少年男子

成年男子 府中市 郷土の森第一野球場 府中市是政6-2365 西部多摩川線「是政駅」より徒歩約18分

少年女子

19 バドミントン 全種別
8月20日（土）～21日（日
）

町田市 町田市立総合体育館 町田市南成瀬5丁目12 JR横浜線「成瀬駅」北口より徒歩約9分

20 弓道 遠的・近的 7月30日（土）～31日（日）渋谷区 明治神宮武道場 至誠館 弓道場 渋谷区代々木神園町1-1 小田急線「参宮橋駅」西参道口より徒歩5分

成年男子(50m・10m)

成年女子(50m・10m)

少年男子(BR・BP・10ｍ)

少年女子(BR・BP・10ｍ)

成年女子

少年男子

少年女子

成年男子（7人制） 8月27日（土） 江戸川区陸上競技場 江戸川区清新町2-1-1
女子（7人制） 8月28日（日） 江戸川区臨海球技場 江戸川区臨海町1-1-2

少年男子（15人制）
8月26日（金）・28日（日
）

江戸川区陸上競技場 江戸川区清新町2-1-1

リード
（成年男子除く全種別）

ボルダリング
（成年男子除く全種別）

26 アーチェリー 全種別 8月28日（日） 江東区 夢の島公園アーチェリー場 江東区夢の島2-1-4
JR京葉線、東京メトロ有楽町線、東京臨海高速

鉄道りんかい線「新木場駅」より徒歩7分

27 空手道
全種別
（形）

8月27日（土） 足立区 東京武道館 足立区綾瀬3-20-1 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」より徒歩5分

28 銃剣道 少年男子 8月20日(土) 練馬区 練馬区立総合体育館 練馬区谷原1-7-5 西武池袋線「練馬高野台駅」より徒歩14分

29 なぎなた 少年女子 7月17日（日） 足立区 東京武道館 足立区綾瀬3-20-1 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」より徒歩5分

30 ボウリング 全種別 7月16日（土）～17日（日）東大和市 東大和グランドボウル 東大和市桜が丘1-1330-19 西武拝島線「東大和市駅」下車駅前

31 ゴルフ 少年男子 6月23日（木）～24日（金）八王子市 八王子カントリークラブ 八王子市川口町2352
JR中央線・京王線「八王子駅」よりタクシー約

20分

成年男子

少年男子

※競技日程・会場は、変更になる場合があります
。

江東区辰巳2-8-10

世田谷区駒沢公園1-1

北区西が丘3丁目15-1
調布市西町290-11

品川区八潮4-1-19・大田区東海1-2-1

日野市日野本町6-1-3

調布市西町290-11

世田谷区駒沢公園1-1

八王子市狭間町1453-1
多摩市東寺方588-1

千葉県千葉市稲毛区天台町323

東京辰巳国際水泳場

駒沢オリンピック公園（陸上・第二

）
駒沢オリンピック公園（陸上・第二

）

味の素フィールド西が丘

AGFフィールド

大井ホッケー競技場ピッチ(メイン

・サブ)

日野市市民の森ふれあいホール

武蔵野の森スポーツプラザ

駒沢オリンピック公園（体育館・屋

内球技場）

エスフォルタアリーナ八王子

第77回国民体育大会関東ブロック大会 競技日程・会場一覧

本
大
会

1 水泳
8月4日（木）～7日（日）

8月20日（土）～21日（日）

東京メトロ有楽町線[辰巳駅」より徒歩10分、

JR京葉線「新木場駅」より徒歩12分
江東区

少年男子 8月13日（土）～14日（日）

(西が丘)都営地下鉄三田線「本蓮沼」駅より

徒歩約8分
(AGF)京王線「飛田給」駅より徒歩5分

5 ホッケー

8月20日（土）～22日（月
）

少年女子 8月20日（土）～21日（日）

東急田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩15分世田谷区

2 サッカー

成年男子

8月19日(金)
8月21日(日)・22日(月)

東京モノレール「大井競馬場前駅」より徒歩約

8分
品川区・大田区

8月19日（金）～21日（日）6 ボクシング 全種別 JR中央線「日野駅」より徒歩13分日野市

8月27日（土）～28日（日
）

7 バレーボール
全種別

（6人制）
京王線「飛田給駅」より徒歩5分調布市

東急田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩15分世田谷区

11 ハンドボール

成年男子

8月18日（木）～21日（日
）

8 体操 7月8日（金）～10日（日）

少年女子 八王子市

成年女子 （八王子）京王線「狭間駅」より徒歩1分
（多摩）京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」より徒歩16分

八王子市

エスフォルタアリーナ八王子

千葉都市モノレール「スポーツセンター駅」下

車
千葉県千葉市

13 卓球

8月20日（土）～21日（日
）

12 ソフトテニス
8月20日（土）～21日（日
）

西武新宿線「沼袋駅」より徒歩5分中野区

千葉県総合スポーツセンター

キリンレモンスポーツセンター 中野区新井3-37-78

（昭島）JR青梅線東中神駅より徒歩5分
（八王子）京王相模原線「南大沢駅」より徒歩

20分

昭島市

八王子市
8月20日（土）～21日（日
）

16 フェンシング
8月20日（土）～21日（日
）

14 軟式野球 成年男子

東急田園都市線「駒沢大学駅」より徒歩15分世田谷区

ネッツ多摩昭島スタジアム

スリーボンドベースボールパーク上

柚木

駒沢オリンピック公園（体育館）

昭島市東町5-12
八王子市上柚木2丁目-51-1

世田谷区駒沢公園1-1

8月14日（日）17 柔道 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」より徒歩5分足立区

成年女子 大田区
8月13日（土）～15日（月
）

東急多摩川線「下丸子駅」より徒歩約15分

東京武道館

大田スタジアム・平和島公園野球場

多摩川ガス橋緑地野球場

足立区綾瀬3-20-1

大田区東海1-2-10・大田区平和島4-2-
2

大田区下丸子2丁目地先、3丁目地先

、4丁目地先

21 ライフル射撃 8月26日（金）～28日（日）

少年男子
大田区

（大田）東京モノレール「流通センター駅」

「大井競馬場駅」より徒歩約15 分

（平和島）京浜急行「平和島駅」より徒歩約10
分

18 ソフトボール

西武池袋駅から特急で終点「西武秩父駅」下車

、

徒歩３分秩父鉄道「御花畑駅」→「長瀞駅」よ

りタクシーで約15分

埼玉県長瀞町 長瀞射撃場
埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷23
95-1

足立区22 剣道 8月20日（土） 東京メトロ千代田線「綾瀬駅」より徒歩5分

東京メトロ東西線「西葛西駅」より徒歩約15分23
ラグビーフットボー

ル
江戸川区

東京武道館 足立区綾瀬3-20-1

東久留米市24
スポーツクライミン

グ
7月30日（土）～31日（日
）

西武池袋線「東久留米駅」より徒歩15分

江東区

25 カヌー

スプリント
（全種別）

7月23日（土）～24日（日）
東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート

駅」よりタクシー利用約15分

JR青梅線「御嶽駅」より徒歩3分

東京ドームスポーツセンター東久留

米

海の森水上競技場

青梅市御岳渓谷特設カヌー競技場

東久留米市大門町2-14-37

江東区海の森3-6-44

青梅市御岳１

（東大和）西武拝島線東大和市駅下車すぐ

（西東京(ダイドー)）西武新宿線「東伏見」駅

前

12月2日から4日
12月9日から11日
12月16日から18日
（上記のうち2日程）

東大和市

西東京市

特
別
冬
季

32 アイスホッケー

青梅市
スラローム
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

（成年男子・成年女子）

6月11日（土）～12日（日
）

東大和スケートセンター

ダイドードリンコアイスアリーナ

東大和市桜が丘1-1330-19
西東京市東伏見3-1-25


