
季 No 競技日程 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 少男・女子 8月3日(土)・4日(日)

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ
ｽｲﾐﾝｸﾞ

少年女子 7月25日（木）

市原市 ゼットエーオリプリスタジアム 市原市岩崎536 ＪＲ五井駅からタクシーで１０分

習志野市
第一カッターフィールド
（習志野市秋津サッカー場）

習志野市秋津3-7-3 ＪＲ新習志野駅から徒歩１２分

千葉市 稲毛海浜公園球技場 千葉市美浜区高浜7-1-3

ＪＲ稲毛駅からバスで１２分、「稲毛海浜公園プー
ル」下車、徒歩２分
JR京葉線「稲毛海岸駅」からバス、「高浜車庫」下
車、徒歩１０分

市原市 姉崎公園姉崎サッカー場 市原市姉崎海岸23-2 ＪＲ姉ケ崎駅から徒歩２０分

袖ケ浦市 袖ケ浦市総合運動場陸上競技場 袖ケ浦市坂戸市場1566 ＪＲ袖ケ浦駅から徒歩１５分

3 成年男子 8月3日(土)・4日(日) 千葉市 フクダ電子ヒルスコート 千葉市中央区川崎町1-15 ＪＲ蘇我駅からバスで３分、徒歩３０分

4 全種別 7月20日(土)～21日(日) 香取市 小見川ボート場 香取市小見川5218 ＪＲ小見川駅から徒歩２０分

成年男女 8月24日(土)～26日(月) いすみ市 いすみ市大原グラウンド陸上競技場 いすみ市大原6588 ＪＲ大原駅から徒歩１０分

少年男女 8月17日(土)～19日(月) 白子町 ニューカネイ総合グラウンド 長生郡白子町五井1837 ＪＲ茂原駅からタクシーで２０分

6 成男・成女・少男 8月23日(金)～25日(日) 千葉市
千葉県総合スポーツセンター
スポーツ科学センター

千葉市稲毛区天台町323
ＪＲ稲毛駅からバスで２０分
千葉都市モノレールスポーツセンター下車

成年男女 8月17日(土)

少年男女 8月17日(土)・18日(日)

競技 全種別 7月15日(月)

新体操 少年女子 7月13日(土)・14日(日)

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 男子・女子 7月13日(土)

9 全種別 8月24日(土)・25日(日) 船橋市 船橋市総合体育館（船橋アリーナ） 船橋市習志野台7-5-1 東葉高速船橋日大前駅から徒歩１０分

10 成年男子 8月16日(金)・17日(土) 松戸市 千葉県立松戸国際高等学校体育館 松戸市五香西5-6-1 ＪＲ新八柱駅からバスで１５分

成年女子 柏市 二松學舍大学附属柏高等学校体育館 柏市大井2590 JR柏駅からバスで２０分、バス停から徒歩１３分

成年男子 市川市塩浜市民体育館 市川市塩浜4-9-1 ＪＲ市川塩浜駅から徒歩２０分

少年男子 市川市国府台市民体育館 市川市国府台1-6-4
ＪＲ市川駅からバスで７分
京成国府台駅から徒歩１８分

少年女子 昭和学院高等学校体育館 市川市東菅野2-17-1
ＪＲ本八幡駅から徒歩１５分
京成八幡駅から徒歩１５分

12 成女・少男・少女 8月17日(土)・18日(日) 千葉市 千葉県総合スポーツセンター庭球場 千葉市稲毛区天台町323
ＪＲ稲毛駅からバスで２０分
千葉都市モノレールスポーツセンター下車

13 成男・少男・少女 8月24日(土)・25日(日) 旭市 旭市総合体育館 旭市ニ5491 ＪＲ旭駅から徒歩３０分

成田市 ナスパ・スタジアム 成田市一坪田410-1 京成成田駅からタクシーで２５分

佐倉市 長嶋茂雄記念岩名球場 佐倉市岩名字岩名７５３
京成佐倉駅から徒歩で２５分
京成佐倉駅からバスで７分

15 成男・成女・少年 7月20日(土)・21日(日) 北杜市 山梨県馬術競技場 北杜市小淵沢町10060-3 ＪＲ小淵沢駅から徒歩２５分

16 成女・少男・少女 8月24日(土)・25日(日) 松戸市 松戸運動公園体育館 松戸市上本郷4434 新京成松戸新田駅から徒歩１２分

17 少男・女子 8月25日(日) 千葉市 千葉県総合スポーツセンター武道館 千葉市稲毛区天台町323
ＪＲ稲毛駅からバスで２０分
千葉都市モノレールスポーツセンター下車

成年男子
成田市北羽鳥多目的広場
(野球場･多目的グラウンド）

成田市北羽鳥139-1 ＪＲ成田駅からタクシーで２５分

成田市中台運動公園野球場 成田市中台5-2 ＪＲ成田駅から徒歩１０分

成田市下総運動公園野球場 成田市高岡1435 ＪＲ滑河駅から徒歩１５分

少年男子 成田市公津スポーツ広場北面 成田市下方693-2 京成宗吾参道駅から徒歩２０分

成田市ニュータウンスポーツ広場
多目的広場

成田市台方1415
JR成田駅からバスで１２分
バス停から徒歩１０分

成田市大谷津運動公園多目的広場 成田市押畑952-3 ＪＲ成田駅からバスで１６分徒歩３分

19 成男・少男・少女 8月24日(土)・25日(日) 千葉市 千葉ポートアリーナ 千葉市中央区問屋町1-20
ＪＲ千葉みなと駅から徒歩１６分
ＪＲ千葉駅から徒歩１６分
ちばモノレール市役所前駅から徒歩８分

20 全種別 8月25日(日) 千葉市 千葉県総合スポーツセンター弓道場 千葉市稲毛区天台町323
ＪＲ稲毛駅からバスで２０分
千葉都市モノレールスポーツセンター下車

21 全種別 8月24日(土)・25日(日) 長瀞町 埼玉県長瀞射撃場 秩父郡長瀞町大字野上下郷2395-1 秩父鉄道長瀞駅からタクシー１５分

22 成女・少男・少女 8月25日(日) 匝瑳市 八日市場ドーム 匝瑳市八日市場ハ793-1 JR八日市場駅徒歩２０分

女子・少男 千葉市
千葉県総合スポーツセンター
サッカー・ラグビー場

千葉市稲毛区天台町323
ＪＲ稲毛駅からバスで２０分
千葉都市モノレールスポーツセンター下車

成男・少男 市原市 ちはら台多目的スポーツ広場 市原市ちはら台南1-10-6 京成ちはら台駅から徒歩７分

リード 成女・少男・少女

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ 成女・少男・少女

ＳＬ・ＷＷ 成男・成女 6月9日(日) 青梅市 東京都青梅市御岳カヌー競技場 青梅市御岳本町362-8 ＪＲ御嶽駅から徒歩１０分

ＳＰ 全種別 7月14日(日) 富士河口湖町 精進湖カヌー競技場 南都留郡富士河口湖町精進483-14 富士急行河口湖駅からバスで４０分

26 全種別 8月25日(日) 市原市 ゼットエーオリプリスタジアム 市原市岩崎536 ＪＲ五井駅からタクシーで１０分

27 全種別 8月24日(土) 東金市 東金アリーナ 東金市堀上1361-1 ＪＲ東金駅からバスで８分、徒歩４０分

28 成年 8月24日(土) 印西市 成田射撃場 印西市山田166
京成佐倉駅からバスで１２分
北総印旛日本医大駅からバスで１０分

29 少年女子 7月14日(日) 千葉市 千葉県総合スポーツセンター武道館 千葉市稲毛区天台町323
ＪＲ稲毛駅からバスで２０分
千葉都市モノレールスポーツセンター下車

30 全種別 7月13(土)・14日(日) 佐倉市 ユーカリボウル 佐倉市ユーカリが丘3-2-1 ユーカリが丘線地区センター駅から徒歩１分

31 少年男子 6月26日(水) 千葉市 袖ヶ浦カンツリークラブ（袖ヶ浦） 千葉市緑区辺田町567 ＪＲ鎌取駅からタクシーで５分

中心会期： 令和元年8月23日(金)～25日(日)

総合開会式： 令和元年8月23日(金)

会場：ホテルポートプラザちば(千葉市中央区千葉港８－５)

群馬県総合スポーツセンター
伊香保リンク

伊香保町伊香保587-1
ＪＲ渋川駅からバスで２５分
ロープウェイ不如帰駅から見晴駅まで５分
徒歩７分

※競技日程・会場は、変更になる場合があります。

冬
季

32 アイスホッケー　 成男・少男 12月6(金)～8日(日) 渋川市

ゴルフ

印西市 松山下公園総合体育館 印西市浦部275
ＪＲ木下駅からバスで９分
北総千葉ニュータウン駅からバスで１２分

アーチェリー

空手道

クレー射撃

なぎなた

ボウリング

25 カヌー

剣道

23 ラグビーフットボール 8月23日(金)～25日(日)

24
スポーツ
クライミング

7月27日(土)・28日(日)

成田市

成年女子

少年女子

バドミントン

弓道

8月24日(土)～26日(月)

ライフル射撃

馬術

フェンシング

柔道

18 ソフトボール

ソフトテニス

卓球

14 軟式野球 成年男子

バスケットボール

ウエイトリフティング

11 ハンドボール 8月23日(金)～25日(日)

船橋市習志野台7-5-1 東葉高速船橋日大前駅から徒歩１０分

8 体操 千葉市 千葉ポートアリーナ 千葉市中央区問屋町1-20
ＪＲ千葉みなと駅から徒歩１６分
ＪＲ千葉駅から徒歩１６分
千葉都市モノレール市役所前駅から徒歩８分

船橋市総合体育館（船橋アリーナ）

習志野市茜浜2-3-3 ＪＲ新習志野駅から徒歩１分

2 サッカー

成年男子
少年男子

8月10日(土)～12日(月)

女子

第７４回国民体育大会関東ブロック大会 競技日程･会場･アクセス　

令和元年５月２８日現在
競技
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会

1 水泳 習志野市 千葉県国際総合水泳場

テニス

ボート

5 ホッケー

ボクシング

7
バレー
ボール

６人制 船橋市

市川市

8月24日(土)・25日(日)


