
Ｈ３０．１０．３現在

季別 № 競　技　名 会　　　場 会場地

1 陸　　上 ８／１１（最終選考会） （全種別） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ陸上競技場 千葉市

７／７・８ （競泳）

６／２・３ （水球）

６／３ （アーティステックスイミング）

７／８ （飛込）

７／１５ （オープンウォーター） 北条海岸 館山市

3 サッカー ４／１～６／２４ （全種別） フクダ電子フィールド　他 千葉市　他

4 テニス ６／１６・２３ （全種別） 県立柏の葉公園庭球場 柏市

5 ボート ５／２６（練習日）・２７（大会） （全種別） 県小見川ボート場 香取市

＊５／１２（高校県総体） （少年男女）

６／１６（予備日６／１７） （全種別）

7 ボクシング ６／３０・７／１（予備日７／２） （成年男女・少年男子） 習志野市立習志野高等学校 習志野市

６／１７ （成年男女） 順天堂大学体育館 印西市

６／２３ （少年男女） 浦安市運動公園総合体育館 浦安市

５／２７ （ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ男女） 御宿中央海岸 御宿町

６／２３・２４ （体操　少年・成年） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館 千葉市

７／１ （新体操） 市原臨海体育館 市原市

６／２３・３０・７／１ （成年男女） 6/23千葉公園体育館・6/30,7/1県総合スポーツセンター体育館 千葉市

未定 （少年男女） 　未定

11 レスリング ７／１４ （全種別） 佐倉市民体育館 佐倉市

４／７・８ （成年男女）

６／１６・１７ （少年男女）

７／２１・２２ （全種別）

13 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ ６／２４ （全種別） 県立松戸国際高校ウエイトリフティング場 松戸市

５／２７ （成年男女） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館 千葉市

＊H３０．１／１４（高校新人大会）

＊５／１３（高校関東予選会）

＊６／１７（高校県総体）

６／３（予定）

７／２２（予定）

16 ソフトテニス ４／１・７ （全種別） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ庭球場 千葉市

６／２４ （成年男女） 旭市総合体育館 旭市

６／２３・２４ （少年男女） ＪＦＥスチール千葉体育館 千葉市

18 軟式野球 ５／２５～６／７ （成年男子）
県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ野球場
四街道総合公園野球場
長嶋茂雄記念岩名球場

千葉市
四街道市
佐倉市

19 相　　撲 ４／２８ （成年男子・少年男子） 県立袖ヶ浦高等学校相撲場 袖ケ浦市

20 馬　　術 ５／２４・２５・２６・２７ （全種別）
ニューオリンピッククラブ宝馬乗馬学校
富里トレーニングファーム

富里市

21 フェンシング ５／２７・６／２４ （全種別） 県立松戸高校体育館 松戸市

＊H２９.１１.２５（高校新人大会） ゼットエー武道場 市原市

＊H３０.６.１５（高校県総体） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ武道館 千葉市

７／１ （全種別） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ武道館　 千葉市

４／２１・２２ （成年男女）

＊H２９．１１／１０・１１・１２（高校新人大会）

＊５／１１・１２・１３（高校関東予選会）

＊６／９・１０・１６・１７（高校県総体）

24 バドミントン ５／１２・２０・６／２３ （全種別）
（5月）県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館
（6月）四街道総合公園体育館

千葉市
四街道市

柔　　道

県総合スポーツセンター
　軟式野球場・ソフトボール場

千葉敬愛高等学校グラウンド

千葉市

いすみ市

23

6

22

県国際総合水泳場

（少年男女）

県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館
成田市中台体育館
市川市国府台市民体育館
柏市中央体育館

バレーボール

いすみ市大原グランド陸上競技場ホッケー

ソフトボール

ハンドボール
（少年男女）

千葉市
成田市
市川市
柏市

（少年男女）

17 卓　　球

千葉市

10

平成30年度　千葉県民体育大会第二部大会期日・会場一覧

期日（種別・種目）

2 水　　泳

自転車 （全種別）

稲毛ヨットハーバー

バスケットボール

12

松戸市15

本
　
　
大
　
　
会

松戸競輪場

習志野市

9 体　　操

セーリング

14

8



季別 № 競　技　名 会　　　場 会場地

４／１４（成年二次）

５／１２（成年最終選考）

（Ｈ３０．３／２１　成年一次　）

＊４／２８・２９（関東大会県予選）

＊６／９・１０・１６（県総体）

６／１７・２３　（最終選考会）

＊Ｈ３０．１／２７・２８（県高校選手権）

県立茂原樟陽高校 茂原市

県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ射撃場 千葉市

６／２５（ＣＰ） 千葉県警察学校 東金市

５／２６ （成年男女）

６／３０ （少年男女）

５／１２・１９ （成年男子）

６／２４ （女子）

６／２４ （少年男子） 流通経済大学付属柏高等学校 柏市

４／１５（リード）・２２（ボルダリング） （全種別） 県立幕張総合高校 千葉市

＊２／３・４　ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ （全種別） 駒沢体育館 東京都

＊３／３・４　ﾘｰﾄﾞ日本選手権 （全種別） 加須市民体育館 埼玉県

＊３／２４・２５・２６　リード/日本ユース選手権 （全種別） 印西市松山下公園体育館 印西市

＊５／１９・２０　ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ/日本ユース選手権 （全種別） 鳥取県倉吉体育文化会館 鳥取県

４／１４（ワイルドウォーター）

４／１５（スラローム）

５／２７（スプリント） 黒部川カヌー場 香取市

４／７・４／２８（一次） （少年男女：中学生）

４／８〈C〉・５／４〈C〉（一次） （少年男女）

＊４／２０（高校関東予選）〈F〉・＊６／１(高校県総体)〈F〉 （少年男女：高校生）

４／２９・５／２７〈F〉（一次） （成年男女）

６／１７〈C〉（二次） （少年男女）

６／２４〈F〉（最終） （全種別）

＊４／２９（兼千葉県選手権） 県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ武道館 千葉市

＊６／２ （関東空手道選手権大会選考会） 秀明八千代高等学校 八千代市

33 クレー射撃 １２/１６・１/１３・２/１０・３/１０・４/１４・５/１９・６/９ （成年男子）
京葉射撃場
成田射撃場

市原市
成田市

４／１（一次） （少年女子・成年女子） 県総合スポーツセンター武道館

５／１３（二次） （少年女子） 県スポーツ科学センターアリーナ

６／２４（二次） （成年女子） 県スポーツ科学センターアリーナ

４／１（予選会） VEGAアサヒボウリングセンター 千葉市

４／８ ユーカリボウル 佐倉市

５／１３ アイキョーボウル印西 印西市

５／５ （少年男女） 神崎カントリー倶楽部 神崎町

５／１９・２０ （少年男子） スカイウエイカントリー倶楽部 成田市

６／２・３ （女子） 大栄カントリー倶楽部 成田市

６／２６・２７ （成年男子） 袖ヶ浦カンツリークラブ袖ヶ浦コース 千葉市

37 トライアスロン ＊６／３ （全種別） 加須市渡良瀬遊水地内特設コース 埼玉県

１０月初旬（フィギュア）

１２月上旬（ショートトラック）

１２月上旬(スピード） 日光霧降高原スケートセンター 栃木県

2
(39)

アイスホッケー １０／１３・２０・２７ （成年男子） アクアリンクちば 千葉市

H３１．１／１２・１４ （アルペン） 新潟県上越国際スキー場 新潟県

H３１．１／１２～１４ （クロカン） 長野県木島平クロスカントリー競技場 長野県

１２／１５・１６ （ジャンプ）

１２／２３ （コンバインドジャンプ）

千葉市

北海道

アクアリンクちば

県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ武道館　

千葉市

（全種別）

期日（種別・種目）

（全種別）

26 ライフル射撃

36 ゴルフ

山　　岳

４／１～６／１７

34 なぎなた

29

千葉市

ＮＥＣグラウンド 我孫子市

27

28 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

アーチェリー
船橋アーチェリーレンジ 〈F〉

千葉英和高等学校 〈C〉

（全種別）

青梅市多摩川御岳カヌー競技場

県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ弓道場

船橋市
八千代市

＊印は他の大会を兼ね，県体二部大会を実施。

31

35 ボウリング

空手道

剣　　道

32

（全種別）

（全種別）

25 弓　　道

30 カヌー
東京都

千葉市

（少年男女）

冬
季
大
会

1
(38)

スケート

3
(40)

スキー

（成年男女）

北海道名寄ピヤシリジャンプ競技場

本
大
会


