
季 № 競　技　日　程 会場地名 会　場　名 所　在　地 主なアクセス

水球（少男） ７月３０日(水）・３１日(木) 宇都宮市 栃木県立宇都宮東高等学校 宇都宮市石井町3360-1 「JR宇都宮駅」関東バス16分

シンクロナイズドスイミング（少女） ７月２１日(月) 小山市 栃木県立温水プール館 小山市外城371-1 「JR小山駅」 市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ10分

宇都宮市 栃木SC宇都宮フィールド 宇都宮市中久保2-1-25 「JR宇都宮駅」関東バス9分

鹿沼市 鹿沼市サンエコ自然の森総合公園サッカー場 鹿沼市下石川694-1 「JR鹿沼駅」リーバス30分

栃木県総合運動公園サッカー場 宇都宮市西川田4-1-1 「JR宇都宮駅」関東バス30分または「東武西川田駅」から1.2km

河内総合運動公園陸上競技場 宇都宮市白沢町1791-3 「JR岡本駅」から4km

女子 那須塩原市 青木サッカー場 那須塩原市青木101 「JR黒磯駅」から8.2km

3 テニス 成年男子 ８月２日(土)・３日(日) 宇都宮市 栃木県総合運動公園テニスコート 宇都宮市西川田4-1-1 「JR宇都宮駅」関東バス30分または「東武西川田駅」から1.2km

4 ボート 全種別 ７月１９日(土)・２０日(日) 栃木市 谷中湖（仮設） 栃木市藤岡町下宮 「東武柳生駅」から2.0km

今市青少年スポーツセンター 日光市根室609-1

日光市ホッケー場 日光市薄井沢881外

6 ボクシング 成男・少男 ８月２２日(金)～２４日(日) 宇都宮市 栃木県体育館 宇都宮市中戸祭1-6-3    「JR宇都宮駅」関東バス15分

7 バレーボール 全種別 ８月２３日(土)・２４日(日) 鹿沼市 鹿沼市フォレストアリーナ 鹿沼市下石川694-1 「JR鹿沼駅」リーバス30分または「JR宇都宮駅」バス40分

競技（全種別） ８月３０日(土)・３１日(日)

新体操（少女） ８月２９日(金)・３０日(土)

9 バスケットボール 全種別 ８月２３日(土)・２４日(日) 大田原市 栃木県立県北体育館 大田原市美原3-2-62 「JR西那須野駅」東野バス20分

10 ウエイトリフティング 成年男子 ８月２２日(金)・２３日(土) 小山市 栃木県立小山南高等学校第２体育館 小山市間々田23-1 「JR間々田駅」から2.3km

成年女子 野木町 野木町立野木中学校体育館 野木町潤島800番地1 「JR野木駅」から1.7km

少年男子 國學院大學栃木高等学校体育館 栃木市平井町608 「JR・東武栃木駅」関東バス13分

少年女子 栃木市総合体育館 栃木市川原田町760 「JR・東武新栃木駅」から2.3km

成年男子 下野市 石橋体育センター 下野市大松山1-7-1 「JR石橋駅」から1.2km

12 ソフトテニス 成男・成女・少男 ８月１６日（土）・１７日（日） 那須塩原市 くろいそ運動場テニスコート 那須塩原市上厚崎664 「JR黒磯駅」から3.4km

13 卓球 成男・成女・少男 ８月１７日(日)・１８日(月) 鹿沼市 鹿沼市フォレストアリーナ 鹿沼市下石川694－1 「JR鹿沼駅」リーバス30分または「JR宇都宮駅」バス40分

栃木県総合運動公園野球場 宇都宮市西川田4-1-1 「JR宇都宮駅」関東バス30分または「東武西川田駅」から1.2km

宇都宮清原球場 宇都宮市清原工業団地14 「JR宇都宮駅」東野ﾊﾞｽ33分

15 馬術 成男・成女・少年 ８月２３日(土)・２４日(日) 那須塩原市 那須トレーニングファーム 那須塩原市寺子1723-1 ｢JR黒磯駅」から6.3km

16 フェンシング 成女・少男・少女 ８月１６日(土)・１７日(日) 栃木市 栃木市西方総合文化体育館 栃木市西方町本郷1705-1 「東武金崎駅」から2.3km

17 柔道 成女・少男・少女 ８月１７日(日) 宇都宮市 栃木県体育館 宇都宮市中戸祭1-6-3    ｢JR宇都宮駅」関東バス15分

成年男子 黒羽運動公園 大田原市大輪1726 ｢JR那須塩原駅」から15.2km

美原野球場

美原第２球場

少年男女 大田原グリーンパーク 大田原市宇田川1519-11 ｢JR西那須野駅」から7.6km

19 バドミントン 成女・少男・少女 ８月２３日(土)・２４日(日) 宇都宮市 宇都宮市清原体育館 宇都宮市清原工業団地14 「JR宇都宮駅」東野バス33分

20 弓道 全種別 ８月２４日(日) 宇都宮市 栃木県体育館弓道場 宇都宮市中戸祭1-6-3    ｢JR宇都宮駅」関東バス15分

群馬県ライフル射撃場
群馬県北群馬郡榛東村
大字上野原字吾妻山2

｢JR上越線八木原駅」から7km

榛東村立榛東中学校
群馬県北群馬郡榛東村
新井598-1

｢JR上越線八木原駅」から6.2km

22 剣道 成女・少男・少女 ８月２４日(日) 小山市 栃木県立県南体育館 小山市外城371-1 ｢JR小山駅」市コミュニティバス10分

23 ラグビーフットボール 成少男子 ８月２９日(金)～３１日(日) 佐野市
佐野市運動公園陸上競技場
佐野市運動公園多目的球技
場

佐野市赤見町2130-2 「JR・東武佐野駅」市営バス30分

24 山岳 成女・少男・少女 ７月２６日(土)・２７日(日) 日光市 今市青少年スポーツセンター体育館 日光市根室609-1 「JR下野大沢駅」から6.1km

スプリント（全種別） ７月６日(日)
山梨県

富士河口湖
町

精進湖
山梨県南都留郡
富士河口湖町精進

「富士急行河口湖駅」バス40分

26 アーチェリー 全種別 ８月２４日(日) 那珂川町 栃木県立馬頭高等学校
那須郡那珂川町
馬頭1299-2

「JR烏山駅」から12.3km

27 空手道 全種別 ８月１６日(土) 小山市 栃木県立県南体育館 小山市外城371-1 ｢JR小山駅」市コミュニティバス10分

28 銃剣道 少年男子 ８月１７日(日) 壬生町 壬生町総合運動場体育館
下都賀郡壬生町
壬生甲3828

｢東武国谷駅」から1.5km

29 クレー射撃 成年 ７月２３日(水) 栃木市 ニッコー栃木綜合射撃場 栃木市尻内町1856 「東武新栃木駅」から8.3km

30 なぎなた 少年女子 ７月１３日(日) 栃木市
國學院大學栃木高等学校
四十周年記念体育館

栃木市平井町608 「JR・東武栃木駅」関東バス13分

31 ボウリング 全種別 ７月１９日(土)・２０日(日) 足利市 足利スターレーン 足利市田中町906-11 「東武足利市駅」から200m

32 ゴルフ 少年男子 ７月１６日(水)・１７日(木) 日光市 日光カンツリー倶楽部 日光市所野2833 「JR日光駅・東武日光駅」から3km

日光霧降アイスアリーナ 日光市所野2854外 「JR・東武日光駅」東武バス10分

細尾ドームリンク 日光市細尾町676-12 「JR・東武日光駅」東武バス30分
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5 ８月２３日(土)～２５日(月) 日光市 「JR下野大沢駅」から6.1km

8 体操 宇都宮市 栃木県体育館 「JR宇都宮駅」関東バス15分

ホッケー 全種別

21

18

８月２２日(金)～２４日(日)

宇都宮市中戸祭1-6-3

14 ８月２３日(土)・２４日(日) 宇都宮市

11 ハンドボール

軟式野球 成年男子

｢JR西那須野駅」から4.0kmソフトボール 大田原市

８月２３日(土)・２４日(日)
群馬県
榛東村

大田原市美原1-15-25

ライフル射撃 全種別

成年女子 ８月１６日(土)～１８日（月）

成年男子
少年男子

東京都青梅市御岳1 「JR御嶽駅」から500m
カヌー スラローム

ワイルドウォーター
（男子・女子）

６月１５日(日)

栃木市

※中心会期：平成２６年８月２２日（金）～２４日（日） 総合開会式：平成２６年８月２２日（金）　宇都宮東武ホテルグランデ（宇都宮市本町）

少年男子

成年男子

８月１６日（土）・１７日（日）

８月２３日(土)・２４日(日)
宇都宮市

冬
季

33

東京都
青梅市

多摩川特設コース
25

１２月１２日(金)～１４日(日) 日光市アイスホッケー


