
季 № 競　技　日　程 会場地名 会　場　名 所　在　地 主なアクセス

水球 ８月１日(土)・２日(日) さいたま市 県立大宮公園水泳場 さいたま市大宮区高鼻町4 「東武野田線大宮公園駅」下車、徒歩10分

シンクロナイズドスイミング ７月２０日(月) 川口市 青木町公園総合運動場 川口市西青木4-8-1 「JR西川口駅」下車、徒歩12分

成年男子 ８月１５日(土)～１７日(月) 熊谷市 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場他 熊谷市上川上300 「JR熊谷駅」国際バス２番から「熊谷スポーツ文化公園」下車

少年男子 ８月１５日(土)・１６日(日) さいたま市 埼玉スタジアム2002公園第2･3グランド さいたま市緑区中野田500 「浦和美園駅」下車、徒歩15分

８月１５日(土)～１７日(月) さいたま市 浦和駒場スタジアム さいたま市浦和区駒場2-1-1 「JR浦和駅、北浦和駅」下車、徒歩20分

８月１５日（土） さいたま市 秋葉の森総合公園サッカー場 さいたま市西区大字中釘1241 「JR大宮駅」バス8番から「秋葉入口」下車、徒歩15分

3 ８月１日(土)・２日(日) さいたま市 大宮第２公園第１テニスコート さいたま市大宮区寿能町2-405 「東武野田線大宮公園駅」下車、徒歩20分

4 ７月１８日(土)・１９日(日) 戸田市 県立戸田公園漕艇場 戸田市戸田公園5-27 「JR戸田公園駅」下車、徒歩10分

阿須運動公園ホッケー場 飯能市大字阿須812-3 「西武池袋線元加治駅」下車、徒歩15分

駿河台大学ホッケー場 飯能市大字阿須698 「西武池袋線元加治駅」下車、徒歩20分

美杉台公園多目的グラウンド 飯能市美杉台1-23-1 「西武池袋線飯能駅」下車、徒歩20分

6 ８月２１日(金)～２３日(日) 加須市 大利根文化体育館 加須市北下新井684-1 「ＪＲ栗橋駅」下車、徒歩30分

7 ８月２２日(土)・２３日(日) 所沢市 所沢市民体育館 所沢市並木5-3 「西武新宿線新所沢駅」下車、徒歩10分

新体操 ７月１８日(土)・１９日(日)

競技 ７月１９日(日)・２０日(月)

9 ８月２１日(金)・２２日(土) 深谷市 深谷市総合体育館 深谷市上野台2568 「JR深谷駅」、市内循環バス「くるリン」５分、「仙元荘」下車

10 ８月２１日(金)・２２日(土) さいたま市 さいたま市記念総合体育館 さいたま市桜区道場4-3-1 「JR浦和駅」下車、バス「大久保浄水場行き」「桜区役所」下車、徒歩１分

成年男子 8月21日（金）・22日(土)
※23日は熊谷会場で実施

北本市 北本市体育センター 北本市古市場1-156 「JR北本駅」下車、「富士重工業・工業団地循環」「北本高校前」下車

成年女子

少年女子

少年男子

12 ８月２２日（土）・２３日（日） 狭山市 智光山公園テニスコート 狭山市柏原561 「狭山市駅」下車、バスで「智光山公園」下車、徒歩２分

13 ８月１７日（月）・１８日（火） 春日部市 春日部市総合体育館 春日部市谷原新田1557-1 「東武線武里駅」から徒歩26分

県営大宮公園野球場 さいたま市大宮区高鼻町4-9 東武野田線「大宮公園駅」下車、徒歩10分

さいたま市営大宮球場 さいたま市大宮区寿能町2-519 東武野田線「大宮公園駅」下車、徒歩10分

15 ８月２２日(土)・２３日(日) 山梨県 山梨県馬術競技場 北杜市小淵沢町10060-3 JR中央本線小淵沢駅下車、徒歩25分

16 ８月２２日(土)・２３日(日) 新座市 新座市民総合体育館 新座市本多2-1-20 「志木駅」西武バス新座営業所行き新座総合体育館入口下車、徒歩３分

17 ８月１６日(日) 上尾市 埼玉県立武道館 上尾市日の出4-1877 ｢JR上尾駅」下車、徒歩25分

成年男子 坂戸市 坂戸市民総合運動公園軟式球場Ａ･Ｂ面 坂戸市石井1550
｢東武東上線坂戸駅」下車、「循環バス東コー
ス右回り」「運動公園勝呂公民館前」下車

成年女子 毛呂山町 毛呂山町大類ソフトボールパークＡ･Ｂ面 毛呂山町大類620-1 「東武東上線東毛呂駅」下車、タクシー10分

少年男子 東松山市 東松山市駒形公園ソフトボール場Ａ･Ｂ面 東松山市下唐子800 ｢東武東上線森林公園駅」下車、タクシー10分

少年女子 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市運動公園メイングランド・サブグランド 鶴ヶ島市太田ヶ谷201-8 ｢東武東上線鶴ヶ島駅」下車、バスで「川鶴団地」下車

19 ８月２２日(土)・２３日(日) 久喜市 久喜市総合第１・２体育館 久喜市江面1616 「JR久喜駅」下車、バスで「総合体育館」下車

20 ８月２３日(日) 上尾市 埼玉県立武道館 上尾市日の出4-1877 ｢JR上尾駅」下車、徒歩25分

S．B（50m）、AR（10m）

BR、BP

22 ８月２３日(日) 上尾市 埼玉県立武道館 上尾市日の出4-1877 ｢JR上尾駅」下車、徒歩25分

成年男子 ８月２２日(土)

少年男子 ８月２１日(金)・２３日(日)

24 ７月２５日(土)・２６日(日) 加須市 加須市民体育館 加須市下三俣590 「東武伊勢崎線加須駅」下車、徒歩20分

スラローム
ワイルドウォーター

６月７日（日） 長瀞町 長瀞町岩田（荒川特設カヌー競技場） 長瀞町岩田483 「秩父鉄道樋口駅」下車、徒歩15分

スプリント ７月１２日(日) 幸手市 権現堂調節池（行幸湖特設カヌー競技場） 幸手市外国府間地内 「東武日光線南栗橋駅」下車、徒歩20分

26 ８月２３日(日) 宮代町 はらっパーク宮代多目的広場 宮代町金原295
「東武伊勢崎線姫宮駅」下車徒歩30分
「東武伊勢崎線東武動物公園駅」下車徒歩35分

27 ８月１５日(土) 深谷市 深谷市総合体育館 深谷市上野台2568 「JR深谷駅」、市内循環バス「くるリン」５分、「仙元荘」下車

28 ８月２２日(土) 上尾市 埼玉県立武道館 上尾市日の出4-1877 ｢JR上尾駅」下車、徒歩25分

29 ７月２２日(水) 栃木県 ニッコー栃木綜合射撃場 栃木市尻内町1856 「東武日光線新栃木駅」から8.3km

30 ７月１９日(日) さいたま市 さいたま市記念総合体育館 さいたま市桜区道場4-3-1 「JR浦和駅」下車、バス「大久保浄水場行き」「桜区役所」下車、徒歩１分

31 ７月１８日(土)・１９(日) 狭山市 新狭山グランドボウル 狭山市新狭山1-1-9 「西武新宿線新狭山駅」下車、徒歩10分

32 ７月１６日(木)・１７日(金) 嵐山町 嵐山カントリークラブ 嵐山町大字鎌形1146 「東武東上線森林公園駅」下車、バス15分

成年 １２月２５日(金)～２７日(日）

少年 １２月１８日(金)～２０日(日）

さいたま市

　※競技日程・会場は変更になる場合があります。

なぎなた

ボウリング

ゴルフ

冬季 33 アイスホッケー 上尾市 埼玉アイスアリーナ 上尾市日の出4－386 ｢JR上尾駅」下車、徒歩25分

25 カヌー

アーチェリー

空手道

銃剣道

クレー射撃

埼玉県長瀞総合射撃場 長瀞町大字野上下郷2395-1 ｢秩父鉄道長瀞駅」下車、タクシー10分

剣道

８月２２日(土)・２３日(日) 長瀞町

山岳

熊谷市 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 熊谷市上川上300
「JR熊谷駅」国際バス「葛和田行き」で「赤城神
社前」下車、徒歩５分

バドミントン

弓道

21 ライフル射撃

23
ラグビー
フットボール

８月２２日(土)～２４日（月）

ソフトテニス

卓球

14 ８月２２日（土）

馬術

フェンシング

柔道

18 ソフトボール

軟式野球

「JR熊谷駅」国際バス「犬塚行き」で「陸上競技
場入り口」下車、徒歩７分

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

熊谷市上川上300

８月２１日(金)～２３日(日）
少年女子：22日は北本会場で実施

熊谷市 熊谷スポーツ文化公園体育館 熊谷市上川上300
「JR熊谷駅」国際バス「犬塚行き」で「陸上競技
場入り口」下車、徒歩７分

バレーボール

8 体操 熊谷市 熊谷スポーツ文化公園体育館

2

ボクシング

第70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
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1 水泳

サッカー

女子

テニス

ボート

5 ホッケー ８月２１日(金)～２３日(日) 飯能市


