
8/20
(金)

8/21
(土)

8/22
(日)

8/23
(月)

水球

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ
ｽｲﾐﾝｸﾞ

成年男子

女子

少年男子 美作市

3 テニス 成年男女 岡山市

4 ボート 全種別 岡山市

5 ホッケー→中止 全種別 赤磐市

6 ボクシング→中止 全種別 玉野市

7 バレーボール→中止 全種別 岡山市

競技

新体操

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

9 バスケットボール→中止 全種別 △ ○ ○ 岡山市

10 ウエイトリフティング 成年男子 △ ○ 倉敷市

11 ハンドボール→中止 全種別 岡山市

12 ソフトテニス
成年男女
少年女子

△○ ○ □ 備前市

13 卓球
成年男女
少年女子

笠岡市

14 軟式野球 成年男子 △ ○ ○ □ 倉敷市

15 馬術 全種別 真庭市

16 フェンシング
成年女子
少年男女

△ ○ ○ 倉敷市

17 柔道→中止
成年男子
少年男子

△ ○ 岡山市

18 ソフトボール 全種別 △ ○ ○ □ 新見市

19 バドミントン→中止
成年男女
少年女子

津山市

20 弓道 全種別 △ ○ ○ 倉敷市

BR・BP △○

AR・AP・SB △ ○

22 剣道
成年女子
少年男女

△ ○ 岡山市

成年男子
女子

少年男子

24 スポーツクライミング
成年女子
少年男女

倉敷市

ｽﾗﾛｰﾑ
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

岡山市

スプリント 岡山市

26 アーチェリー 全種別 備前市

27 空手道 全種別 岡山市

28 なぎなた 少年女子 真庭市

29 ボウリング 全種別 倉敷市

30 ゴルフ 少年男子 岡山市

冬季 31 アイスホッケー 全種別 倉敷市

△監督会議　　○試合実施日　　□予備日

7/16(金)△・7/17(土)○

7/17(土)△・ 7/18(日)○

7/17(土)△・7/18(日)○

7/17(土)△○・7/18(日)○

7/2(金)△・7/3(土)○・7/4(日)○

7/31(土)△○・8/1(日)○

8/27(金)△・8/28(土)○・8/29(日)○

7/29(木)△・7/30(金)○・7/31(土)○・8/1(日)○

開催期間（中心日：8/20～23）

7/9(金)△○・7/10(土)○・7/11(日)○

8/28(土)△○・8/29(日)○

8/26(木)△・8/27(金)○・8/28(土)○・8/29(日)○

8/26(木)△・8/27(金)○・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

8/6(金)△・8/7(土)○・8/8(日)○・8/9(月)○

8/13(金)△・8/14(土)○・8/15(日)○・8/16(月)○

5/14(金)△・5/15(土)○

8/7(土)△・8/8(日)○

8/26(木)△○・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

8/26(木)△・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

　　8/27(金)△・8/28(土)○・8/29(日)○

12/11(土)△○・12/12(日)○

6/22(火)△・6/23(水)○・6/24(木)○

7/9(金)△○・7/10(土)○・7/11(日)○

7/17(土)△・7/18(日)○

7/24(土)△・7/25(日)○

7/17(土)△・7/18(日)○・予備日7/25（日）

倉敷市

23

ライフル射撃 岡山市

岡山市体　操8

25 カヌー

ラグビーフットボール
→中止

第７６回国民体育大会（第７７回冬季大会）中国ブロック大会日程及び会場一覧

季
別

№ 競　　技　　名 会　　　　場開催市

美作市

岡山県総合グラウンドテニスコート

倉敷運動公園ウエイトリフティング場

岡山市総合文化体育館

本
　
　
大
　
　
会

1 水　泳

2

21

サッカー

倉敷市児島地区公園水泳場

倉敷市屋内水泳センター

ジップアリーナ岡山サブアリーナ

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

岡山市総合文化体育館

美作ラグビー・サッカー場

玉野スポーツセンター小体育館

熊山運動公園多目的広場

百間川ボートコース

ヘルスピア倉敷アイスアリーナ

後楽ゴルフ倶楽部

アミパラボウル

白梅総合体育館

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

日生運動公園スポーツ広場

岡山県備前市総合公園テニスセンター

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

蒜山ホースパーク

吉井川　瀬戸特設カヌー競技場

旭川　建部特設カヌー競技場

rocks CLIMBING GYM

美作ラグビー・サッカー場

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

岡山県御津ライフル射撃場

岡山県立高松農業高等学校

7/9(金)△・7/10(土)○・7/11(日)○

岡山市
岡山県総合グラウンド
陸上競技場（シティライトスタジアム）
補助陸上競技場

倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム

笠岡総合体育館

倉敷市営弓道場

新見市憩いとふれあいの公園野球場・多目的広場
新見市民運動公園総合グラウンド

岡山武道館

岡山県津山総合体育館

水島緑地福田公園体育館

https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/1.waterpolo.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/1.artistic.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/1.artistic.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/2.soccer-m.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/2.soccer-w.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/2.soccer-b.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/3.tennis.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/4.rowing.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/286c33d2b56d47c1fecc18d5b6e99c2f.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/d09ee8661777e6bcc9d172a9fdd4872d.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/868da60940c9edf758cce686fe1791e5.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/10.weightlifting-1d-2.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/12.softtennis.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/12.softtennis.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/13.tabletennis.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/13.tabletennis.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/14.rubberballbaseball.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/15.equestrian.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/16.fencing.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/16.fencing.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/18.softball.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/20.kyudo_.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/21.shooting-1.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/21.shooting-2.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/22.kendo_.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/22.kendo_.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/24.climbing.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/24.climbing.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/25-canoe-sw.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/25-canoe-sw.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/25-canoe-sp.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/26.archery.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/27.karatedo.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/28.naginata.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/29.bowling.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/30-golf.pdf
https://hiroken-spokyo.jp/struct/wp-content/uploads/31.icehockey.pdf


水球（少年男子）

サッカー（女子）

サッカー（少年男子）

テニス（成年男子）

テニス（成年女子）

第76回国民体育大会中国ブロック大会　大会の様子



卓球（成年男子）

卓球（成年女子）

卓球（少年女子）

馬術（成年男子） 馬術（成年女子）

馬術（少年男子）

ソフトボール（少年男子）



ソフトボール（少年女子）

アーチェリー

アイスホッケー


