第７０回国民体育大会 競技別リハーサル大会 一覧表（市町村別）
№

競技・種目名

市町村名
陸上競技
水泳

競泳

第65回日本実業団水泳競技大会

水球

平成26年度関西選手権水泳競技大会水球競技

テニス
体操

大会名
第82回近畿陸上競技選手権大会

競技会場名

競技会期

紀三井寺公園陸上競技場

H26年9月6日（土）～7日（日）
H26年8月2日（土）～3（日）

秋葉山公園県民水泳場

H26年6月7日（土）～8日（日）

第38回全日本都市対抗テニス大会

和歌山市立つつじが丘テニスコート

H26年7月25日（金）～27日（日）

競技

2014西日本ジュニア体操競技選手権大会

和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ

Ｈ26年7月23日（水）～26日（土）

新体操

実施しない

バスケットボール

第52回男子・第44回女子全日本教員バスケットボール選手権大会

和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ、武道・体育センター和歌山ビッグ
H26年8月11日（月）～14（木）
ウエーブ

セーリング

紀の国わかやま国体セーリング競技リハーサル大会
高松宮妃記念杯第６０回全日本実業団ヨット選手権大会
第１６回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会
２０１４年全日本セーリング選手権大会

和歌山ｾｰﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ウエイトリフティング

内閣総理大臣杯第51回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会・ﾚﾃﾞｨｰｽ
片男波公園健康館
ｶｯﾌﾟ第6回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会

ハンドボール

第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

和歌山県立体育館、和歌山市立河南総合体育館、
県立和歌山工業高等学校

H26年8月9日（土）～12日（火）
H26年8月25日（月）～26日（火）

H26年9月13日（土）～15日（月）

1 和歌山市

自転車

トラック

H26年11月20日（木）～24日（月）

第49回全国都道府県対抗自転車競技大会

和歌山競輪場

相撲

第53回全国教職員相撲選手権大会

県営相撲競技場

H26年8月24日（日）

フェンシング

第67回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）

武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ

H26年11月28日（金）～30日（日）

柔道

第39回全国教員柔道大会

武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ

H26年8月10日（日）

ライフル射撃

ＣＰ

平成26年度全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会兼紀の国わかやま
国体ライフル射撃（ＣＰ）競技リハーサル大会

和歌山県警察学校訓練場

H26年9月5日（金）～6日（土）

高等学校野球

硬式

秋季近畿地区高等学校野球大会県二次予選

紀三井寺公園野球場

H26年10月4日（土）～5（日）

バスケットボール

第52回男子・第44回女子全日本教員バスケットボール選手権大会

海南市総合体育館

H26年8月11日（月）～14（木）

ライフル射撃

全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会兼紀の国わかやま国体ライフル射 和歌山県ライフル射撃場
撃競技リハーサル大会
県立貴志川高等学校体育館

H26年10月3日（金）～5日（日）

銃剣道

紀の国わかやま国体銃剣道競技リハーサル大会

海南市総合体育館

H26年9月14日（日）

サッカー

第50回全国社会人サッカー選手権大会

橋本市運動公園多目的グラウンド

バレーボール

平成26年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会近畿ブロックラウ
県立橋本体育館
ンド

H26年9月27日（土）～28日（日）

ソフトボール

第66回全日本総合女子ソフトボール選手権大会

南馬場緑地広場

H26年9月13日（土）～15日（月）

軟式野球

第36回西日本軟式野球大会(１部）

マツゲン有田球場

H26年5月17日（土）～19日（月）

バレーボール

平成26年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会近畿ブロックラウ
御坊市立体育館、県立日高高等学校体育館
ンド

H26年9月27日（土）～28日（日）

軟式野球

第36回西日本軟式野球大会(１部）

H26年5月17日（土）～19日（月）

サッカー

第50回全国社会人サッカー選手権大会

ボクシング

第84回全日本ｱﾏﾁｭｱﾎﾞｸｼﾝｸﾞ選手権大会

軟式野球

第36回西日本軟式野球大会(１部）

弓道

第61回全日本勤労者弓道選手権大会

田辺市立弓道場

H26年6月7日（土）～8日（日）

サッカー

第50回全国社会人サッカー選手権大会

やたがらすサッカー場

H26年9月27日（土）～10月1日（水）

平成26年度秋季近畿地区高等学校軟式野球大会兼紀の国わかやま国体高
等学校野球（軟式）競技リハーサル大会

くろしおスタジアム

H26年11月6日（木）～9日（日）

サッカー

第50回全国社会人サッカー選手権大会

桃源郷運動公園陸上競技場

H26年9月27日（土）～10月1日（水）

ハンドボール

第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

貴志川体育館

H26年8月9日（土）～12日（火）

ソフトボール

第66回全日本総合女子ソフトボール選手権大会

紀の川市粉河運動場
紀の川市貴志川スポーツ公園

H26年9月13日（土）～15日（月）

ハンドボール

第19回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

岩出市立体育館

H26年8月9日（土）～12日（火）

バドミントン

バドミントン日本リーグ2014 2部リーグ いわで大会

岩出市立市民総合体育館

H26年11月22日（土）～24日（月）

ボウリング

内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪第43回全国都道府県対抗ボウリング
選手権大会

紀の川ボウル

H26年11月6日（木）～9日（日）

10 紀美野町

ホッケー

2014年度 全日本社会人ホッケー選手権大会

紀美野町スポーツ公園多目的人工芝グラウンド

H26年7月19日（土）～23日（水）

11 かつらぎ町

ゴルフ

実施しない

12 九度山町

なぎなた

第55回都道府県対抗なぎなた大会

九度山文化ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

H26年5月24日（土）～25日（日）

13 湯浅町

軟式野球

第36回西日本軟式野球大会(１部）

なぎの里球場

H26年5月17日（土）～19日（月）

14 日高町

ホッケー

2014年度 全日本社会人ホッケー選手権大会

マツゲンスポーツグラウンド

H26年7月19日（土）～23日（水）

ゴルフ

実施しない

2 海南市

3 橋本市

4 有田市
5 御坊市

6 田辺市

ＣＰ除く

7 新宮市
高等学校野球

8 紀の川市

9 岩出市

15 印南町

自転車

軟式

ロード

軟式野球
16 みなべ町

17 日高川町

18 白浜町

20 那智勝浦町

H26年9月27日（土）～10月1日（水）
田辺スポーツパーク体育館

H26年11月20日（木）～23日（日）
H26年5月17日（土）～19日（月）

印南町黒潮フルーツライン特設ロードコース

H26年8月24日（日）
H26年5月17日（土）～19日（月）

山岳

ﾘｰﾄﾞ
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

カヌー

第17回黒潮カップカヌースプリント選手権大会兼平成２６年度和歌山県高等学
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ
日高川町美山漕艇場
校新人大会

第２９回リード・ジャパンカップ和歌山大会

県立南部高等学校
みなべ町立南部小学校体育館特設会場

H27年6月6日（土）～7日（日）
H26年11月1日（土）～2日（日）

アーチェリー

第53回近畿高等学校アーチェリー選手権大会

南山スポーツ公園陸上競技場

H26年7月20日（日）～21日（月）

ソフトテニス

第59回男子・第58回女子全日本実業団ソフトテニス選手権大会

白浜町ﾃﾆｽｺｰﾄ

H26年7月26日（土）～27日（日）

卓球

平成26年度全日本卓球選手権大会（団体の部）

白浜町立総合体育館、白浜会館

H26年11月1日（土）～3日（月）

空手道

第51回和歌山県空手道選手権大会

白浜町立総合体育館

H26年5月18日（日）

第50回全国社会人サッカー選手権大会

上富田スポーツセンター球技場
上富田スポーツセンター多目的グラウンドＢコート

H26年9月27日（土）～10月1日（水）

軟式野球

第36回西日本軟式野球大会(１部）

上富田スポーツセンター野球場

H26年5月17日（土）～19日（月）

ラグビーフットボール

実施しない
那智勝浦町体育文化会館

H27年6月19日（金）～21日（日）

レスリング

平成27年度第51回近畿高等学校レスリング選手権大会

剣道

実施しない
第38回関西カヌースラローム大会兼第42回関西カヌーワイルドウォーター選手
権大会兼2015紀の国わかやま国体カヌー（スラローム・ワイルドウォーター）競 北山川特設カヌー競技場
技リハーサル大会

H26年5月18日（日）

サッカー

第50回全国社会人サッカー選手権大会

サン・ナンタンランド多目的グラウンド

H26年9月27日（土）～10月1日（水）

ラグビーフットボール

実施しない
サン・ナンタンランド野球場

H26年11月6日（木）～9日（日）

21 北山村

カヌー

22 串本町

ｶﾇｰｽﾗﾛｰ
ﾑ、ﾜｲﾙド
ｳｫｰﾀｰ

高等学校野球

軟式

平成26年度秋季近畿地区高等学校軟式野球大会兼紀の国わかやま国体高
等学校野球（軟式）競技リハーサル大会

水泳

飛込

実施しない

水泳

シンクロ

第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会シンクロナイズド
大阪府立門真スポーツセンター（なみはやドーム）
スイミング競技 近畿ブロック予選会

23 大阪府門真市

24 滋賀県大津市 ボート

実施しない

25 兵庫県三木市 馬術

紀の国わかやま国体馬術競技リハーサル大会

26

御坊総合運動公園御坊市民野球場

第36回西日本軟式野球大会(１部）

サッカー
19 上富田町

第49回全国都道府県対抗自転車競技大会

H26年9月27日（土）～10月1日（水）

神奈川県伊勢
クレー射撃
原市

三木ホースランドパーク

平成27年度春季本部公式大会兼紀の国わかやま国体クレー射撃競技リハー
神奈川県立伊勢原射撃場
サル大会

H26年7月12日（土）

H27年5月30日（土）～31日（日）
H27年5月9日（土）～10日（日）
※競技会期は、実際に競技を開催する期日です。

