
１　趣旨

２　練習会場の変更 ：変更箇所

変更前 変更後

栃木県立栃木商業高等学校第１体育館 栃木県立栃木商業高等学校第２体育館

栃木県立栃木女子高等学校体育館 栃木県立栃木女子高等学校体育館

栃木市大平体育館 栃木市大平体育館

栃木市大平南体育館 栃木市大平南体育館

栃木市都賀体育センター

栃木市木コミュニティーセンター

佐野市運動公園市民体育館 佐野市運動公園市民体育館

佐野市立あそ野学園義務教育学校体育館 佐野市立あそ野学園義務教育学校体育館

佐野日本大学高等学校・中等教育学校講
堂兼総合体育館（プラザ40）

佐野日本大学短期大学体育館

佐野市田沼グリーンスポーツセンター 佐野市田沼グリーンスポーツセンター

佐野市運動公園野球場 佐野市運動公園野球場

旗川石塚緑地 削除

（仮設）佐野市運動公園運動広場 （仮設）佐野市運動公園運動広場

佐野市運動公園多目的球技場 佐野市運動公園多目的球技場

秋山川堀米緑地 削除

佐野市中運動公園 佐野市中運動公園

学校法人國學院大學栃木学園第二体育館

いちご一会とちぎ国体 練習会場の変更

（変更理由）
　練習会場の使用計画を検討した結果、種別区分をなくして会場を使用すること
で、練習会場は５会場で充足できることが確認できたため、河川緑地の２会場は使
用しないこととした。

佐野市

会場地
市町村

競技名
練習会場名

なぎなた
（変更理由）
　関東ホーチキにしかた体育館（栃木市西方総合文化体育館）へ競技会場が変更さ
れることに伴い、選手の利便性、競技運営を考慮し、近隣施設に変更することとし
た。

バレー

ボール （変更理由）
　競技会場からの距離や施設の機能面において、より利便性が高く練習に適した環
境を確保できるため、練習会場を変更することとした。

　いちご一会とちぎ国体練習会場について、会場地市町村からの申請を受け、下記のとおり変更
するもの。

栃木市

（変更理由）
　栃木商業高等学校第１体育館の床板に剥離している箇所があり、選手の安全面を
考慮し、同校第２体育館へ変更することとした。

ハンド
ボール

ラグビー
フットボール

佐野市葛生農業者トレーニングセンター
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変更前 変更後

会場地
市町村

競技名
練習会場名

小山市立体育館トレーニング場 小山市立体育館駐車場敷

下野市大松山運動公園多目的グラウンド 削除

別処山運動公園 別処山運動公園

野木町体育センター 野木町体育センター

野木町立野木第二中学校体育館 野木町立野木第二中学校体育館

野木町立野木中学校旧体育館 削除

３　今後のスケジュール

令和３(2021)年２月　　　会場地市町村へ変更通知を送付

小山市
ウエイト

リフティング

（変更理由）
　小山市立体育館トレーニング場の床面構造が、バーベル等の落下への耐久力が不
足していることが判明、競技会場に隣接する駐車場へ仮設で練習会場を設営するこ
ととした。

野木町
ハンド
ボール （変更理由）

　練習会場の使用計画を検討した結果、練習会場は２会場で充足できることが確認
できたため、野木町立野木中学校旧体育館は使用しないこととした。

下野市 サッカー
（変更理由）
　練習会場の使用計画を検討した結果、練習会場は１会場で充足できることが確認
できたため、大松山運動公園多目的グラウンドは使用しないこととした。



　いちご一会とちぎ国体 練習会場【競技別】

種別
会場地
市町村

競技会場名 練習会場予定施設
使用期間

(設営・撤去含)

管
理
者

備考

【競技会場と同じ】 10月2日～10月14日 県

栃木県総合運動公園第２陸上競技場 10月2日～10月14日 県

栃木県総合運動公園投てき場 10月2日～10月14日 県

【競技会場と同じ】 9月15日～9月20日 県

栃木県総合運動公園屋内水泳場（25m） 9月15日～9月20日 県

飛込 全種別 【競技会場と同じ】 9月11日～9月15日 県

ＡＳ 少年女子 【競技会場と同じ】 9月9日～9月12日 県

栃木県立小山城南高等学校プール 9月9日～9月12日 県

栃木県立宇都宮東高等学校プール 9月9日～9月12日 県 市外施設

OWS 男子・女子 市貝町 塩田調整池特設ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技場 【競技会場と同じ】 9月8日～9月10日 他

栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド 9月28日～10月6日 県

宇都宮市河内総合運動公園多目的運動広場 9月28日～10月4日 市

さくら市鬼怒川運動公園 9月29日～10月3日 市

SAKURAグリーンフィールド 9月29日～10月3日 市

真岡市総合運動公園陸上競技場

真岡市総合運動公園運動広場１

下野市 下野市大松山運動公園陸上競技場 別処山運動公園 9月29日～10月6日 市

益子町 益子町南運動公園陸上競技場 真岡市きぬわいわい広場 9月30日～10月6日 市 町外施設

矢板中央高等学校東泉グラウンド 10月1日～10月5日 他

とちぎフットボールセンター 10月1日～10月5日 他

那須塩原市 那須塩原市青木サッカー場グラウンドＢ 那須塩原市青木サッカー場 10月1日～10月4日 市

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

5 全種別 栃木市 谷中湖特設ボートコース 【競技会場と同じ】 9月17日～10月15日 他

今市青少年スポーツセンターサッカー場 9月30日～10月8日 他

今市青少年スポーツセンター陸上競技場 9月30日～10月8日 他

成年男子

成年女子

少年男子

栃木県立宇都宮清陵高等学校東体育館 10月5日～10月11日 県

作新学院大学第一体育館 10月5日～10月11日 他

栃木県農業大学校体育館 10月5日～10月11日 県

宇都宮市青少年活動センター（トライ東）体育館 10月5日～10月11日 市

国立大学法人宇都宮大学陽東キャンパス体育館 10月5日～10月11日 他

栃木県立県央産業技術専門校体育館 10月5日～10月11日 県

佐野市運動公園市民体育館 10月6日～10月11日 市

佐野市立あそ野学園義務教育学校体育館 10月6日～10月11日 市

佐野日本大学高等学校・中等教育学校講堂兼総
合体育館（ﾌﾟﾗｻﾞ40）

10月6日～10月11日

佐野日本大学短期大学体育館 10月6日～10月11日 市

栃木県立鹿沼高等学校東体育館 10月5日～10月11日 県

栃木県立鹿沼商工高等学校第２体育館 10月5日～10月11日 県

少年男子

少年女子

栃木県総合運動公園サブアリーナ 9月6日～9月14日 県

宇都宮市体育館 9月6日～9月14日 市 メイン（男子）、サブ（女子）

小山市立体育館 9月14日～9月20日 市

栃木県立県南体育館（サブ） 9月15日～9月20日 県

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 男子･女子 茂木町 茂木町民体育館 【競技会場と同じ】 10月1日～10月10日 町

栃木県立宇都宮白楊高等学校第２体育館 9月28日～10月3日 県

宇都宮市雀宮体育館 9月28日～10月3日 市

宇都宮市立陽南中学校体育館 9月28日～10月3日 市

宇都宮市立雀宮中学校体育館 9月28日～10月3日 市

栃木県立宇都宮中央女子高等学校第１体育館 9月28日～10月3日 県

栃木県立宇都宮北高等学校体育館 9月28日～10月3日 県

栃木県立宇都宮東高等学校体育館 9月28日～10月3日 県

宇都宮市立清原中学校体育館 9月28日～10月3日 市

足利市民体育館補助競技場 9月27日～10月7日 市

足利市立青葉小学校体育館 9月27日～10月7日 市

足利市民武道館 9月27日～10月7日 市

12 全種別 千葉市 千葉市稲毛ヨットハーバー 【競技会場と同じ】 9月30日～10月1日 市 県外開催

成年男子

少年男子

女子

栃木県立栃木商業高等学校第２体育館 10月3日～10月8日 県

栃木県立栃木女子高等学校体育館 10月3日～10月8日 県

栃木市大平体育館 10月3日～10月8日 市

栃木市大平南体育館 10月3日～10月8日 市

下野市立石橋中学校体育館 10月4日～10月10日 市

下野市立石橋小学校体育館 10月4日～10月10日 市

下野市立古山小学校体育館 10月4日～10月10日 市

栃木県立石橋高等学校体育館 10月4日～10月10日 県

野木町体育センター 10月4日～10月8日 町

野木町立野木第二中学校体育館 10月4日～10月8日 町

成年男子

少年男子

ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 女子 那須町 那須町特設ロードレースコース 練習会場なし － －

【競技会場と同じ】 10月4日～10月10日 市

那須塩原市三島体育センターテニスコート 10月4日～10月10日 市

那須野が原公園テニスコート 10月4日～10月10日 県

栃木県立鹿沼南高等学校体育館 9月28日～10月6日 県

鹿沼市立石川小学校体育館 9月28日～10月6日 市

鹿沼市立津田小学校体育館 9月28日～10月6日 市

鹿沼市立北犬飼中学校体育館 9月28日～10月6日 市

17 卓球 全種別 鹿沼市 TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館)

16 ソフトテニス 全種別 那須塩原市
石川スポーツグラウンドくろいそテニスコート
（那須塩原市くろいそ運動場テニスコート）

【競技会場と同じ】 9月29日～10月10日 市

下野市 下野市石橋体育センター

野木町 野木町立野木中学校体育館

15 自転車
ﾄﾗｯｸ･ﾚｰｽ 宇都宮市 宇都宮競輪場

10月4日～10月11日ウエイトリフティング 小山市 小山市立体育館 小山市立体育館駐車場敷 市 器具庫にアップ場１０面

14 ハンドボール 全種別

栃木市

マルワ･アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）
学校法人國學院大學栃木学園第二体育館
日立栃木体育館

13

11 レスリング
成年男子
少年男子

女子
足利市 足利市民体育館

セーリング

新体操 少年女子 小山市 栃木県立県南体育館

10 バスケットボール 全種別 宇都宮市
栃木県総合運動公園メインアリーナ
宇都宮市体育館
栃木県立宇都宮工業高等学校体育館

市

9 体操

体操競技 全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園メインアリーナ

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 足利市 足利市特設ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ会場 【競技会場と同じ】 9月5日～9月15日

宇都宮市清原体育館
宇都宮市体育館

少年女子

成年男子 佐野市 佐野市アリーナたぬま

成年女子 鹿沼市 TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館)

10月3日～10月12日 市

8 バレーボール

６人制

少年男子

宇都宮市

7 ボクシング 日光市 日光市大沢体育館 日光市大沢地区センター駐車場敷

ボート

6 ホッケー 全種別 日光市
今市青少年ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ人工芝競技場
日光市ホッケー場

4 テニス

宮原運動公園庭球場 9月30日～10月4日 市

市

他

矢板市
矢板運動公園陸上競技場
矢板運動公園サッカー場

真岡市鬼怒自然公園多目的芝生広場 9月30日～10月8日

宇都宮市
栃木県総合運動公園テニスコート
宇都宮市屋板運動場庭球場

帝京大学宇都宮キャンパス　庭球場 9月29日～10月4日

3 サッカー

成年男子

宇都宮市
栃木県グリーンスタジアム
宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場

さくら市 さくら市総合公園さくらスタジアム

少年男子

真岡市

少年女子

2 水泳

競泳 全種別

宇都宮市 栃木県総合運動公園屋内水泳場

水球
少年男子

女子
小山市 栃木県立温水プール館

競技名（種目）

○正式競技

1 陸上競技 全種別 宇都宮市
カンセキスタジアムとちぎ
（栃木県総合運動公園陸上競技場）



種別
会場地
市町村

競技会場名 練習会場予定施設
使用期間

(設営・撤去含)

管
理
者

備考競技名（種目）

駒生運動公園野球場 10月4日～10月7日 市

清原南公園野球場 10月6日～10月10日 市

栃木県総合運動公園Ｃ球場 10月6日～10月10日 県

日光市 日光市日光運動公園野球場 日光市日光運動公園スポーツ広場 10月5日～10月7日 市

小山市 小山運動公園野球場 小山運動公園野球場A･B球場 10月5日～10月8日 市

矢板市 矢板運動公園野球場 矢板運動公園多目的グラウンド 10月5日～10月7日 市

益子町 益子町北公園野球場 益子町北公園多目的広場 10月5日～10月9日 町

成年男子

少年男子

成年男子

成年女子

少年

日産体育館 10月1日～10月5日 他

上三川町立上三川中学校体育館 10月1日～10月5日 町

上三川町立上三川小学校体育館 10月1日～10月5日 町

栃木県立宇都宮高等学校武道場 10月5日～10月10日 県

栃木県立宇都宮南高等学校武道場 10月5日～10月10日 県

栃木県総合運動公園武道館第二道場 10月5日～10月11日 県

川西運動場多目的運動場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

寒井運動場多目的運動場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

大田原市立黒羽中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：屋内運動場

栃木県立黒羽高等学校校庭 10月5日～10月10日 県 雨天時：第２体育館

上石上公園野球場 10月5日～10月10日 市

下石上公園ソフトボール場 10月5日～10月10日 市

大田原市立野崎中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：屋内運動場

栃木県立大田原高等学校校庭 10月5日～10月10日 県 雨天時：第１体育館

大田原市立石上小学校屋内運動場 10月6日～10月10日 市 雨天時練習場

佐久山運動場多目的運動場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

大田原市立金田南中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

大田原市立湯津上中学校校庭 10月5日～10月10日 市 雨天時：屋内運動場

ふれあいの丘多目的広場 10月5日～10月10日 市 雨天時：体育館

足利市渡良瀬運動場（A～F面） 10月5日～10月10日 市

毛野体育館 10月5日～10月10日 市 雨天時用

三重体育館 10月5日～10月10日 市 雨天時用

足利市民体育館 10月6日～10月8日 市 雨天時用

大田原体育館 10月5日～10月10日 市

黒羽体育館 10月5日～10月9日 市

大田原西地区公民館体育館 10月6日～10月9日 市

大田原市立大田原小学校屋内運動場 10月5日～10月9日 市

大田原市立西原小学校屋内運動場 10月6日～10月10日 市

大田原市立大田原中学校屋内運動場 10月5日～10月10日 市

大田原市立金田北中学校屋内運動場 10月5日～10月9日 市

栃木県立那須拓陽高等学校第１体育館 10月5日～10月8日 県 市外施設

栃木県立那須清峰高等学校第２体育館 10月5日～10月8日 県 市外施設

近的

遠的

50m、10m 全種別 栃木県ライフル射撃場 【競技会場と同じ】 10月4日～10月9日 県

少年男子

少年女子

25m 成年男子 栃木県警察学校射撃場 【競技会場と同じ】 10月6日～10月9日 県

栃木県立宇都宮高等学校西体育館 9月29日～10月5日 県

栃木県立宇都宮高等学校東体育館 9月29日～10月5日 県

宇都宮市明保野体育館 9月29日～10月5日 市

栃木県総合運動公園武道館第二道場 9月29日～10月5日 県

佐野市田沼グリーンスポーツセンター 9月29日～10月7日 市

成年男子 （仮称）佐野市運動公園運動広場 佐野市運動公園野球場 9月29日～10月7日 市

少年男子 佐野市運動公園陸上競技場 （仮称）佐野市運動公園運動広場 9月29日～10月7日 市

女子 佐野市運動公園多目的球技場 佐野市運動公園多目的球技場 9月29日～10月7日 市

佐野市中運動公園 9月29日～10月7日 市

ﾘｰﾄﾞ 壬生町総合運動場特設会場仮設テント 9月24日～10月５日 町

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ 壬生町総合運動場特設会場仮設テント 9月24日～10月５日 町

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 全種別 栃木市 谷中湖特設カヌー競技場 【競技会場と同じ】 9月17日～10月15日 他

ｽﾗﾛｰﾑ 成年男子

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 成年女子

31 全種別 那須烏山市 那須烏山市緑地運動公園多目的競技場 那須烏山市緑地運動公園野球場 10月5日～10月10日 市

栃木県立県南体育館（サブ、柔・剣道場） 10月1日～10月5日 県

小山市立体育館 9月29日～10月2日 市 ﾒｲﾝ12面、ｻﾌﾞ6面

成年男子 壬生町立壬生小学校体育館 10月5日～10月11日 町

少年男子 壬生町立藤井小学校体育館 10月5日～10月11日 町

成年女子 栃木市都賀体育センター 9月30日～10月4日 市

少年女子 栃木市木コミュニティーセンター 9月30日～10月4日 市

35 全種別 足利市 足利スターレーン 【競技会場と同じ】 10月1日～10月12日 他

成年男子 ホウライカントリー倶楽部 【競技会場と同じ】 10月4日～10月7日 他 競技会場付帯施設利用（20打席）

少年男子 西那須野カントリー倶楽部 【競技会場と同じ】 10月4日～10月7日 他 競技会場付帯施設利用（15打席）

女子 塩原カントリークラブ 【競技会場と同じ】 10月4日～10月7日 他 競技会場付帯施設利用（20打席）

三和住宅にしなすのスポーツプラザ（にしな
すの運動公園）プール

9月30日～10月2日 市

三和住宅にしなすのスポーツプラザ（にしな
すの運動公園）多目的運動場

9月30日～10月2日 市
那須塩原市

ボウリング

戸田調整池周辺特設コース

36 ゴルフ 那須塩原市

37 トライアスロン
成年男子
成年女子

34 なぎなた 栃木市
関東ホーチキにしかた体育館
（栃木市西方総合文化体育館）

32 空手道 全種別 小山市 栃木県立県南体育館

33 銃剣道 壬生町 栃木県立壬生高等学校体育館

10月2日～10月10日 他

アーチェリー

30 カヌー
塩谷町 鬼怒川特設カヌー競技場 【競技会場と同じ】

29 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 全種別 壬生町 壬生町総合運動場特設会場

27 剣道 全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館

28 ラグビーフットボール 佐野市

10月4日～10月9日 県26 ライフル射撃 宇都宮市BR、BP 栃木県総合教育センター体育館 【競技会場と同じ】

9月5日～10月14日 県25 弓道 全種別 宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館 栃木県総合運動公園　仮設練習場

足利市
足利市総合運動場硬式野球場
足利市総合運動場軟式野球場

24 バドミントン 全種別 大田原市 栃木県立県北体育館

23 ソフトボール

成年男子

大田原市

黒羽運動公園多目的運動場

成年女子
美原公園野球場
美原公園第２球場

少年女子 大田原グリーンパーク

少年男子

21 フェンシング 全種別 上三川町 上三川町体育センター

22 柔道
成年男子
少年男子

女子
宇都宮市 栃木県総合運動公園武道館

10月3日～10月10日 他

8月29日～10月21日 県

20 馬術 那須塩原市 地方競馬教養センター 【競技会場と同じ】

19 相撲 大田原市 栃木県立県北体育館 栃木県立県北体育館仮設練習場

18 軟式野球 成年男子

宇都宮市
栃木県総合運動公園硬式野球場
宇都宮清原球場


