
いちご一会広場のご案内
全国各地から来県する選手団・大会関係者や観覧者の皆様を温かくお迎えするため、栃木県ならではの魅力あふれる飲食物・
農産物・特産品や記念グッズ等の販売ブース、協賛企業等のＰＲブースが出店する「いちご一会広場」を開設します。

10月1日（土）～11日（火）
10月29日（土）～31日（月）

栃木県総合運動公園
中央広場

無料

令和4（2022）年

9：00～17：00
※開設時間は日によって異なります。
※10月1日（土）は総合開会式参加者・観覧者のみの限定公開日です。
　10月29日（土）は開会式参加者・観覧者以外の方は時間が限定されています。

10月2日（日） 10月9日（日）

・11：30～ ・13：00～ ・10：30～ ・15：00～

U字工事ライブ 堀優衣ステージ

栃木県の魅力
いっぱいまる！

栃木県ならではの飲食物や特産品・
ご当地グルメの販売ブース

●栃木の農産物
販売ブース

●スポーツ用品
販売ブース

●協賛企業
PRブース

日時 会場

入場料

その他、栃木県にゆかりのあるスポーツ選手によるトーク
ショー、キャラクターによる多彩なステージが盛りだくさん！

ステージイベント

出店（展）内容

※ステージ内容や時間は
  変更となる場合があります。

JMSCA/アフロ

楢﨑 明智

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会
（事務局：栃木県国体・障害者スポーツ大会局内）
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁北別館3階・4階

■いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会公式マガジン第14号　2022年8月発行TEL：028-623-3845 / FAX：028-623-3527

https://www.tochigikokutai2022.jp

2022とちぎ国体

HPも見てね!スマートフォン対応!

音声コード

●国体パートナー（JSPO）

私たちは「いちご一会とちぎ国体」・「いちご一会とちぎ大会」を応援しています!

●大会特別協賛
私たちは「いちご一会とちぎ大会」を応援しています!

私たちは「いちご一会とちぎ国体」を
応援しています!

光陽エンジニアリング 

●オフィシャルスポンサー 私たちは「いちご一会とちぎ国体」・「いちご一会とちぎ大会」を応援しています!

最新情報は
SNSで
チェック!

Twitter

第77回国民体育大会・第22回全国障害者スポーツ大会　広報誌

関東支社

令和4（2022）年10月29日（土） 31日（月）～本  大  会 令和4（2022）年10月1日 11日（火）（土）～／

音声コード
読み上げ装置にて、内容を
音声で聞くことができます。

5.オールとちぎプロジェクトで盛り上げよう!
6.交通規制のお知らせ
7.いちご一会広場のご案内

1.国体・障スポ開・閉会式の見どころ
2.競技を観戦しよう!
3.競技スケジュール
4.「とちぎふるさと電気」

●国体パートナー（TOCHIGI）

いちご一会 通信
Vol.14号公式マガジン

UDN SPORTS

楢﨑 智亜

スポーツクライミング
（成年男子）

スポーツクライミング
（成年男子）

 楢﨑 智亜 & 楢﨑 明智
 兄弟で頂点へ!

スポーツクライミング（成年男子）

注目競技&アスリート

ContentsContents

卓球（成年女子）
安藤 みなみ

バドミントン（少年女子）
遠藤 美羽

ボクシング（少年男子）
シルバ イエシュア

アーチェリー（障スポ）
堀江 麻衣

フットソフトボール（障スポ）
益子 直人

空手道（成年男子）
佐合 尚人

R
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音声コード 音声コード

10月1日（土）から開催（一部競技は9月10日（土）より）されるいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会。
県内25市町（セーリング競技は千葉市で開催）で熱い戦いが繰り広げられます。

一人でも多くの方に観戦していただけるよう、
国体の全正式競技がインターネットで配信されます！

アーカイブ配信もありますので、
気になる競技をぜひチェックしてみてください！

現地での競技観戦については、競技に
よって事前に申込が必要な場合があり
ます。
詳しくは各競技会場地となっている市町の
ホームページ（障スポは県実行委員会の
ホームページ）をご確認ください。

・足利市八木節連合会
・幸福の科学学園中学校・高等学校
チアダンス部GOLDEN GRIFFINS/
UTSUNOMIYA CHEERLEADING 
CLUB ANGELS & CHEERLEADING 
SCHOOL ANGELS
・五家英子とみんなで楽しく踊ろう会
・栃木県太鼓連盟

県内で活躍する団体が出演し、
栃木の魅力を発信

県内の多彩な団体が出演し、
栃木の魅力を発信

・Short Flag Performer ソレイユ 
＆ Dream Treasure Supported by 
きらり 

・エレガントフラ ハラウ オ フジヌマ
・栃木県シルバー大学校アフリカン
ダンスの仲間たち
・Educarealize Group認定こども園
まこと幼稚園・(社福)藹藹会

いちご一会とちぎ大会で躍動した
アスリートの姿を映像で振り返ります。
選手・ボランティアインタビュー
障スポ選手の熱い思いやボランティア
の方 の々活躍などを紹介します。

いちご一会とちぎ国体で躍動した
アスリートの姿を映像で振り返ります。

総合成績の発表、天皇杯、皇后杯の
授与を行うとともに、来年度国体を
開催する鹿児島県へ国体旗を引き
継ぎます。

「国体チャンネル」で
いちご一会とちぎ国体の
全正式競技をインターネットで
ライブ配信！
どこでも観戦できます！

※「国体チャンネル」は公益財団法人日本スポーツ協会と栃木県実行
    委員会が共同運営する事業です。
※競技会の配信対象は全ての決勝戦と予選の一部になります。
※一部アーカイブ配信となります。

※新型コロナウイルスの感染状況によって変更が生じる可能性があります。
　お出かけの前に最新の情報をご確認ください。

「電子版観戦ガイドブック」便利な活用方法
「電子版観戦ガイドブック」を
ご活用ください。

国体・障スポの競技や
会場等が知りたいなぁ？

国体・障スポの競技記録は、
インターネットで見ることができます。

自宅等で観戦!

競技を観戦する方法について

観戦をより楽しみたい、知りたい方には「観戦ガイドブック」がオススメ

現地で観戦!

国体・総合開会式 国体・総合閉会式

国体総合開会式式典演技・障スポ開会式歓迎演技

障スポ・開会式 障スポ・閉会式
令和4（2022）年
10月1日（土）

令和4（2022）年
10月11日（火）

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）

プログラムが盛りだくさん!

両大会の
開閉会式出演

両大会の
開会式出演

両大会の
開会式出演

国体・総合
開会式出演

障スポ・
ファイナルステージ出演

障スポ・
ファイナルステージ出演

選手の健闘をたたえよう! プログラムが盛りだくさん! 選手の健闘をたたえよう!

令和4（2022）年
10月29日（土）

令和4（2022）年
10月31日（月）

● オープニングプログラム ● オープニングプログラム ● オープニングプログラム ● オープニングプログラム

とちぎ国体メモリアル映像

タイトル「人＊むすぶ＊大地　人＊つくる＊未来」　～とちぎとの出会い　いちご一会物語～
石川恋さんをナビゲーターとして、栃木県の魅力である「バランスの取れた豊かさ」を総勢1,350名の創作演技で表現します。

障スポ競技デモンストレーション

県内の多彩な団体が出演し、
栃木の魅力を発信

障スポメモリアル映像

ユニバーサルリレーのデモンスト
レーション、障スポ競技のクイズを
行います。

● エンディングプログラム

● 式典

● 式典

本県ゆかりのシンガーソングライ
ターの河口恭吾さん、川崎鷹也さん
のパフォーマンスで両大会の最後
を飾ります。

来年度障スポを開催する鹿児島県へ
大会旗を引き継ぐとともに、熱戦を見
守った炬火を納火します。

● ファイナルステージ

「国体チャンネル」は
こちら

https://japangamestv.japan-sports.or.jp

「観戦ガイド
ブック」はこちら

国体は
こちら

障スポは
こちら
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どこの会場で
やってるの？

会場近くの
おすすめ
スポットは？

どんな競技が
あるの？

・競技紹介
・競技日程
・競技会場
・市町紹介 他

競技記録をチェックするには

スマートフォンや
パソコンから

どこでも観戦OK!

競技会場から
「観戦ガイドブック」を
見るとさらに便利!

競技を観戦しよう!
国体・障

スポ開・閉会式の見どころ

U字工事
（お笑い芸人）

石川恋
（女優・モデル）

サトウヒロコ
（シンガーソングライター）

森三中 大島美幸
（お笑い芸人）

河口恭吾
（シンガーソングライター）

川崎鷹也
（シンガーソングライター）

会場 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）会場

期日 期日 期日 期日

選手団の入場行進をはじめ、式典を
彩る式典音楽の披露、ブルーインパ
ルスによる祝賀飛行が行われます。
特に本県ゆかりの著名人による炬火の
リレーにより、炬火が炬火台に点火さ
れるシーンは、開会式のハイライトです。

● 式典 ● 式典

選手団の入場行進をはじめ、式典を
彩る式典音楽の披露が行われます。
特に本県ゆかりの著名人による炬
火のリレーにより、炬火が炬火台に
点火されるシーンは、開会式のハイ
ライトです。

障スポ競技のボッチャの魅力を
「とちぎボッチャスターズ」が紹介
します。

サッカーのストラックアウト、
「Tochigi レイカーズ」による車椅子
バスケットボールのデモンストレー
ションを行います。

● エンディングプログラム


