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山形県会場地マップ
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陸上競技

【ＮＤソフトスタジアム山形
　（山形県総合運動公園内）】　
天童市山王１番１号
TEL 023-655-5900

－会場への交通－
・ＪＲ奥羽本線「天童駅」東口
　＜タクシー＞約1,500円（約10分）
　＜徒歩＞約50分
（注）タクシーの台数が多くないため、天童
　　　南駅のご利用をおすすめします。

・ＪＲ奥羽本線「天童南駅」
　＜徒歩＞約15分

・山形自動車道 山形北ICから国道13号線経
　由で約5.5㎞（10分）

開  始  式
7月29日（土）8:30～8:50
NDソフトスタジアム山形（山形県総合運動公園内）

表  彰  式
8月2日（水）17:30～18:00
NDソフトスタジアム山形（山形県総合運動公園内）

陸上競技
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＜男子の部＞
種　　目 第1日目　7／29(土)　 第2日目　7／30(日) 第3日目　7／31(月） 第4日目　8／1(火) 第5日目　8／2(水)

100ｍ
　予選　10：45　（8-2+8）
　準決　14：45　（3-2+2）
　決勝　16：20

200ｍ
　予選　10：45　（8-2+8）
　準決　13：10　（3-2+2）
　決勝　14：45

400ｍ
　予選　11：10　(8-2+8)
　準決　13：55  （3-2+2）
　決勝　16：10

800ｍ 　予選　12：45　（8-2+8）
　準決　15：35　（3-2+2） 　決勝　13：50

1500ｍ 　予選　15：10　（4-3+4） 　決勝　15：50

5000ｍ 　予選　18：00　（3-5+3） 　決勝　19：10

110ｍH
　予選　10：55　（8-2+8）
　準決　13：30　（3-2+2）
　決勝　15：30

400ｍH 　予選　13：25　（8-2+8） 　準決　11：10　（3-2+2）
　決勝　14：50

3000ｍSC 　予選　11：40　（4-3+4） 　決勝　14：00

5000ｍW 　予選　17：00　（2-6+4） 　決勝　17：20

4×100ｍR 　予選　17：45　（8-2+8） 　準決　18：30　（3-2+2） 　決勝　16：20

4×400ｍR 　予選　17：05　（8-2+8） 　準決　12：25　（3-2+2）
　決勝　16：45

走　高　跳 　予選　10：00　（1・2）
　決勝　14：40

棒　高　跳 　予選　15：00　（1・2） 　決勝　13：30

走　幅　跳 　予選　10：00　（1・2）
　決勝　14：15

三　段　跳 　予選　10：00　（1・2）
　決勝　14：40

砲　丸　投    予選   10：00（1）12：15（2）
　決勝　16：30

円　盤　投    予選   10：00（1）12：25（2）

　決勝　 15：15

ハンマー投    予選   10：00（1）12：40（2）
　決勝   19：10

や　り　投    予選   10：00（1）12：30（2）
　決勝  17：15

八種競技
　100ｍ　10：00　（5）
　走幅跳　 11：20　（1・2）
　砲丸投　 14：00　（1）
　400ｍ　16：20　（5）

  １１０ｍH　 11：40　（5）
　やり投　     14：40　（1）
　走高跳　     16：30　（1・2）
　１５００ｍ  19：40　（3）

＜女子の部＞
種　　目 第１日目　7／29(土)　 第2日目　7／30(日) 第3日目　7／31(月） 第4日目　8／1(火) 第5日目　8／2(水)

100ｍ
　予選　10：00　（8-2+8）
　準決　14：30　（3-2+2）
　決勝　16：10

200ｍ
　予選   10：00　（8-2+8）
　準決　12：50　（3-2+2）
　決勝　14：35

400ｍ
　予選　10：25　（8-2+8）
　準決　13：35　（3-2+2）
　決勝　16：00

800ｍ 　予選　11：40　（8-2+8）
　準決　15：10　（3-2+2） 　決勝　13：35

1500ｍ 　予選　14：30　（4-3+4） 　決勝　15：35

3000ｍ 　予選　14：55　（3-5+3） 　決勝　16：05

100ｍH
　予選　10：00　（8-2+8）
　準決　13：00　（3-2+2）
　決勝　15：10

400ｍH 　予選　12：25　（8-2+8） 　準決　10：45　（3-2+2）
　決勝　14：40

5000ｍW 　予選　12：05　（2-6+4） 　決勝　19：00

4×100ｍR 　予選　16：55　（8-2+8） 　準決　18：10　（3-2+2） 　決勝　16：05

4×400ｍR 　予選　15：45　（8-2+8） 　準決　11：55　（3-2+2）
　決勝　16：35

走　高　跳 　予選　10：00　（1・2）
　決勝　14：00

棒　高　跳 　予選　15：00　（1・2） 　決勝　14：00

走　幅　跳 　予選　11：00　（1・2）
　決勝　16：50

三　段　跳 　予選　10：15　（1・2）
　決勝　14：30

砲　丸　投    予選   10：15（1）12：30（2）
　決勝　16：00

円　盤　投    予選   10：00（1）12：15（2）
   決勝　16：00

ハンマー投 　決勝　16：00

や　り　投    予選   10：15（1）12：35（2）
　決勝　17：15

七種競技
　１００ｍH   10：00 （5）
　走高跳 　    11：40 （1・2）
　砲丸投 　    14：30   (1)
　２００ｍ　   16：50 （5）

　走幅跳　 10：00　（1・2）
　やり投　 14：40　（1）　
　８００ｍ 18：25　（5）

陸上競技陸上競技
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【酒田市国体記念体育館】　
酒田市飯森山二丁目296-1
TEL 0234－31－5231

－会場への交通－
・JR酒田駅下車　約4.0㎞　車で約10分
　＜バス＞
　　酒田市福祉乗合バス「るんるんバス」
　「酒田駅大学線」
　「大学前」下車　　100円（20分）
　＜タクシー＞　約2,000円（10分）

・山形自動車道
　酒田ICから国道７号線経由約5.0㎞
　（10分）

開  会  式
８月１日（火）17:30～
酒田市国体記念体育館

閉  会  式
8月４日（金）競技終了後
酒田市国体記念体育館

競技日程    

期日 8月2日（水） 8月3日（木） 8月4日（金）

男子
予選演技

9:00～18:30
（1班～4班）

予選演技
9:00～18:20
（5班～8班）

決勝演技
9:00～16:05
（1班～3班）

女子
予選演技

9:00～18:40
（1班～6班）

予選演技
9:00～18:40
（7班～12班）

決勝演技
9:00～16:23
（1班～5班）

体体操（体操競技）
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【山形市総合スポーツセンター
　　　　　　　　第一体育館】　
山形市落合町１番地
TEL 023-625-2288

－会場への交通－
＜鉄道＞ＪＲ「山形駅」
　【奥羽本線】新庄・横手方面
　【仙山線】　山寺・仙台方面
　「羽前千歳駅（７分/190円）」下車　
　山形市総合スポーツセンターまで徒歩
　約1.1㎞（13分）
＜バス＞　山交バス
　①県立中央病院行き
　　乗場「山形駅前２番」
　　下車「落合口」（約24分／290円）
　②県立中央病院行き
　　乗場「センタービル前」
　　下車「スポーツセンター前」（約15分/
　　310円）」
＜タクシー＞ＪＲ「山形駅」
　山形市総合スポーツセンターまで約15分
　（約1,700円）
＜車＞
・「山形空港」より約25分（17㎞）
・山形自動車道「山形北IC」より約９分
　（3.5㎞）

開  会  式
８月10日（木）17:30～
山形市総合スポーツセンター第一体育館

閉  会  式
8月12日（土）競技終了後
山形市総合スポーツセンター第一体育館

競技日程

期日 時間 内容

８月11日（金） ９：15～ 個人競技

８月12日（土） ９：15～ 団体競技

陸上競技体操（新体操）
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【山形市総合スポーツセンター
　　　　　　　　第一体育館】
山形市落合町１番地
TEL 023-625-2288

－会場への交通－
＜鉄道＞ＪＲ「山形駅」
　【奥羽本線】新庄・横手方面
　【仙山線】　山寺・仙台方面
　「羽前千歳駅（７分/190円）」下車　
　山形市総合スポーツセンターまで徒歩
　約1.1㎞（13分）
＜バス＞　山交バス
　①県立中央病院行き
　　乗場「山形駅前２番」
　　下車「落合口」（約24分／290円）
　②県立中央病院行き
　　乗場「センタービル前」
　　下車「スポーツセンター前」（約15分/
　　310円）」
＜タクシー＞ＪＲ「山形駅」
　山形市総合スポーツセンターまで約15分
　（約1,700円）
＜車＞
・「山形空港」より約25分（17㎞）
・山形自動車道「山形北IC」より約９分
　（3.5㎞）

陸上競技バレーボール（男子）

【寒河江市市民体育館】
寒河江市大字西根字石川西365番地
TEL 0237-86-5113

－会場への交通－
＜鉄道＞ＪＲ「寒河江駅」
＜バス＞ＪＲ「寒河江駅」
　谷地・荒町南行き
　乗場「寒河江バスターミナル」
　下車「文化センター前」（約６分／220円）
＜タクシー＞ＪＲ「寒河江駅」
　寒河江市市民体育館まで約５分（約1,000円）
＜徒歩＞ＪＲ「寒河江駅」
　寒河江市市民体育館まで約30分
＜車＞
・ＪＲ「山形駅」より約30分（22㎞）
・ＪＲ「天童駅」より約20分（11㎞）
・「山形空港」より約25分（14㎞）
・山形自動車道「寒河江IC」より約11分（６㎞）
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【天童市スポーツセンター
　　　　　　　　総合体育館】
天童市大字小関1230番地
TEL 023-654-6100

－会場への交通－
＜鉄道＞ＪＲ「天童駅」西口
＜タクシー＞ＪＲ「天童駅」西口
　天童市スポーツセンターまで約５分
　（約700円）
＜徒歩＞ＪＲ「天童駅」西口
　天童市スポーツセンターまで約15分
＜車＞
・「山形空港」より約13分（７㎞）
・東北中央自動車道「天童IC」より約２分
　（１㎞)
　「天童IC」を出て、県道23号線を使用し、
　東に向かってすぐ

陸上競技バレーボール（男子）

開  会  式
７月28日（金）16:30～
山形市総合スポーツセンター第一体育館

閉  会  式
８月１日（火）競技終了後
山形市総合スポーツセンター第一体育館

競技日程

期日 時間 内容 会場

７月２９日（土） 9:30 　予選グループ戦/敗者復活戦
山形市総合スポーツセンター（第一体育館３面）
寒河江市市民体育館（２面）
天童市スポーツセンター（２面）

７月３０日（日） 9:30
　決勝トーナメント戦
  （１・２回戦）

山形市総合スポーツセンター（第一体育館３面）
寒河江市市民体育館（１面）
天童市スポーツセンター（２面）

７月３１日（月） 9:30
　決勝トーナメント戦
  （３・４回戦）

山形市総合スポーツセンター（第一体育館２面）

８月　１日（火） 9:30 　準決勝戦/決勝戦
山形市総合スポーツセンター
（第一体育館２面/特設１面）



17

【新庄市民文化会館】
新庄市堀端町４－67
TEL 0233-22-7029

－会場への交通－
・ＪＲ山形新幹線・奥羽本線「新庄駅」西口
　＜バス＞
　山交バス
　「金山」行き　「南本町」下車　180円
　　　　　　　　　　　　　　　（10分）
　新庄市市営バス
　「土内線」行き　「南本町」下車　300円
　　　　　　　　　　　　　　　（10分）
　＜タクシー＞　870円（５分）
　＜徒歩＞　　     1.3㎞（15分）
・東北中央自動車道
　新庄北ICから県道308号線経由
　1.5㎞（５分）

陸上競技バドミントン

【新庄市体育館】
新庄市金沢3072－２
TEL 0233-22-0681

－会場への交通－
・ＪＲ山形新幹線・奥羽本線「新庄駅」東口
　＜バス＞　臨時無料シャトルバス
　　　　　（運行予定） （５分）
　＜タクシー＞　870円（５分）
　＜徒歩＞　　　  1.5㎞（20分）
・東北中央自動車道
　新庄ICから国道47号線経由　５㎞（15分）
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【鶴岡市藤島体育館】
鶴岡市藤の花１丁目１－１
TEL 0235-64-2143

－会場への交通－
・ＪＲ羽越本線「鶴岡駅」
　＜バス＞庄内交通「清川行き」→
　　　「藤島仲町」　　490円（25分）
　＜タクシー＞　　約4,000円（15分）
・ＪＲ羽越本線「藤島駅」
　＜タクシー＞　　約1,000円（５分）
　＜徒歩＞　　　　　　 1.7㎞（25分）
・山形自動車道
　鶴岡ICから藤島体育館まで
　　　　　　　　　 　　13㎞（25分）
・山形自動車道
　庄内あさひICから藤島体育館まで
　　　　　　　　　　　 21㎞（30分）

【鶴岡市小真木原総合体育館】
鶴岡市小真木原町２－１
TEL 0235-25-8131

－会場への交通－
・ＪＲ羽越本線「鶴岡駅」
　＜バス＞　
　庄内交通「湯田川・越沢・坂の下行き」→
　　　　　「稲生」340円（15分）
　　　　　「稲生」バス停から徒歩10分
　庄内交通「市内廻り２・４コース」→
　　　　　「美原町」290円（15分）
　　　　　「美原町」バス停から徒歩15分
　＜タクシー＞　約1,500円（15分）
　＜徒歩＞　　　　  　  ４㎞（60分）
・日本海東北自動車道
　鶴岡ICから小真木原運動公園まで
　　　　　　　　　　4.5㎞（15分）
・山形自動車道
　庄内あさひICから小真木原運動公園まで
   　　　　　　　　　13㎞（20分）

陸上競技バドミントン
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【尾花沢市文化体育施設
　　　　　　　（サルナート）】
尾花沢市若葉町一丁目４－27
TEL 0237-22-0124

－会場への交通－
・ＪＲ山形新幹線・奥羽本線「大石田駅」
　＜バス＞　臨時無料シャトルバス
　　　　　　　（運行予定）（10分）
　山交バス　（公立病院-尾花沢線）
　「尾花沢」行き　「尾花沢待合所」下車
　　　　　　　　　　270円（８分）
　はながさバス（銀山線または、おいしい山形
　　　　　　　　空港-銀山温泉方面線）
　「銀山温泉」行　「尾花沢市役所」下車
　　　　　　　　　200円（７分）
　＜タクシー＞　1,300円（10分）
　＜徒歩＞　　　 ３.４㎞  （50分）
・東北中央自動車道
　東根ICから国道13号経由
                           24㎞  （30分）
　野黒沢ICから国道13号経由
                          　５㎞  （10分）

陸上競技バドミントン

開  会  式
７月29日（土）13:30～　 新庄市民文化会館

閉  会  式
８月３日（木） 競技終了後　新庄市体育館

競技日程

期日 時間 内容 会場

７月30日（日） 9:00～ 学校対抗
１回戦～３回戦

男子 鶴岡市小真木原総合体育館
鶴岡市藤島体育館

女子 新庄市体育館
尾花沢市文化体育施設「サルナート」

7月31日（月） 9:00～
学校対抗

準々決勝～決勝
学校対抗表彰式

男子
女子

鶴岡市小真木原総合体育館

８月１日（火） 9:30～ 個人対抗ダブルス
１回戦～準々決勝

男子 鶴岡市小真木原総合体育館
鶴岡市藤島体育館

女子 新庄市体育館
尾花沢市文化体育施設「サルナート」

８月２日（水） 9:30～ 　個人対抗シングルス
１回戦～準々決勝

男子 鶴岡市小真木原総合体育館
鶴岡市藤島体育館

女子 新庄市体育館
尾花沢市文化体育施設「サルナート」

８月３日（木） 10:00～

個人対抗ダブルス
個人対抗シングルス

準決勝～決勝
個人対抗表彰式

男子
女子

新庄市体育館
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【南陽市民体育館　
　　　　　　　メインアリーナ】
南陽市三間通1096番地
TEL 0238-49-2600

－会場への交通－
・JR山形新幹線・奥羽本線「赤湯駅」
　＜タクシー＞　約1,230円　2.6㎞
　　　　　　　　　　　　　　（８分）
・東北中央自動車道
　山形上山ICから国道13号線経由23㎞
　　　　　　　　　　　　　　（28分）
・東北自動車道ー国道13号線ー
　米沢南陽道路
　南陽高畠ICから南陽バイパス国道13号線
　経由6.2㎞（12分）

陸上競技ソフトボール（男子）

【南陽市向山公園
　　　　　　　ソフトボール場】
南陽市宮内1580番地
TEL 0238-49-2600（南陽市民体育館）

－会場への交通－
・JR山形新幹線・奥羽本線「赤湯駅」
　＜タクシー＞　約1,670円　3.8㎞（12分）

・東北中央自動車道
　山形上山ICから国道13号線経由25.2㎞
　　　　　　　　　　　　　　（31分）

・東北自動車道ー国道13号線ー
　米沢南陽道路
　南陽高畠ICから国道13号線経由7.8㎞
　（14分）
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開  会  式
８月４日（金）16:00～　南陽市民体育館

閉  会  式
８月８日（火）競技終了後　南陽市向山公園ソフトボール場

競技日程

期日 　　　　　 会場
 開始時間

南陽市向山公園ソフトボール場 南陽市総合公園
Ａ球場 Ｂ球場 Ｃ球場 Ｄ球場

8月5日（土）

9:00 1回戦 1回戦 1回戦 1回戦
11:00 〃 〃 〃 〃
13:00 〃 2回戦 〃 2回戦
15:00 2回戦 予備 2回戦 予備

8月6日（日）

9:00 2回戦 2回戦 2回戦 2回戦
11:00 〃 〃 〃 〃
13:00 〃 〃 〃 〃
15:00 予備 予備 予備 予備

8月7日（月）

9:00 3回戦 3回戦 3回戦 3回戦
11:00 〃 〃 〃 〃
13:00 準々決勝 準々決勝
15:00 準々決勝 準々決勝

8月8日（火） 9:00 準決勝 準決勝
12:00 決勝

【南陽市総合公園】
南陽市竹原2762番地の10外
TEL 0238-49-2600（南陽市民体育館）

－会場への交通－
・JR山形新幹線・奥羽本線「赤湯駅」
　＜タクシー＞　約2,670円　7.2㎞
　　　　　　　　　　　　　　（13分）

・フラワー長井線「梨郷駅」から
　＜タクシー＞　約960円　2.7㎞
　　　　　　　　　　　　　（６分）
　＜徒歩＞　2.1㎞　（31分）

・東北中央自動車道
  山形上山ICから国道13号線経由30㎞
　　　　　　　　　　　　　　（40分）

・東北自動車道ー国道13号線ー
　米沢南陽道路
　南陽高畠ICから赤湯バイパス国道113号線
　経由９.０㎞（12分）

陸上競技ソフトボール（男子）
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陸上競技ソフトボール（女子）

【白鷹町ソフトボール場・
　　　　　　　　　　野球場】
西置賜郡白鷹町大字鮎貝1593番地の２
TEL 0238-85-5887
　　（白鷹町スポーツ交流館内）

－会場への交通－
・山形鉄道フラワー長井線「鮎貝駅」下車
　＜タクシー＞1.4㎞　690円　（３分）
　＜徒歩＞　　1.4㎞
　　・東北中央自動車道・米沢南陽道路
　　　南陽高畠ICから国道113・287号線
　　　経由28.5㎞　（43分）
　　・東北中央自動車道
　　　山形中央ICから国道348号線経由
　　　33.6㎞　（51分）
　　・山形自動車道
　　　山形蔵王ICから国道286・348号線
　　　経由35.6㎞　（54分）

【長井市陸上競技場】
　（雨天時：長井市置賜生涯学習プラザ 総合体育館）

長井市九野本1106番地
TEL 0238-88-5661
　　（長井市置賜生涯学習プラザ内）

－会場への交通－
・JR山形新幹線「米沢駅」経由
　　　JR米坂線「今泉駅」下車
　＜タクシー＞5.6㎞　2,310円（９分）
・JR山形新幹線「赤湯駅」経由
　山形鉄道フラワー長井線「今泉駅」下車
　＜タクシー＞5.6㎞　2,310円（９分）
・山形鉄道フラワー長井線「南長井駅」下車
　＜徒歩＞2.2㎞
・東北中央自動車道・米沢南陽道路
　南陽高畠ICから国道113・287号線経由
　　　　　　　　　　　18.3㎞（28分）
・東北中央自動車道
　山形上山ICから国道13・113・287号線
　経由43.9㎞（１時間６分）
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開  会  式
７月29日（土）16:00～　長井市陸上競技場（雨天時：長井市置賜生涯学習プラザ 総合体育館）

閉  会  式
８月 ２日（水）競技終了後　白鷹町ソフトボール場　A球場（雨天時：白鷹町スポーツ交流館ホール）

競技日程

期日
　　　　　 会場
　
  開始時間

白鷹町ソフトボール場 白鷹町野球場 長井市野球場 長井市あやめ公園
多目的運動広場

Ａ球場 Ｂ球場 Ｃ球場 Ｄ球場 Ｅ球場

7月30日(日)

9:00 一回戦 一回戦 一回戦 一回戦 一回戦
11:00 〃 〃 〃 〃 〃
13:00 〃 〃 〃 〃 〃
15:00 〃 予備 予備 予備 予備

7月31日(月)

9:00 二回戦 二回戦 二回戦 二回戦 二回戦
11:00 〃 〃 〃 〃 〃
13:00 〃 〃 〃 〃 〃
15:00 〃 予備 予備 予備 予備

8月1日(火)

9:00 三回戦 三回戦 予備 三回戦 三回戦
11:00 〃 〃 〃 〃 〃
13:00 準々決勝 〃 準々決勝
15:00 準々決勝 〃 準々決勝

8月2日(水)
9:00 準決勝 準決勝

12:00 決勝

【長井市野球場・
　　長井市あやめ公園多目的運動広場】
長井市幸町1331番地５
TEL 0238-88-5661
　　（長井市置賜生涯学習プラザ内）

－会場への交通－
・山形鉄道フラワー長井線
　「あやめ公園駅」下車
　＜徒歩＞すぐ
・東北中央自動車道・米沢南陽道路
　南陽高畠ICから国道113・287号線経由
　　　　　　　　　　19.7㎞　（30分）
・東北中央自動車道
　山形中央ICから国道348号線経由
　　　　　　　　　　41.0㎞（１時間２分）
・山形自動車道
　山形蔵王ICから国道286・348号線経由
　　　　　　　　　　43.0㎞（１時間５分）

陸上競技ソフトボール（女子）
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開  会  式
７月30日（日）  ９:00～　三友エンジニア体育文化センター

閉  会  式
８月 ２日（水）12：40～　三友エンジニア体育文化センター

競技日程

陸上競技レスリング

【三友エンジニア
　　　　　　体育文化センター】
上山市けやきの森２番１号
TEL 023-673-2288

－会場への交通－
・JR奥羽本線「かみのやま温泉駅」
　＜徒歩＞約15分（約１㎞）
　＜タクシー＞　約690円（３分）
　　　
・山形自動車道
　山形蔵王ICから国道286号線並びに国道
　13号経由約17㎞（15分）
　　　
・東北中央自動車道
　山形上山ICから国道13号線約８㎞
　　　　　　　　　　　　　　　　（８分）

7月30日（日） 7月31日（月） 8月1日（火） 8月2日（水）

学校対抗戦(3回戦まで) 

10：30～

学校対抗戦（決勝戦まで）
9：00～ 

女子個人対抗戦（準決勝まで） 
学校対抗戦終了後～

男子個人対抗戦（3回戦まで） 
9：00～

女子個人対抗戦（決勝戦） 
9：00～

男子個人対抗戦（決勝戦まで） 

9：00～
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【蔵王体育館】
山形市蔵王温泉字上の台103番地
TEL 023-694-9876

－会場への交通－
・山形新幹線　「山形駅」東口
　＜バス＞山交バス　１番乗り場
　「蔵王温泉」行き　
　「蔵王温泉バスターミナル」下車
　　1,000円（約40分）北東へ徒歩約10分
　＜タクシー＞　約7,500円（約30分）
・山形自動車道
　山形蔵王ICから西蔵王高原ライン（無料）
　経由16.5㎞（約20分）
　山形蔵王ICから国道13号線経由17.5㎞
　（約25分）

陸上競技登山

【蔵王総合グラウンド】
山形市蔵王温泉土合708番地の１

－会場への交通－
・山形新幹線　「山形駅」東口
　＜バス＞山交バス　１番乗り場
　「蔵王温泉」行き　
　「蔵王温泉バスターミナル」下車
　　1,000円（約40分）徒歩約15分
　＜タクシー＞約7,500円（約30分）
・山形自動車道
　山形蔵王ICから西蔵王高原ライン（無料）
　経由16.5㎞（約20分）
　山形蔵王ICから国道13号線経由17.5㎞
　（約25分）
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【弓張平公園  パークプラザ】
西村山郡西川町志津172-３
TEL 0237-75-2040

－会場への交通－
・山形新幹線「山形駅」、又はJR左沢線「寒河江駅」
＜バス＞
「山形駅」からバス利用の場合
　・山交バス　「山形駅」東口　１番乗り場
　　「鶴岡（高速バス）」行き
　　「西川バスストップ」下車　1,190円
　　　　　　　　　　　　　　　（約40分）
　　　又は「月山口」下車　1,670円
　　　　　　　　　　　　　　　（約60分）
　・西川町営バス「西川IC」乗り場、又は「月山
　　口」乗り場
　　「月山志津温泉線」
　　「弓張平」下車　200円
　　（西川ICから約30分、月山口から約５分）

陸上競技登山

「寒河江駅」からバス利用の場合
　・西川町営バス　「寒河江駅」
　　「道の駅にしかわ」（月山銘水館）」行き　　「道の駅にしかわ」下車　300円　（約40分）
　・西川町営バス　「道の駅にしかわ」（月山銘水館）乗り場　「月山志津温泉線」
　　「弓張平」下車　２００円（約２０分）
＜タクシー＞　約12,500円（約38ｋｍ、30分）
・山形自動車道　月山ICから国道112号線経由３㎞（約５分）

開  会  式
７月30日（日）10:00～　蔵王体育館

閉  会  式
８月３日（木）  10:00～　蔵王体育館

競技日程

A隊（団体男子） B隊（団体女子）

7月30日
（日）

開会式 蔵王体育館　10：00～
移動 開会式会場⇒月山幕営地

宿泊地 月山・弓張平オートキャンプ場幕営地

7月31日
（月）

コース 月山コース
移動 月山⇒蔵王

宿泊地 蔵王総合グラウンド幕営地
8月１日
（火）

コース 瀧山コース
宿泊地 蔵王総合グラウンド幕営地

8月2日
（水）

コース 熊野岳コース
宿泊地 宿舎

8月3日
（木）

移動 宿舎⇒閉会式会場
閉会式 蔵王体育館　10：00～
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【川西町フレンドリープラザ】
東置賜郡川西町上小松1037-1
TEL 0238-46-3311

－会場への交通－
・JR米坂線　「羽前小松駅」東口　徒歩すぐ
・東北自動車道福島飯坂ICから国道13号、
   国道287号経由で約１時間30分 
・山形市から国道13号経由で約1時間
　（国道348号・国道287号経由ルートも
　　約１時間）
・仙台市から山形自動車道・国道13号経由で
　約２時間 
・新潟市から国道7号・国道113号・
　国道287号経由で約３時間 
・喜多方市から国道121号経由で約１時間

陸上競技ホッケー

【川西町総合運動公園
　　　　　　　ホッケー競技場】
東置賜郡川西町中小松2240-1
TEL 0238-46-2277

－会場への交通－
・JR米坂線　「羽前小松駅」東口
　徒歩500ｍ
・東北自動車道福島飯坂ICから国道13号、
   国道287号経由で約１時間30分 
・山形市から国道13号経由で約1時間
　（国道348号・国道287号経由ルートも
　　約１時間）
・仙台市から山形自動車道・国道13号経由で
　約２時間 
・新潟市から国道7号・国道113号・
　国道287号経由で約３時間 
・喜多方市から国道121号経由で約１時間
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【山形県立米沢商業高等学校
　　　　　　　　　ホッケー場】
米沢市本町3-1-12
TEL 0238-22-8055

－会場への交通－
・山形新幹線　米沢駅　西口
　＜タクシー＞
　約900円（５分）
・米沢駅JR米坂線乗り換え　「南米沢駅」
　徒歩800ｍ

・東北自動車道福島飯坂ICから国道13号、
   国道287号経由で約１時間 
・山形市から国道13号経由で約1時間
・仙台市から山形自動車道・国道13号経由で
　約２時間 
・新潟市から国道7号・国道113号・
　国道287号経由で約３時間 30分
・喜多方市から国道121号経由で約50分

陸上競技ホッケー

開  会  式
７月28日（金）16:00～　  川西町フレンドリープラザ

閉  会  式
８月２日（水）  競技終了後　川西町総合運動公園ホッケー競技場

競技日程

７月29日（土） ７月30日（日） ７月31日（月） ８月１日（火） ８月２日（水）

男子
１回戦
12試合

9:00～18:15

２回戦
８試合

12:10～18:15

３回戦
４試合

12:40～15:35

準決勝戦
２試合

9:30～12:40

決勝戦
１試合

11:20～12:40

女子
１回戦
４試合

9:00～15:05

２回戦
８試合

9:00～13:30

３回戦
４試合

9:30～12:25

準決勝戦
２試合

9:30～12:40

決勝戦
１試合

9:30～10:50
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【弓張平公園陸上競技場】
西村山郡西川町大字志津172-３
TEL 0237-75-2040

－会場への交通－
・山形新幹線「山形駅」又は
　ＪＲ左沢線「寒河江駅」
＜バス＞
「山形駅」からバス利用の場合
　・山交バス「山形駅」東口　１番乗り場
　　「鶴岡（高速バス）」行き
　　「西川バスストップ」下車
　　　　　1,190円（約40分）
　　又は「月山口」下車　1,670円（約60分）
　・西川町営バス「西川IC」乗り場、
      又は「月山口」乗り場
　　　　「月山志津温泉線」
　　　　「姥沢」行き「弓張平」下車　200円
     （西川ＩＣから約30分、月山口から約5分）
　　　       ⇒　【徒歩】　すぐ
「寒河江駅」からバス利用の場合
　・西川町営バス「寒河江駅」乗り場
　　「道の駅にしかわ寒河江駅線」
　　「道の駅にしかわ」行き
　　「道の駅にしかわ」下車
            　300円（約40分）
　・西川町営バス「道の駅にしかわ」乗り場
　　「月山志津温泉線」
　　「姥沢」行き
　　「弓張平」下車　200円（約20分）
　　　 ⇒　【徒歩】　すぐ
【タクシー】　約12,500円（約38㎞、30分）
　・山形自動車道
　　「西川IC」から国道112号経由20.0㎞
      （23分）※途中にGS、コンビニあり
　　「月山IC」から国道112号経由4.4㎞
      （6分）

陸上競技カヌー
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【月山湖カヌースプリント
　　　　　　　　　　　競技場】
西村山郡西川町大字月山沢地内
TEL なし

－会場への交通－
・山形新幹線「山形駅」
【バス】
　・山交バス「山形駅」東口　１番乗り場
　　「鶴岡（高速バス）」行き
　　「月山口」下車　1,670円（約60分）
　　　⇒　【徒歩】　850m
【タクシー】約12,000円（約32㎞、30分）
　・ＪＲ左沢線「寒河江駅」
　・西川町営バス「寒河江駅」乗り場
　　「道の駅にしかわ寒河江駅線」
　　「道の駅にしかわ」行き
　　「道の駅にしかわ」下車　300円
　　　　　　　　　　　　　（約40分）
　・西川町営バス「道の駅にしかわ」乗り場
　　「月山志津温泉線」
　　「姥沢」行き
　　「月山口」下車　200円（約15分）
　　　⇒　【徒歩】　850m
　・山形自動車道
【自家用車】
　「西川IC」から国道112号経由20.0㎞
　（23分）※途中にGS、コンビニあり
　「月山IC」から国道112号経由4.4㎞
　（6分）

陸上競技カヌー

開  会  式
８月６日（日）15:00～
弓張平公園陸上競技場

閉  会  式
8月10日（木）競技終了後
月山湖カヌースプリント競技場　大テント内

競技日程

期日 内容

８月７日（月） 男女500m競技　予選・準決勝

８月８日（火） 男女500m競技　準決勝・決勝

８月９日（水） 男女200m競技　予選・準決勝

８月10日（木） 男女200m競技　準決勝・決勝

 


