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宮城県会場地マップ
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【セントラルスポーツ宮城
　　　　　　　　Ｇ２１プール】
宮城郡利府町菅谷字舘40-1
TEL 022-356-1122

－会場への交通－
・JR東北本線　「利府駅」
　＜バス＞　宮城交通バス「JR利府駅前」
　「菅谷青葉台線」に乗車
　「菅谷台4丁目」下車　約10分　240円
　＜タクシー＞　約1,120円（約10分）
　＜徒歩＞　　　3.9㎞

・高速道路
　仙台北部道路「利府しらかし台IC」から県道
　３号・県道270号経由3.5㎞（約５分）
　三陸自動車道「利府塩釜IC」から県道３号・
　県道270号経由５㎞（約10分）

開  会  式
８月17日（木）９:30～　  セントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール

閉  会  式
８月20日（日）15:50～　セントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール

競技日程 （競泳）

陸上競技水泳（競泳・飛込）

日程 内容

第1日
8月17日（木）

1 女子 400m 自由形 （予選）
2 男子 400m 自由形 （予選）
3 女子 200m 個人メドレー （予選）
4 男子 200m 個人メドレー （予選）
5 女子 200m 平泳ぎ （予選）
6 男子 200m 平泳ぎ （予選）
7 女子 4×100m フリーリレー （予選）
8 男子 4×100m フリーリレー （予選）
9 女子 400m 自由形 （決勝）

10 男子 400m 自由形 （決勝）
11 女子 200m 個人メドレー （B決勝）
12 女子 200m 個人メドレー （決勝）
13 男子 200m 個人メドレー （B決勝）
14 男子 200m 個人メドレー （決勝）
15 女子 200m 平泳ぎ （B決勝）
16 女子 200m 平泳ぎ （決勝）
17 男子 200m 平泳ぎ （B決勝）
18 男子 200m 平泳ぎ （決勝）
19 女子 4×100m フリーリレー （決勝）
20 男子 4×100m フリーリレー （決勝）
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陸上競技水泳（競泳）
日程 内容

第2日
8月18日（金）

21 女子 50m 自由形 （予選）
22 男子 50m 自由形 （予選）
23 女子 200m バタフライ （予選）
24 男子 200m バタフライ （予選）
25 女子 200m 自由形 （予選）
26 男子 200m 自由形 （予選）
27 女子 100m 背泳ぎ （予選）
28 男子 100m 背泳ぎ （予選）
29 男子 1500m 自由形 （予選）
30 女子 50m 自由形 （B決勝）
31 女子 50m 自由形 （決勝）
32 男子 50m 自由形 （B決勝）
33 男子 50m 自由形 （決勝）
34 女子 200m バタフライ （B決勝）
35 女子 200m バタフライ （決勝）
36 男子 200m バタフライ （B決勝）
37 男子 200m バタフライ （決勝）
38 女子 200m 自由形 （B決勝）
39 女子 200m 自由形 （決勝）
40 男子 200m 自由形 （B決勝）
41 男子 200m 自由形 （決勝）
42 女子 100m 背泳ぎ （B決勝）
43 女子 100m 背泳ぎ （決勝）
44 男子 100m 背泳ぎ （B決勝）
45 男子 100m 背泳ぎ （決勝）
46 女子 800m 自由形 （予選）

第3日
8月19日（土）

47 女子 100m 自由形 （予選）
48 男子 100m 自由形 （予選）
49 女子 200m 背泳ぎ （予選）
50 男子 200m 背泳ぎ （予選）
51 女子 400m 個人メドレー （予選）
52 男子 400m 個人メドレー （予選）
53 女子 4×100m メドレーリレー （予選）
54 男子 4×100m メドレーリレー （予選）
55 女子 800m 自由形 （決勝）
56 男子 1500m 自由形 （決勝）
57 女子 100m 自由形 （B決勝）
58 女子 100m 自由形 （決勝）
59 男子 100m 自由形 （B決勝）
60 男子 100m 自由形 （決勝）
61 女子 200m 背泳ぎ （B決勝）
62 女子 200m 背泳ぎ （決勝）
63 男子 200m 背泳ぎ （B決勝）
64 男子 200m 背泳ぎ （決勝）
65 女子 400m 個人メドレー （決勝）
66 男子 400m 個人メドレー （決勝）
67 女子 4×100m メドレーリレー （決勝）
68 男子 4×100m メドレーリレー （決勝）

第4日
8月20日（日）

69 女子 100m バタフライ （予選）
70 男子 100m バタフライ （予選）
71 女子 100m 平泳ぎ （予選）
72 男子 100m 平泳ぎ （予選）
73 女子 4×200m フリーリレー （予選）
74 男子 4×200m フリーリレー （予選）
75 女子 100m バタフライ （B決勝）
76 女子 100m バタフライ （決勝）
77 男子 100m バタフライ （B決勝）
78 男子 100m バタフライ （決勝）
79 女子 100m 平泳ぎ （B決勝）
80 女子 100m 平泳ぎ （決勝）
81 男子 100m 平泳ぎ （B決勝）
82 男子 100m 平泳ぎ （決勝）
83 女子 4×200m フリーリレー （決勝）
84 男子 4×200m フリーリレー （決勝）
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陸上競技水泳（飛込）

競技日程 （飛込）

日程 内容

第1日
8月17日（木）

1 女子 高飛込 （予選）

2 男子 シンクロナイズド3ｍ飛板飛込 （公開演技）

3 女子 高飛込 （決勝）

第2日
8月18日（金）

4 男子 飛板飛込 （予選）

5 女子 シンクロナイズド3ｍ飛板飛込 （公開演技）

6 男子 飛板飛込 （決勝）

第3日
8月19日（土）

7 女子 飛板飛込 （予選）

8 女子 飛板飛込 （決勝）

第4日
8月20日（日）

9 男子 高飛込 （予選）

10 男子 高飛込 （決勝）
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【ヒルズ県南総合プール】
柴田郡柴田町大字本船迫字十八津入地内
TEL 0224-56-1663

－会場への交通－
・JR東北本線　「船岡駅」南口
　〈タクシー〉　約950円（10分）
　〈徒歩〉　25分

・東北自動車道
　　白石ICから国道４号線経由14.8㎞
　　（25分）

開  会  式
８月17日（木）８:30～　  ヒルズ県南総合プール

閉  会  式
８月20日（日）12:30～　ヒルズ県南総合プール

競技日程

陸上競技水泳（水球）

期間 8月17日（木） 8月18日（金） 8月19日（土） 8月20日（日）

内容

トーナメント 
1・2回戦 
10：00～

 
（6試合）

トーナメント 
2回戦 

9:30～
 

（6試合）

準々決勝 
9:00～

 
公開競技 

（女子エキシビジョンマッチ） 
14：10～

 
準決勝 

15：20～
 

（6試合）

3位決定戦 
9:30～ 

 
決勝 

11：00～ 
 

（2試合）



36

【セキスイハイム
　　　　　スーパーアリーナ】
宮城郡利府町菅谷字舘40-1
TEL 022-356-1122

－会場への交通－
・JR東北本線　「利府駅」
　＜バス＞　宮城交通バス「JR利府駅前」
　　「菅谷青葉台線」に乗車
　　「菅谷台4丁目」下車　約10分　240円
　＜タクシー＞　約1,120円（約10分）
　＜徒歩＞　　　4.3㎞

・高速道路
　仙台北部道路「利府しらかし台IC」から県道
　３号・県道270号経由3.5㎞（約５分）
　三陸自動車道「利府塩釜IC」から県道３号・
　県道270号経由５㎞（約10分）

陸上競技バレーボール（女子）

【利府町総合体育館】
宮城郡利府町青山1-57-2
TEL 022-356-6019

－会場への交通－
・JR東北本線　「利府駅」
　＜バス＞　宮城交通バス「JR利府駅前」
　「利府線」または「利府青山線」に乗車
　「利府総合体育館前」下車　６分～20分
　　180円
　＜タクシー＞　約760円（約７分）
　＜徒歩＞　　　1.93㎞

・高速道路　　
　仙台北部道路「利府しらかし台IC」から県道
　３号経由2.3㎞（約４分）
　三陸自動車道「利府塩釜IC」から県道３号経
　由2.7㎞（約６分）
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開  会  式
７月28日（金）16:30～　  セキスイハイムスーパーアリーナ  メインアリーナ

閉  会  式
８月１日（火）  競技終了後　セキスイハイムスーパーアリーナ  メインアリーナ

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

セキスイハイムスーパーアリーナ（メインアリーナ4面）
利府町総合体育館（メインアリーナ1面）
多賀城市総合体育館（大体育室2面）

7月30日
（日）

9:30
決勝トーナメント戦
（1・2回戦）

セキスイハイムスーパーアリーナ（メインアリーナ4面）
多賀城市総合体育館（大体育室2面）

7月31日
（月）

9:30
決勝トーナメント戦
（3・4回戦）

セキスイハイムスーパーアリーナ（メインアリーナ4面）

8月 1日
（火）

9:30 準決勝戦/決勝戦
セキスイハイムスーパーアリーナ
（メインアリーナ2面/特設1面）

【多賀城市総合体育館】
多賀城市下馬5-9-3
TEL 022-365-1918/1911

－会場への交通－
・JR仙石線　「多賀城駅」
　＜徒歩＞　　　1.5km
・JR仙石線　「下馬駅」
　＜徒歩＞　　　0.8km

・高速道路　
　仙台東部道路「仙台港北IC」から国道45号
　経由3.4㎞（約10分）

陸上競技バレーボール（女子）
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【松島町文化観光交流館】　
宮城郡松島町磯崎字浜1－2
TEL 022-355-0155

－会場への交通－
・JR東北本線「松島駅」
　＜徒歩＞1.0㎞（約10分）

・JR仙石線「高城町駅」
　＜徒歩＞0.6㎞（約7分）

・三陸自動車道
　松島北ICから国道45号線経由3.3㎞
　（約10分）

陸上競技サッカー

【ユアテックスタジアム仙台】
仙台市泉区七北田字柳78
TEL 022-375-7800

－会場への交通－
・仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」
　徒歩約４分

・東北自動車道
　泉ICから国道４号線・県道22号線経由
　約3.6㎞（約15分）
　泉PAスマートICから県道35・22号線経由
　約3.7㎞（約15分）

※観客用の駐車場はありません。
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陸上競技サッカー

【仙台市泉総合運動場
　泉サッカー場・泉グラウンド】
仙台市泉区野村字新桂島前60番地
TEL 022-372-1019

－会場への交通－
・仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」東１番出口
　＜バス＞仙台市営バス　２番のりば
　「根白石・泉ヶ岳・住吉台・実沢 」行き
　「泉総合運動場・社会福祉センター前」下車
　　150円（６分）
　＜タクシー＞　約1,000円（５分）

・東北自動車道
　泉ICから国道４号線・県道22号線・35号線経
　由約4.7㎞（約18分）
　泉PAスマートICから県道35号線経由約1.5㎞
　（約６分）

【松島フットボールセンター
　　　　　　　　　　ピッチ1
　松島フットボールセンター
　　　　　　　　　　ピッチ2】
宮城郡松島町手樽字大蓬沢13－1
TEL 022-355-0301

－会場への交通－
・JR仙石線「陸前富山駅」
　＜徒歩＞1.2㎞（約15分）

・三陸自動車道
　松島北ICから国道45号線経由松島運動公園
　前経由5.0㎞（約17分）
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【松島運動公園　
　　　　　多目的運動広場】
宮城郡松島町高城字動伝一34－1
TEL 022-781-6320

－会場への交通－
・JR東北本線「愛宕駅」
　＜徒歩＞1.1㎞（約13分）

・三陸自動車道
　松島北ICから国道45号線経由1.1㎞
　（約3分）

陸上競技サッカー
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陸上競技サッカー

【七ヶ浜サッカースタジアム】
宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山5-9
TEL 022-357-3302

－会場への交通－
・JR仙石線「多賀城駅」
　＜タクシー＞約2,000円（約15分）

・三陸自動車道
　仙台港北ICから国道45号線・県道58号線
　経由約９㎞（約20分）

＜広域図＞

＜詳細図＞
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【みやぎ生協めぐみ野サッカー場
　  （Aグラウンド・Bグラウンド）】
宮城郡利府町森郷字内ノ目南119-1
TEL 022-356-6581

－会場への交通－
・JR東北本線　「利府駅」
　＜バス＞　宮城交通バス「JR利府駅前」
　「利府青山線」に乗車
　「県サッカー場前」下車　9分～17分  180円
　＜タクシー＞　約940円（約９分）
　＜徒歩＞　　　2.9km

・高速道路　　
　仙台北部道路「利府しらかし台IC」から県道３
　号経由1.7km（約２分）
　三陸自動車道「利府塩釜IC」から県道３号経由
　3.3km（約４分）

【ひとめぼれスタジアム宮城】
宮城郡利府町菅谷字舘40-1
TEL 022-356-1122

－会場への交通－
・JR東北本線　「利府駅」
　＜バス＞　宮城交通バス「JR利府駅前」
　「菅谷青葉台線」に乗車
　「菅谷台3丁目」下車　約10分　240円
　＜タクシー＞　約1,120円（約10分）
　＜徒歩＞　　　3.9㎞

・高速道路
　仙台北部道路「利府しらかし台IC」から県道
　３号・県道270号経由3.5㎞（約５分）
　三陸自動車道「利府塩釜IC」から県道３号・
　県道270号経由５㎞（約10分）

陸上競技サッカー
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陸上競技サッカー

開  会  式
〈男子〉
７月28日（金）15:00～　松島町文化観光交流館

〈女子〉
７月30日（日）15:00～　松島町文化観光交流館

閉  会  式
〈男子〉
８月４日（金）決勝戦終了後　ユアテックスタジアム仙台

〈女子〉
８月４日（金）決勝戦終了後　ユアテックスタジアム仙台

競技日程
（○数字は女子試合数）

7月28日
（金）

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)

8月3日
(木)

8月4日
（金）

＜ 男 子 ＞ 開会式 １回戦 ２回戦 ３回戦 ― 準々決勝 準決勝 決勝

＜ 女 子 ＞ ― ― 開会式 １回戦 ２回戦 ― 準決勝 決勝

松島町文化観光交流館 男子 女子

ユアテックスタジアム仙台 ①１

ひとめぼれスタジアム宮城　 2 2 2 ①１

みやぎ生協めぐみ野サッカー場
 Ａグラウンド 3 2 2 ①１

みやぎ生協めぐみ野サッカー場
 Ｂグラウンド 3 2 2 2

仙台市泉総合運動場
泉サッカー場 西フィールド 2 2 2

松島運動公園 多目的運動広場 3 2 ②

松島フットボールセンター ピッチ１ 2 2 ②

松島フットボールセンター ピッチ２ 2 2

仙台市泉総合運動場 泉グラウンド 3 2 ② ②

七ヶ浜サッカースタジアム 3 2 ② ②

※試合時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  8/1　①9：30　 ②11：30

7/29　①9：30　 ②11：30 　③13：30　　　　8/2　①9：30　 ②11：30

7/30　①9：30　 ②11：30　　　　　　　　　　 8/3　①9：30 女子　 ②12：00 男子

7/31　①9：30　 ②11：30　　　　　　　　　　 8/4　①9：30 女子　 ②13：30 男子
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【大崎市鳴子スポーツセンター】
大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣85番地２
TEL 0229-82-2101（鳴子公民館）

－会場への交通－
・JR陸羽東線「鳴子御殿湯駅」
　　徒歩すぐ
・東北自動車道
　古川ICから国道47号を鳴子方面に車で
　約28㎞（約40分）

陸上競技相撲

期日 8月4日（金） 8月5日（土） 8月6日（日）

内容

個人戦予選（1～3回戦）
9:30～14:05

団体戦予選（1回戦）
14:30～16:35

団体戦予選（2～3回戦）
9:00～14:10

個人戦決勝（トーナメント戦）
14:15～16:20

団体戦優秀32校決勝
（トーナメント戦）

9:00～12:40

開  会  式
８月４日（金）８:30～
大崎市鳴子スポーツセンター

閉  会  式
8月６日（日）13:00～
大崎市鳴子スポーツセンター

競技日程
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【登米祝祭劇場
　　　　　　（水の里ホール）】
登米市迫町佐沼字光ヶ丘30
TEL 0220-22-0111

－会場への交通－
・ＪＲ東北新幹線　「くりこま高原駅」
　＜タクシー＞　約4,300円（約30分）
　＜登米市市民バス＞「くりこま高原駅前」
　　バス停
　　佐沼方面行きに乗車し、「登米市役所」
　　バス停（所要時間48分）で下車。豊里方
　　面行きに乗り換えし、「登米祝祭劇場前」
　　（所要時間11分）で下車。徒歩すぐ。
　　200円
　※バスの利用につきましては、便が少ないの
　　で時刻表をご確認のうえご利用願います。

・ＪＲ東北本線「新田駅」　
　＜タクシー＞　約3,100円（約20分）

・東北自動車道
　（北方面より）若柳金成ICから県道４号線、
　国道398号線経由19㎞（約31分）　
　（南方面より）築館ICから県道36号線、
　みやぎ県北高速幹線道路、国道398号線経
　由　21.6㎞（約30分）
・三陸自動車道
　登米ICから県道４号線、県道36号線経由
　６㎞（約９分）

陸上競技ボート
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【アイエス総合ボートランド】
登米市迫町北方字天形114-2
TEL 0220-22-9511

－会場への交通－
・ＪＲ東北新幹線　「くりこま高原駅」　
　＜タクシー＞　約4,500円（約30分）
　＜登米市市民バス＞「くりこま高原駅前」
　　バス停
　　佐沼方面行きに乗車し、「登米市役所」
　　バス停（所要時間48分）で下車。100円。
　※バスの利用につきましては、便が少ないの
　　で時刻表をご確認のうえご利用願います。
　※大会期間中のみ「登米市役所」から競技会
　　場までのシャトルバスを運行します。
・ＪＲ東北本線「新田駅」　
　＜タクシー＞　約2,500円（約13分）
　＜登米市市民バス＞「新田駅前」バス停
　　佐沼方面行きに乗車し、「登米市役所」
　　バス停で下車（所要時間約29分）100円
　※バスの利用につきましては、便が少ないの
　　で時刻表をご確認のうえご利用願います。
　※大会期間中のみ「登米市役所」から競技会
　　場までのシャトルバスを運行します。

陸上競技ボート

・ＪＲ東北本線「瀬峰駅」　
　＜タクシー＞　約2,800円（約14分）
　＜登米市市民バス＞　「瀬峰駅前」バス停
　　佐沼方面行きに乗車し、「登米市役所」バス停で下車（所要時間約22分）100円
　※バスの利用につきましては、便が少ないので時刻表をご確認のうえご利用願います。
　※大会期間中のみ「登米市役所」から競技会場までのシャトルバスを運行します。
・東北自動車道
　（北方面より）若柳金成ICから県道４号線、国道398号線、県道1号線経由18.3km（約27分）　
　（南方面より）築館ICから国道４号線、県道１号線経由17.6km（約23分）
・三陸自動車道
　登米ICから県道４号線、県道36号線、県道１号線経由12.7km（約23分）

開  会  式
８月２日（水）16:00～
登米祝祭劇場（水の里ホール）

競技日程

8月3日（木） 8月4日（金） 8月5日（土） 8月6日（日）

予選
8：30～

 
（48レース）

敗者復活戦
9：00～

 
（24レース）

準々決勝
9：00～

 
（36レース）

準決勝
9：00～

（12レース）
決勝

12：50～
（6レース）

表  彰  式
8月６日（日）競技終了後
アイエス総合ボートランド
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【カメイアリーナ仙台
　　　　　（仙台市体育館）】
仙台市太白区富沢１丁目4-1
TEL 022-244-1111

－会場への交通－
・仙台市営地下鉄南北線「富沢駅」
　（徒歩７分）550ｍ
・東北自動車道
　仙台南ICから国道286号線経由　約７㎞
　（約16分）
・仙台南部道路
　長町ICから　約５㎞（約13分）

陸上競技剣道

開  会  式
８月９日（水）16:00～
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

閉  会  式
8月12日（土）15:30～（予定）
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）
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陸上競技剣道

競技日程

期日 時間 内容（種目） 会場

8月10日(木) 9：00～
　女子団体予選リーグ

カ
メ
イ
ア
リ
ー
ナ
仙
台
　
（
仙
台
市
体
育
館
）

　男子個人１～４回戦

8月11日(金) 9：00～
　男子団体予選リーグ

　女子個人１～４回戦

8月12日(土) 9：00～

　女子個人準々決勝

　男子個人準々決勝

　女子団体決勝トーナメント１回戦

　男子団体決勝トーナメント１回戦

　女子団体準々決勝

　男子団体準々決勝

　女子個人準決勝

　男子個人準決勝

　女子団体準決勝

　男子団体準決勝

　女子個人決勝

　男子個人決勝

　女子団体決勝

　男子団体決勝
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【カメイアリーナ仙台
　　　　　　（仙台市体育館）】
仙台市太白区富沢１丁目4-1
TEL 022-244-1111

－会場への交通－
・仙台市営地下鉄南北線「富沢駅」
　（徒歩７分）550ｍ

・東北自動車道
　仙台南ICから国道286号線経由　約７㎞
　（約16分）
・仙台南部道路
　長町ICから　約５㎞（約13分）

陸上競技弓道

開  会  式
８月１日（火）９:00～
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

閉  会  式
8月４日（金）13:20～
カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）

競技日程

期日 ８月１日（火） ８月２日（水） ８月３日（木） ８月４日（金）

内容

個人予選 

９:30 

個人準決勝 

12:20 

個人決勝

13:50

団体予選 

９:00

団体トーナメント 

１回戦  　９:00

２回戦　13:40

団体トーナメント 

準々決勝  　　　９:00

５－８位決定 　10:10 

準決勝　 　　　10:50 

３－４位決定　 11:40 

決勝　　　　　12:10
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【気仙沼市総合体育館】
気仙沼市赤岩牧沢44-180
TEL 0226-21-3421

－会場への交通－
・JR大船渡線　「気仙沼駅」
　＜タクシー＞　約1,900円（12分）
　　　
・三陸自動車道
　登米東和ICから国道346号線、県道65号線
　経由44.1㎞（１時間）

・東北自動車道
　一関ICから国道284号線経由51.9㎞
　（１時間20分）

開  会  式
７月31日（月）16:00～　  気仙沼市総合体育館

閉  会  式
８月４日（金）  競技終了後　気仙沼市総合体育館

競技日程

陸上競技フェンシング

　　　　　　日程
　内容 ８月１日（火） ８月２日（水） ８月３日（木） ８月４日（金）

個人対抗
男子フルーレ
女子フルーレ

９:00～17:30 ９:00～11:00

個人対抗
男子エペ
女子エペ

11:30～17:30 ９:00～12:00

個人対抗
男子サーブル
女子サーブル

11:30～17:30 ９:00～12:00

学校対抗
男子フルーレ
女子フルーレ

12:30～17:30 ９:00～16:00
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【セキスイハイム
　　　　　　スーパーアリーナ】
宮城郡利府町菅谷字舘40-1
TEL 022-356-1122

－会場への交通－
・JR東北本線　「利府駅」
　＜バス＞　宮城交通バス「JR利府駅前」
　「菅谷青葉台線」に乗車
　「菅谷台３丁目」下車　約10分　240円
　＜タクシー＞　約1,120円（約10分）
　＜徒歩＞　　　3.9㎞

・高速道路
　仙台北部道路「利府しらかし台IC」から県道
　３号・県道270号経由3.5㎞（約５分）
　三陸自動車道「利府塩釜IC」から県道３号・
　県道270号経由５㎞（約10分）

開  会  式
８月９日（水） 15:40～　  セキスイハイムスーパーアリーナ

閉  会  式
８月12日（土） 競技終了後　ひとめぼれスタジアム宮城

競技日程

陸上競技アーチェリー

期日 内容 会場

８月９日（水）

監督会議
ひとめぼれスタジアム宮城

公式練習・用具服装検査

開会式 セキスイハイムスーパーアリーナ

８月10日（木） 団体・個人予選ラウンド

ひとめぼれスタジアム宮城
８月11日（金）

個人決勝ラウンド

個人表彰式

８月12日（土）
団体決勝ラウンド

団体表彰式・閉会式
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【仙台市新田東総合運動場
　（元気フィールド仙台）
　　　　　　　　宮城野体育館】
仙台市宮城野区新田東4丁目1-1
TEL 022-231-1221

－会場への交通－
・JR仙石線　「小鶴新田駅」
　＜徒歩＞約700m（約10分）

・仙台東部道路
　仙台東ICから県道23号線と国道４号線経由
　約７㎞（約15分）

陸上競技なぎなた

開  会  式
８月10日（木）９:20～
仙台市新田東総合運動場（元気フィールド仙台）宮城野体育館

閉  会  式
８月12日（土）13:40～
仙台市新田東総合運動場（元気フィールド仙台）宮城野体育館

競技日程

期日 内容（種目） 時間

8月10日（木） 団体試合　予選リーグ 10:30～17:50

8月11日（金）

演　技　　予選リーグ   9:30～11:40

演　技　　決勝トーナメント 11:45～12:30

個人試合　予選リーグ 13:10～16:30

個人試合　決勝トーナメント１回戦 16:40～17:20

8月12日（土）
個人試合　決勝トーナメント２回戦～決勝戦   9:30～10:10

団体試合　決勝トーナメント 10:20～13:10
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【塩釜ガス体育館】
塩竈市今宮町9-1
TEL 022-362-1010

－会場への交通－
・JR仙石線「本塩釜駅」（最寄駅）
　＜徒歩＞　約２㎞（約30分）
　＜タクシー＞　約910円（約７分）
　
・JR東北本線「塩釜駅」（最寄駅）
　＜徒歩＞約2.5㎞（約35分）
　＜タクシー＞約1,180円（約９分）

・三陸自動車道
　利府中ICから県道271号線経由　2.6㎞
　（８分）

陸上競技少林寺拳法

開  会  式
８月５日（土） ９:30～10:30　　塩釜ガス体育館

閉  会  式
８月７日（月）13:30～14:30　　塩釜ガス体育館

競技日程

期日 時間 内容

８月５日（土）

  9:30～10:30
11:10～17:45

開会式
競技　単独演武（予選）
　　　組演武（予選Ⅰ）
　　　団体演武（予選）

８月６日（日）
  9:30～16:00 競技　単独演武（準決勝）

　　　組演武（予選Ⅱ）
　　　団体演武（準決勝）

８月７日（月）

  9:30～12:25

13:30～14:30

競技　単独演武（決勝）
　　　組演武（決勝）
　　　団体演武（決勝）
閉会式


