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７　「はばたけ世界へ 南東北総体 2017」競技記録の発表範囲

No 競技 種目 団体（学校対抗） 個人

１ 陸上競技 学校対抗得点各日８位までの成績、「トラック学校対抗」
と「フィールド学校対抗」 予選から決勝までの成績

２ 体操
体操競技 全出場校の成績 全出場者の成績（個人総合、種目別）

新体操 全出場校の成績 全出場者の成績（個人、種目別）

３ 水泳

競泳 学校対抗得点各日８位までの成績 予選から決勝までの成績

飛込 学校対抗得点８位までの成績（最終日） 予選から決勝までの成績

水球 １回戦から決勝までの成績、トーナメント表

４ バスケットボール １回戦から決勝までの成績、トーナメント表

５ バレーボール 予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

６ 卓球 １回戦から決勝までの成績
トーナメント表（公開抽選後）

１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

７ ソフトテニス １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

８ ハンドボール １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

９ サッカー １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

10 バドミントン １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

11 ソフトボール １回戦から決勝までの成績
３回戦以降のトーナメント表

12 相撲 予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

13 柔道 １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

各階級１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

14 ボート 各種目予選から決勝までの成績
（クォドルプル・ダブルスカル） 予選から決勝までの成績（シングルスカル）

15 剣道 予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

16 レスリング １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

各階級１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

17 弓道 予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表 予選から決勝までの成績

18 テニス １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

19 登山 コース別全出場校の成績（閉会式当日）

20 自転車競技

各種目全出場校の成績
トラック・レース、ロード・レース学校対抗得点８位ま
での成績（終了時）
学校対抗得点８位までの成績（最終日）

各種目全出場者の成績

21 ボクシング 学校対抗得点６位までの成績（最終日） 各階級１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

22 ホッケー １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

23 ウエイトリフティング 学校対抗得点８位までの成績（最終日） 各階級全出場者の成績
（トータル・スナッチ・ジャークの内訳）

24 ヨット 全出場校の成績

25 フェンシング １回戦から決勝までの成績
トーナメント表

予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

26 空手道
１回戦から決勝までの成績
トーナメント表
学校対抗得点６位までの成績（最終日）

組手、形とも１回戦から決勝までの成績
トーナメント表

27 アーチェリー
予選出場校の成績
決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

予選全出場者の成績
決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

28 なぎなた 予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

予選及び決勝トーナメント１回戦から決勝までの成績
決勝トーナメント表

29 カヌー 学校対抗得点６位までの成績（最終日） 各種目予選から決勝までの成績

30 少林寺拳法 全出場校の成績 各種目全出場者の成績
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　　　８　平成29年度全国高等学校総合体育大会
実行委員会等一覧

● 県実行委員会
名称 事務局所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

山形県実行委員会
〒990-8570
山形市松波二丁目８番１号
（山形県教育庁全国高校総体推進課内）

023-630-3232 023-630-2390

宮城県実行委員会
〒980-8423
仙台市青葉区本町３-８-１
（宮城県教育庁全国高校総体推進室内）

022-211-3604 022-２１１-3522

福島県実行委員会
〒960-8043
福島市中町8-2　福島県自治会館3階
（福島県教育庁健康教育課全国高校総体推進室内）

024-521-8672 024-521-8676

和歌山県実行委員会
〒640-8585
和歌山市小松原通１-１
（和歌山県教育庁健康体育課内）

073-441-2927 073-441-3697

● 会場地実行委員会
県名 会場地市町名 開催競技種目 名　　　称 事 務 局 所 在 地 ＴＥＬ ＦＡＸ

山
　
形
　
県
　

天童市 陸上競技
バレーボール(男子) 天童市実行委員会

〒994-8510
天童市老野森一丁目１番１号
（教育委員会1階天童市市民部文化スポーツ課
全国高校総体推進係内）

023-654-1111 
内線

（871・872）
023-651-1303

酒田市 体操（体操競技） 酒田市実行委員会

〒998-0055
酒田市飯森山二丁目296-1
酒田市国体記念体育館内
酒田市教育委員会スポーツ振興課内

0234-43-6651 0234-31-5232

山形市
体操（新体操）
バレーボール(男子)
登山

山形市実行委員会
〒990-8540
山形市旅篭町二丁目３番25号
山形市教育委員会スポーツ保健課内

023-641-1212 023-634-0210

寒河江市 バレーボール(男子) 寒河江市実行委員会
〒991-0003
寒河江市大字西根字石川西３６５
寒河江市市民体育館内

0237-84-1877 0237-86-9876

新庄市

バドミントン

新庄市実行委員会
〒996-8501
新庄市沖の町10-37
新庄市教育委員会社会教育課内

0233-22-2111 
（代表） 0233-23-5600

鶴岡市 鶴岡市実行委員会
〒997-0825
鶴岡市小真木原町2-1
鶴岡市教育委員会　スポーツ課内

0235-25-8131 
（代表） 0235-25-8134

尾花沢市 尾花沢市実行委員会
〒999-4225
尾花沢市若葉町1-8-25
尾花沢市教育委員会社会教育課内

0237-22-1111 
（代表） 0237-24-0093

南陽市 ソフトボール(男子) 南陽市実行委員会
〒999-2292
南陽市三間通436-1
南陽市教育委員会社会教育課内

0238-40-3211 0238-40-3388

白鷹町

ソフトボール(女子)

白鷹町実行委員会

〒992-0892
西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地
白鷹町中央公民館内
白鷹町教育委員会生涯スポーツ係内

0238-85-6147 0238-85-2183

長井市 長井市実行委員会

〒993-0041
長井市九野本1235番地1
長井市置賜生涯学習プラザ内
長井市教育委員会生涯スポーツ課内

0238-88-5661 0238-88-5661

上山市 レスリング 上山市実行委員会

〒999-3192
上山市河崎1-1-10
上山市教育委員会
スポーツ振興課内

023-672-1111 023-672-3001

西川町 登山
カヌー 西川町実行委員会

〒990-0703
西村山郡西川町大字間沢280
西川町交流センター「あいべ」内

0237-74-3131 0237-74-3219

川西町 
米沢市 ホッケー 川西町・米沢市

実行委員会

〒999-0214
川西町大字吉田4690番地
川西町交流館内

0238-44-2843 0238-44-2261
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県名 会場地市町名 開催競技種目 名　　　称 事 務 局 所 在 地 ＴＥＬ ＦＡＸ

宮
　
城
　
県

仙台市

サッカー
剣道
弓道
なぎなた

仙台市実行委員会

〒980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目5番12号
上杉分庁舎11階
仙台市教育局総務企画部健康教育課内

022-214-8784 022-214-8054

塩竈市 少林寺拳法 塩竈市実行委員会

〒985-0052
塩竈市本町1番1号
壱番館庁舎3階
塩竈市教育委員会教育部生涯学習課
インターハイ推進室内

022-355-8770 022-365-3347

気仙沼市 フェンシング 気仙沼市実行委員会
〒988-8502
気仙沼市魚市場前1-1
気仙沼市教育委員会生涯学習課体育振興係内

0226-24-6488 0226-23-0943

多賀城市 バレーボール(女子） 多賀城市実行委員会

〒985-8531
多賀城市中央2-1-1
多賀城市教育委員会事務局生涯学習課
社会教育係内

022-368-1141
内線（545） 022-309-2460

登米市 ボート 登米市実行委員会
〒987-0602
登米市中田町上沼字西桜場18
登米市教育委員会生涯学習課内

0220-34-2698 0220-34-2504

大崎市 相撲 大崎市実行委員会

〒989-6492
大崎市岩出山字船場21番地
岩出山庁舎2階
大崎市教育委員会生涯学習課
インターハイ推進室内

0229-72-5035 0229-72-4004

柴田町 水泳（水球） 柴田町実行委員会
〒989-1604
柴田町船岡東一丁目2番65号
柴田町教育委員会スポーツ振興課内

0224-55-2030 0224-54-1420

松島町 サッカー 松島町実行委員会
〒981-0212
宮城郡松島町磯崎字浜1-2
松島町文化観光交流館（小ホール）

022-766-9381 022-766-9382

七ヶ浜町 サッカー 七ヶ浜町実行委員会
〒985-0802
宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山5-9
七ヶ浜町生涯学習課スポーツ振興係内

022-357-3302 022-357-2615

利府町

バレーボール(女子） 
サッカー
アーチェリー
水泳（競泳・飛込）

利府町実行委員会
〒981-0131
宮城郡利府町青山一丁目57番地2
利府町教育委員会生涯学習課スポーツ振興班内

022-349-0070 022-767-1755

福
　
島
　
県

福島市
バスケットボール
ハンドボール
ウエイトリフティング

福島市実行委員会
〒960-8021
福島市霞町１番52号　
福島市市民会館605号室

024-563-6189 024-563-7324

郡山市 卓球
柔道 郡山市実行委員会

〒963-8601
郡山市朝日一丁目23-7　郡山市役所本庁舎5階
郡山市文化スポーツ部　スポーツ振興課内

024-924-2266 024-924-0059

会津若松市
ソフトテニス
テニス
ボクシング

会津若松市実行委員会
〒965-8601
会津若松市東栄町3番46号
会津若松市教育委員会　スポーツ推進課内

0242-85-8150 0242-85-8184

いわき市 自転車競技
（トラック・レース） いわき市実行委員会

〒970-8686
いわき市平字梅本21番地
いわき市文化スポーツ室　スポーツ振興課内

0246-22-7553 0246-22-1285

石川町 自転車競技
（ロード・レース） 石川町実行委員会

〒963-7845
石川郡石川町字高田200-2　石川町公民館内
石川町教育委員会教育課　体育振興係内

0247-26-1501 0247-26-1501

猪苗代町 空手道 猪苗代町実行委員会
〒969-3123
耶麻郡猪苗代町字鶴田141-1
猪苗代町体験交流館（学びいな）内

0242-72-0180 0242-62-5350
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平成29年度全国高等学校総合体育大会
配宿センター等一覧

● 記録センター・プレスセンター
名称 設置期間・時間 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

　　「はばたけ世界へ
　　　　　南東北総体 2017」

記録センター・プレスセンター

　　７月22日（土）
　　　　　　～8月20日（日）

9：00～21：00

　〒990-0023
　　山形市松波２丁目８-１
　　　あこや会館１階ホール

023-635-5275 023-635-5277

● 総合案内所一覧
県名 設置場所 設置期間 案内時間

山形県

ＪＲ山形駅 7月27日（木）～8月2日（水）
8月5日（土）～8月12日（土）

8:30～16:30
（最終日は除く）

ＪＲ天童駅 7月27日（木）～8月2日（水）
ＪＲ新庄駅 7月28日（金）～8月3日（木）
ＪＲ米沢駅 7月28日（金）～8月8日（火）
ＪＲ鶴岡駅 7月28日（金）～8月2日（水）
ＪＲ酒田駅 7月29日（土）～8月4日（金）

山形空港 7月27日（木）～8月12日（土） 8:00～16:00
（最終日は除く）

庄内空港 7月28日（金）～8月4日（金） 7:45～12:15

宮城県

ＪＲ仙台駅 7月28日（金）～8月4日（金） 8:45～16:30
仙台市地下鉄泉中央駅 7月29日（土）～8月1日（火） 8:45～14:00
ＪＲ気仙沼駅 7月29日（土）～8月1日（火） 8:45～14:00
ＪＲ本塩釜駅 8月4日（金）～8月7日（月） 8:30～16:30
ＪＲ塩釜駅 8月4日（金）～8月7日（月） 8:30～16:30
ＪＲ多賀城駅 7月29日（土）～7月30日（日） 8:45～14:00

ＪＲ利府駅前広場
7月28日（金）～8月3日（木）
8月 ８日（火）～8月12日（土）
8月15日（火）～8月20日（日）

8:30～16:30

福島県

ＪＲ福島駅
7月27日（木）～8月9日（水） 8:30～16:30
8月10日（木） 8:30～12:30

ＪＲ南福島駅
8月2日（水）～8月5日（土） 8:30～16:30
8月6日（日） 8:30～12:30

ＪＲ郡山駅
7月28日（金）～8月2日（水）
8月8日（火）～8月11日（金） 8:30～16:30

8月12日（土） 8:30～12:30

ＪＲ会津若松駅

7月22日（土） 12:30～16:30
7月23日（日）～7月28日（金） 8:30～16:30
7月29日（土） 8:30～12:30
8月1日（火） 12:30～16:30
8月2日（水）～8月9日（水） 8:30～16:30
8月10日（木） 8:30～12:30

JRいわき駅
7月26日（水）～7月28日（金） 8:30～16:30
7月29日（土） 8:30～12:30

石川町共同福祉施設前 7月30日（日） 8:30～12:30
石川町セブンイレブン南町店 7月30日（日） 8:30～12:30

JR猪苗代駅
7月27日（木）～7月28日（金） 8:30～17:15
7月29日（土）～7月31日（月） 7:30～16:30

● 配宿センター
名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

山形県配宿センター 〒990-0043
山形市本町2-4-3　本町ビル５階 023-673-0563 023-673-0567

宮城県配宿センター 〒980-0804
仙台市青葉区大町１-４-１　明治安田生命仙台ビル３階 022-796-5908 022-796-5909

福島県配宿センター 〒960-8043
福島市中町1-19　中町ビル4階 024-563-6371 024-563-6375

和歌山県ヨット競技配宿デスク 〒640-8033
和歌山市本町1-43　和歌山京橋ビル2階 073-432-1437 073-432-2775

※案内所の設置期間・案内時間は予定ですので、変更される場合があります。
※詳細は、各県実行委員会にお問い合わせください。
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