
平成２９年４月１９日

第２回常任委員会 決定

平成３０年８月３０日

名 称 変 更

第８０回国民スポーツ大会会場地市町村第一次選定

【開・閉会式】

内 容 開催予定施設

総合開・閉会式
（仮称）新青森県総合運動公園陸上競技場

【雨天時：リンクステーションホール青森】

【市町村別】

No 市町村名 競技・種目名 種 別 開催予定施設

陸上競技 全種別 （仮称）新青森県総合運動公園陸上競技場

テニス 全種別 新青森県総合運動公園テニスコート

ボクシング 全種別 青森産業会館

バレーボール
成年男子

マエダアリーナ
少年男子

ハンドボール
成年男子

盛運輸アリーナ
成年女子

１ 青森市
ソフトテニス 全種別 新青森県総合運動公園テニスコート

卓球 全種別 マエダアリーナ

ラグビーフット 青森市スポーツ広場ラグビー場

ボール（15人制） 少年男子 青森市スポーツ広場多目的グラウンド

新青森県総合運動公園球技場

アーチェリー 全種別
（仮称）新青森県総合運動公園陸上競技場

補助競技場・投てき練習場

ゴルフ
女子 青森カントリー倶楽部

少年男子 東奥カントリークラブ

トライアスロン 全種別 青森市特設トライアスロン会場

体 操
競 技 全種別

青森県武道館
新体操 少年女子

ソフトボール 成年女子
弘前市運動公園野球場

２ 弘前市
弘前市運動公園多目的運動広場

弓道 全種別 青森県武道館

空手道 全種別 青森県武道館

高等学校野球
硬式 ― 弘前市運動公園野球場

軟式 ― 岩木山総合公園野球場



No 市町村名 競技・種目名 種 別 開催予定施設

八戸市多賀多目的運動場

サッカー 少年男子 八戸市東運動公園陸上競技場

八戸市南郷陸上競技場

バスケットボール 成年男子 八戸市東体育館

レスリング 全種別 八戸市東体育館

自転車
全種別 八戸自転車競技場

３ 八戸市 トラックレース

ソフトボール 成年男子 八戸市長根公園野球場

八戸市東運動公園野球場

ラグビーフット 成年男子
八戸市多賀多目的運動場

ボール（７人制） 女子
八戸市東運動公園陸上競技場

八戸市南郷陸上競技場

ボウリング
成年男子

ゆりの木ボウル
成年女子

４ 黒石市 バドミントン 全種別 スポカルイン黒石

５ 五所川原市 バレーボール 成年女子 五所川原市民体育館

サッカー 女子
十和田市高森山総合運動公園球技場

６ 十和田市 十和田市若葉球技場

バスケットボール 少年男子 十和田市総合体育センター

相撲 全種別 十和田市相撲場

バスケットボール 少年女子 （仮称）三沢市国際交流スポーツセンター

ソフトボール 少年女子
三沢市民運動広場野球場

７ 三沢市 三沢市南山屋外運動場

ボウリング
少年男子

三沢ボウル
少年女子

８ むつ市
バスケットボール 成年女子 （仮称）むつ市総合アリーナ

フェンシング 全種別 （仮称）むつ市総合アリーナ

９ つがる市
バレーボール 少年女子 （仮称）つがる市総合体育館

柔道 全種別 （仮称）つがる市総合体育館

10 平川市 ウエイトリフティング 全種別 （仮称）平川市民体育館

11 平内町 ゴルフ 成年男子 夏泊ゴルフリンクス

スプリント 全種別 津軽白神湖特設カヌー競技場

12 西目屋村 カヌー
スラローム 全種別

ワイルド
全種別

岩木川カヌー競技場

ウォーター

13 藤崎町 なぎなた 全種別 スポーツプラザ藤崎



No 市町村名 競技・種目名 種 別 開催予定施設

14 野辺地町 ハンドボール
少年男子

（仮称）野辺地町総合体育館
少年女子

15 七戸町 剣道 全種別 （仮称）七戸町新体育館

16 東北町 ソフトボール 少年男子
東北町北総合運動公園

東北町南総合運動公園

17 五戸町 サッカー
成年男子 五戸町ひばり野公園陸上競技場

女子 五戸町ひばり野公園サッカー場

18 南部町 サッカー 成年男子 ふるさと運動公園陸上競技場

19 階上町
自転車

全種別 階上町特設ロードレースコース
ロードレース



【競技別】

No 競技・種目名 種 別 市町村名 開催予定施設

１ 陸上競技 全種別 青森市 （仮称）新青森県総合運動公園陸上競技場

五戸町
五戸町ひばり野公園陸上競技場

成年男子 五戸町ひばり野公園サッカー場

南部町 ふるさと運動公園陸上競技場

十和田市
十和田市高森山総合運動公園球技場

２ サッカー 女子 十和田市若葉球技場

五戸町 五戸町ひばり野公園陸上競技場

八戸市多賀多目的運動場

少年男子 八戸市 八戸市東運動公園陸上競技場

八戸市南郷陸上競技場

３ テニス 全種別 青森市 新青森県総合運動公園テニスコート

４ ボクシング 全種別 青森市 青森産業会館

成年男子
青森市 マエダアリーナ

５ バレーボール
少年男子

成年女子 五所川原市 五所川原市民体育館

少年女子 つがる市 （仮称）つがる市総合体育館

６ 体 操
競 技 全種別

弘前市 青森県武道館
新体操 少年女子

成年男子 八戸市 八戸市東体育館

７ バスケットボール
成年女子 むつ市 （仮称）むつ市総合アリーナ

少年男子 十和田市 十和田市総合体育センター

少年女子 三沢市 （仮称）三沢市国際交流スポーツセンター

８ レスリング 全種別 八戸市 八戸市東体育館

９ ウエイトリフティング 全種別 平川市 （仮称）平川市民体育館

成年男子
青森市 盛運輸アリーナ

10 ハンドボール
成年女子

少年男子
野辺地町 （仮称）野辺地町総合体育館

少年女子

11 自転車
トラックレース 全種別 八戸市 八戸自転車競技場

ロードレース 全種別 階上町 階上町特設ロードレースコース

12 ソフトテニス 全種別 青森市 新青森県総合運動公園テニスコート

13 卓球 全種別 青森市 マエダアリーナ

14 相撲 全種別 十和田市 十和田市相撲場

15 フェンシング 全種別 むつ市 （仮称）むつ市総合アリーナ

16 柔道 全種別 つがる市 （仮称）つがる市総合体育館



No 競技・種目名 種 別 市町村名 開催予定施設

成年男子 八戸市
八戸市長根公園野球場

八戸市東運動公園野球場

成年女子 弘前市
弘前市運動公園野球場

17 ソフトボール
弘前市運動公園多目的運動広場

少年男子 東北町
東北町北総合運動公園

東北町南総合運動公園

少年女子 三沢市 三沢市民運動広場野球場

三沢市南山屋外運動場

18 バドミントン 全種別 黒石市 スポカルイン黒石

19 弓道 全種別 弘前市 青森県武道館

20 剣道 全種別 七戸町 （仮称）七戸町新体育館

成年男子
八戸市多賀多目的運動場

7人制
女子

八戸市 八戸市東運動公園陸上競技場

21
ラグビー 八戸市南郷陸上競技場

フットボ 青森市スポーツ広場ラグビー場

ール 15人制 少年男子 青森市 青森市スポーツ広場多目的グラウンド

新青森県総合運動公園球技場

スプリント 全種別 津軽白神湖特設カヌー競技場

22 カヌー スラローム 全種別 西目屋村
ワイルド

全種別
岩木川カヌー競技場

ウオーター

23 アーチェリー 全種別 青森市
（仮称）新青森県総合運動公園陸上競技

場補助競技場・投てき練習場

24 空手道 全種別 弘前市 青森県武道館

25 なぎなた 全種別 藤崎町 スポーツプラザ藤崎

成年男子
八戸市 ゆりの木ボウル

26 ボウリング
成年女子

少年男子
三沢市 三沢ボウル

少年女子

成年男子 平内町 夏泊ゴルフリンクス

27 ゴルフ 女子 青森市 青森カントリー倶楽部

少年男子 東奥カントリークラブ

28 トライアスロン 全種別 青森市 青森市特設トライアスロン会場

29 高等学校野球
硬式 ―

弘前市
弘前市運動公園野球場

軟式 ― 岩木山総合公園野球場



（留意事項）

１ 開催予定施設は、競技が開催できる能力を有する施設として判断したものであり、

今後、中央競技団体視察の結果等により、会場の追加・変更等が生じる場合がある。

２ 隔年実施競技（ボクシング、クレー射撃）の実施順序については、平成２９年７

月に日本体育協会で決定となる予定のため、決定状況によっては再調整する場合も

ある。


