
第１次参加申込競技（５競技）

会　場　地 会　　　　　場 最寄駅

水球 大和郡山市 まほろば健康パークスイムピア奈良 近鉄「ファミリー公園前」すぐ

アーティスティック
スイミング 大阪府(門真市) 東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム 地下鉄「門真南」よりすぐ

競技

新体操

トランポリン

ＳＰ 兵庫県(宍粟市) 音水湖カヌー競技場 JR「姫路」より車２時間

ＳＬ・ＷＷ 和歌山県(北山村) 北山川特設カヌー場 JR「熊野市」より車３０分

大和高田市 オプトボウルタカダ 近鉄「大和高田」より徒歩１０分
JR「高田」より徒歩７分

奈良市 奈良国際ゴルフ倶楽部 近鉄「学園前」より車１０分

第２次参加申込競技（２６競技）

8/16 8/17 8/18

（金）（土）（日）

奈良市 ならでんフィールド JR「奈良」より車１０分
近鉄「近鉄奈良」より車７分

田原本町 奈良県フットボールセンター
近鉄「西田原本」･「田原本」より
車１０分

橿原市 奈良県立橿原公苑陸上競技場
近鉄「橿原神宮前」より徒歩１０分
近鉄「畝傍御陵前」より徒歩５分

兵庫県（三木市） ブルボンビーンズドーム（兵庫県立三木総合防災公園屋内テニス場）
山陽自動車道　三木東I.Cより車２分
神戸電鉄「緑ヶ丘」より路線バス

大阪府(高石市) 大阪府立漕艇センター 南海「羽衣」より車７分

天理市 親里ホッケー場 JR「天理」より車８分

○ ○ ○ 王寺町 奈良県立王寺工業高等学校 JR・近鉄「王寺」より徒歩１５分

桜井市 芝運動公園総合体育館 JR「三輪」より徒歩１０分

宇陀市 宇陀市総合体育館 近鉄「榛原」より車１０分

○ 橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良
近鉄「橿原神宮前」より徒歩１６分
近鉄「畝傍御陵前」より徒歩７分

○ ○ 明日香村 奈良県立橿原公苑明日香庭球場 近鉄「畝傍御陵前」より徒歩２０分

五條市 シダーアリーナ 近鉄「大和二見」より徒歩２０分

○ ○ 橿原市 佐藤薬品スタジアム
近鉄「橿原神宮前」より徒歩１０分
近鉄「畝傍御陵前」より徒歩８分

天理市 乗馬クラブクレインオリンピックパーク JR･近鉄「天理」より車２０分

○ ○ 奈良市 西部生涯スポーツセンター体育館 近鉄「富雄」より車８分

○ 五條市 シダーアリーナ 近鉄「大和二見」より徒歩２０分

広陵町 広陵健民運動場 近鉄「大和高田」より徒歩１２分

広陵町 奈良県第２浄化センタースポーツ広場運動場 近鉄「箸尾」より徒歩１０分

大和郡山市 金魚スクエア
近鉄「郡山」･「大和小泉」より
車２０分

○ ○ 橿原市 奈良県立橿原公苑弓道場 近鉄「畝傍御陵前」より徒歩５分

○ ○ 大阪府(能勢町) 国体記念スポーツセンターライフル射撃場 能勢電鉄「妙見口」より車２０分

○ 天理市 天理大学 杣之内第一体育館 JR･近鉄「天理」より徒歩１０分

天理高等学校グラウンド JR･近鉄「天理」より徒歩１５分

天理高等学校グラウンド JR･近鉄「天理」より徒歩１５分

天理親里ラグビー場 JR･近鉄「天理」より車１０分

リード 大阪府(大阪市) グラビティリサーチなんば 各線「なんば」より徒歩３分

ボルダリング 奈良市 KEY bouldering JR「奈良」より車１０分

○ ○ 宇陀市 室生運動場 近鉄「室生口大野」より徒歩２３分

大和郡山市 金魚スクエア
近鉄「郡山」･「大和小泉」より
車２０分

三重県(上野市) 三重県上野射撃場 名阪国道友生ＩＣより１２分

奈良市 ならでん武道場 JR「奈良」より車１０分
近鉄「近鉄奈良」より車７分

会　場　地 会　　　　　場 最寄駅

兵庫県(尼崎市) 尼崎スポーツの森 阪神「尼崎センタープール前」より
車１０分

第74回（第75回冬季）国民体育大会近畿ブロック大会大会日程・会場一覧

競　　技　　名 開　　催　　日

水　　　泳
7/31(水)～8/2(金) 少年男子・女子

7/21(日) 少年女子

体　　操

7/14(日) 全種別

橿原市 ジェイテクトアリーナ奈良
近鉄「橿原神宮前」より徒歩１６分
近鉄「畝傍御陵前」より徒歩７分

7/13(土) 少年女子

7/15(月) 男女

競　　技　　名

開　　催　　日

会　場　地 会　　　　　場 最寄駅
備　　考

サ　ッ　カー

8/10(土)～8/11(日) 成年男子

8/10(土)～8/11(日) 女子

8/9(金)～8/11(日) 少年男子

テ　ニ　ス　 7/13(土)～7/14(日) 成年男女

ボ　ー　ト 7/21(日) 全種別

ホ　ッ　ケー 8/23(金)～8/25(日) 全種別

ボクシング 成年男女・少年男子

バレーボール 8/24(土)～8/25(日)
成年男女

少年男女

バスケットボール
8/24(土)～8/25(日) 成年男女

奈良市 ならでんアリーナ
JR「奈良」より車１０分
近鉄「近鉄奈良」より車７分8/22(木)～8/23(金) 少年男女

ウエイトリフティング 成年男子

ハンドボール
8/24(土)～8/25(日) 成年男女

天理市 天理大学 杣之内第一体育館 JR･近鉄「天理」より徒歩１０分
8/22(木)～8/23(金) 少年男女

ソフトテニス 成年女子・少年男女

卓　　　球 8/24(土)～8/25(日) 成年男子・少年男女

軟式野球 成年男子

馬　　　術 7/6(土)～7/7(日) 成年男女・少年

少年男子

フェンシング 成年女子・少年男女

柔　　　道 女子・少年男子

ソフトボール

8/17(土)～8/19(月)
成年男子

成年女子

ライフル射撃 全種別

天理市 長柄運動公園 JR「長柄」より徒歩２０分

○ ○
少年女子

天理市8/23(金) 女子

8/23(金)・25(日) 少年男子

バドミントン 8/24(土)～8/25(日) 成年男子・少年男女

弓　　　道 全種別

スポーツクライミング 7/20(土)～7/21(日) 成年女子・少年男女

剣　　　道 成年女子・少年男女

ラグビーフットボール

8/25(日) 成年男子

8/24(土) 少年女子

アーチェリー 全種別

空　手　道 7/14(日) 全種別

クレー射撃 8/25(日) 成年男子

カ　ヌ　ー
6/22(土)～6/23(日) 全種別

6/29(土)～6/30(日) 成年男女

ボウリング 7/6(土)～7/7(日) 全種別

ゴ　ル　フ 6/26(水)～6/27(木) 少年男子

アイスホッケー 11/30(土)～12/8(日) 成年男子

《冬季大会 (第７５回)》

競　　技　　名 開　　催　　日

なぎなた


