
平成28年2月16日現在

季 № 競　技　日　程 会　場　地 競　　　技　　　会　　　場

水球 少年男子 ７月３０日（土）・３１日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園水泳場 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

シンクロナイズド
スイミング 少年女子 ７月１８日（月） 甲府市 小瀬スポーツ公園水泳場 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

成年男子 ８月１３日（土）・１４日（日） 昭和町 押原公園（天然芝グラウンド・人工芝グラウンド） 〒４０９－３８６５ 中巨摩郡昭和町押越１５００－２

女子 ８月１３日（土）・１４日（日） 韮崎市 韮崎中央公園（陸上競技場・芝生広場） 〒４０７－０００３ 韮崎市藤井町北下條２５３１

少年男子 ８月１７日（水）・１８日（木） 昭和町 押原公園（天然芝グラウンド・人工芝グラウンド） 〒４０９－３８６５ 中巨摩郡昭和町押越１５００－２

3 成年男子 ８月６日（土）・７日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園テニス場 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

4 全種別 ７月１５日（金）・１６日（土） 富士河口湖町 河口湖漕艇場 〒４０１－０３０４ 南都留郡富士河口湖町河口３１３１

成年男子 南アルプス市 県立白根高等学校第二運動場 〒４００－０２１１ 南アルプス市上今諏訪８５０－１

成年女子 南アルプス市 白根中央公園ホッケー場 〒４００－０２０６ 南アルプス市百々３４６８－６５

少年男女 甲府市 山梨学院ホッケースタジアム 〒４００－８５７５ 甲府市酒折２－４－５

6 ボクシング 成男・少男・女子 ８月１９日（金）～２１日（日） 甲府市 緑が丘スポーツ公園体育館 〒４００－０００８ 甲府市緑が丘２－８－２

成年男子 ８月２７日（土） 甲府市 甲府市総合市民会館 〒４００－０８６７ 甲府市青沼３－５－４４

成年女子 ８月２７日（土） 甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

少年男子 ８月２７日（土）・２８日（日） 甲府市 甲府市総合市民会館 〒４００－０８６７ 甲府市青沼３－５－４４

少年女子 ８月２７日（土）・２８日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

競技 全種別 ８月２７日（土）・２８日（日）

新体操 少年女子 ８月２６日（金）・２７日（土）

9 成女・少年男女 ８月２０日（土）・２１日（日） 富士吉田市 富士北麓公園体育館 〒４０３－０００５ 富士吉田市上吉田立石５０００

10 成年男子 ８月１９日（金）・２０日（土） 山梨市 県立日川高等学校ウエイトリフティング場 〒４０５－００２５ 山梨市一町田中１０６２

成年男子 山梨市 県立日川高等学校体育館 〒４０５－００２５ 山梨市一町田中１０６２

成年女子 甲州市 甲州市立塩山中学校体育館 〒４０４－００４３ 甲州市塩山下於曽１０３９－１

少年男子 甲州市 甲州市塩山体育館 〒４０４－００５３ 甲州市塩山小屋敷１８５４

少年女子 山梨市 山梨市民総合体育館 〒４０５－００１４ 山梨市上石森701

12 成男・少男・少女 ８月１３日（土）・１４日（日） 笛吹市 石和中央テニスコート 〒４０６－００３５ 笛吹市石和町広瀬５８８

13 成女・少男・少女 ８月１３日（土）・１４日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

甲府市 小瀬スポーツ公園山日ＹＢＳ球場 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

富士吉田市 富士北麓公園野球場 〒４０３－０００５ 富士吉田市上吉田立石５０００

15 成男・成女・少年 ８月２０日（土）・２１日（日） 北杜市 山梨県馬術競技場 〒４０８－００４４ 北杜市小淵沢町１００６０－３

16 成女・少男・少女 ８月２０日（土）・２１日（日） 甲府市 甲府市総合市民会館 〒４００－０８６７ 甲府市青沼３－５－４４

17 成女・少男・少女 ８月２１日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園武道館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

成年男子 甲斐市 双葉スポーツ公園グラウンド 〒４００－０１０８ 甲斐市岩森２７３２

成年女子 甲府市 小瀬スポーツ公園球技場 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

少年男子 甲斐市 釜無川スポーツ公園グラウンド 〒４００－０１１７ 甲斐市西八幡３８４３

少年女子 中央市 中巨摩地区第二公園グラウンド 〒４０９－３８１４ 中央市町之田２８６－１

19 成男・成女・少男 ８月２０日（土）・２１日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

20 全種別 ８月２１日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園武道館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

21 全種別 ８月２０日（土）・２１日（日） 埼玉県長瀞町 埼玉県長瀞射撃場 〒３６９－１３０２ 埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷2395-1

22 成女・少年男女 ８月１４日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園武道館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

成男・少男 南アルプス市 御勅使南公園ラグビー場 〒４００－０２０６ 南アルプス市六科１５８８－２

女子 山梨市 （株）東京洗染機械製作所ラグビー場 〒４０５－００１２ 山梨市東後屋敷７０７－１

リード

ボルダリング

スプリント 全種別 ７月１７日（日） 富士河口湖町 精進湖カヌー競技場 〒４０１－０３３６ 南都留郡富士河口湖町精進

スラローム

ワイルド
ウォーター

26 全種別 ８月２１日（日） 甲斐市 敷島総合公園多目的運動場 〒４００－０１２１ 甲斐市牛句２８１４

27 全種別 ８月２７日（土） 甲府市 小瀬スポーツ公園武道館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

28 成年 ８月２１日（日） 神奈川県伊勢原市 神奈川県営伊勢原射撃場 〒２５９－１１４１ 神奈川県伊勢原市上粕屋２３８０

29 少年女子 ７月１７日（日） 甲府市 小瀬スポーツ公園武道館 〒４００－０８３６ 甲府市小瀬町８４０

30 全種別 ７月１６日（土）・１７日（日） 甲斐市 ダイトースターレーン双葉 〒４００－０１０６ 甲斐市下今井３６８１－１

31 少年男子 ７月１１日（月）・１２日（火） 富士河口湖町 富士桜カントリー倶楽部 〒４０１－０３０３ 南都留郡富士河口湖町小立７１８７－４ 

成年男子 １２月２４日（土）・２５日（日）

少年男子 １２月１７日（土）・１８日（日）
甲府市小瀬町８４０

東京都青梅市御岳本町３１０

アーチェリー

冬
季
32 アイスホッケー 甲府市 小瀬スポーツ公園アイスアリーナ 〒４００－０８３６

〒１９８－０１７３
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山岳 成女・少年男女

25 カヌー
男子・女子

1

ボウリング

7

住　　　　　　　　　　所

小瀬スポーツ公園体育館 〒４００－０８３６

競　　　      技

サッカー

水泳

甲府市 甲府市小瀬町８４０

剣道

８月２０日（土）～２２日（月）

東京都青梅市

空手道
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テニス

ボート

5 ホッケー

卓球

ウエイトリフティング

2

多摩川特設コース

14 軟式野球 成年男子

柔道

24

６月５日（日）

23 ラグビーフットボール ８月２６日（金）～２８日（日）

バレーボール

甲府市 緑が丘スポーツ公園体育館

ソフトテニス

バドミントン

馬術

ライフル射撃

〒４００－０００８ 甲府市緑が丘２－８－２

バスケットボール

8

11 ハンドボール ８月１８日（木）～２１日（日）

ゴルフ

８月２０日（土）・２１日（日）

18 ソフトボール ８月１９日（金）～２２日（月）

フェンシング

なぎなた

７月３０日（土）・３１日（日）

弓道

クレー射撃


