
第７７回国民体育大会
いちご一会とちぎ国体２０２２

令和２年５月１９日稿

いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会

鹿沼市実行委員会

概 要



大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国
民の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化
の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにしようとするもので
ある。

大会は、国民の各層を対象とする体育・スポーツの祭典である。

（１）目 的

（２）性 格

１．大会開催概要

（３）開催年

令和４年（２０２２年） ※栃木県では４２年ぶりの開催（前回:1980年）

平成30年(2018年) 福井国体 令和元年(2019年) 茨城国体

令和２年(2020年) 鹿児島国体 令和３年(2021年) 三重国体

令和４年(2022年) 栃木国体 令和５年(2023年) 佐賀国スポ

【参考】



１．大会開催概要

（４）大会愛称等

大会愛称：いちご一会とちぎ国体
大会スローガン：夢を感動へ。感動を未来へ。
マスコットキャラクター：とちまるくん

とちまるくん

（５）会 場

総合開・閉会式会場：栃木県総合スポーツゾーン
カンセキスタジアムとちぎ

競技会場：県内外26市町において開催



大会開催日：令和４年１０月１日（土）～１０月１１日（火）

大会開催期間：１１日間

※鹿沼市では会期前に公開競技を実施するとともに、国体会期後に
全国障害者スポーツ大会を開催予定であるため、長期間の大会開
催となる予定。

大 会：(公財)日本スポーツ協会、文部科学省、栃木県
各競技会：(公財)日本スポーツ協会、文部科学省、栃木県

(公財)日本スポーツ協会加盟競技団体

（６）開催時期等

（７）主 催

１．大会開催概要



（８）実施競技

１．大会開催概要

正式競技：３７競技(毎年実施36競技、隔年実施１競技）

★都道府県対抗の得点対象（天皇杯・皇后杯）となる競技。

公開競技：５競技(綱引,武術太極拳,ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ,ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ,ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ)

★都道府県代表の参加により中央競技団体主導で開催する競技。
都道府県対抗の得点対象にはならない競技。

特別競技：１競技
★高等学校野球（硬式及び軟式）のことをいい、都道府県対抗の得点
対象にはならない競技。

デモンストレーションスポーツ：３１競技(ｳｫｰｷﾝｸﾞ,ﾌｯﾄｻﾙなど）

★県内在住の方を参加対象とするスポーツイベントとして、原則、
大会会期前の1カ月間の中で開催する。
都道府県対抗の得点対象にはならない。



【正式競技】

２．鹿沼市開催競技及び競技予定会場

競技名 対象者 競技会場 開催形式

１ 卓球 全種別 TKCいちごアリーナ 単独開催

２ バレーボール
（６人制）

成年女子 TKCいちごアリーナ
共催

（宇都宮市・佐野市）

【公開競技】

【デモンストレーションスポーツ】

競技名 対象者 競技会場 開催形式

１ 武術太極拳 全種別 TKCいちごアリーナ 単独開催

競技名 対象者 競技会場 開催形式

１ ウォーキング 県内在住者 市内特設コース 単独開催



（１）趣 旨

３．鹿沼市開催競技(正式競技)リハーサル大会の概要

開催前年にリハーサル大会を行い、翌年の国体本大会の準備状
況を確認するとともに、課題や問題点を洗い出し、検証を行う機
会とする大会。

（２）各競技のリハーサル大会（予定）

競技名 大会名 及び 日程 会場

１ 卓球
名称：全日本卓球選手権大会（団体の部）
日程：令和３年１０月１５日～１７日（３日間）

TKCいちごアリーナ

２ バレーボール
名称：第76回国民体育大会（成年女子）
日程：令和３年８月２１日（１日間）

TKCいちごアリーナ



（１）卓 球

４．鹿沼市開催競技の概要【正式競技】

競技名 種別 競技会場及び日程 練習会場(予定)

卓 球

全種別

【会場】
TKCいちごアリーナ

【日程】
令和４年１０月１日～５日

(５日間)
★単独開催

鹿沼南高校

北犬飼中学校

津田小学校

池ノ森小学校

みなみ小学校

石川小学校



（２）バレーボール

４．鹿沼市開催競技の概要【正式競技】

競技名 種別 競技会場及び日程 練習会場(予定)

バレーボール(6人制)

成年
女子

【会場】
TKCいちごアリーナ

【日程】
令和４年１０月７日～１０日

(４日間)
★共催
・宇都宮市（少年男子・女子）
・佐野市（成年男子）

鹿沼市体育館

鹿沼高校

鹿沼東高校

鹿沼商工高校



（１）武術太極拳

４．鹿沼市開催競技の概要【公開競技】

競技名 種別 競技会場及び日程 練習会場(予定)

武術太極拳

全種別

【会場】
TKCいちごアリーナ

【日程】
令和４年９月２４日～２５日

(２日間)
★単独開催

TKCいちご
アリーナ



（１）ウォーキング

４．鹿沼市開催競技の概要【デモンストレーションスポーツ】

競技名 種別 競技会場及び日程

ウォーキング

県内
在住者

【会場】
鹿沼市内特設施設

【日程】
令和４年９月中の開催を予定(１日間)

★単独開催



第２２回全国障害者スポーツ大会
いちご一会とちぎ大会２０２２

令和２年 月 日

いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会

鹿沼市庁内推進本部

概 要



大会は、障がいのある人が競技を通してスポーツの楽しさを体験
するとともに、国民の障がいに対する理解を深め、障がいのある人
の社会参加の推進を目的とした障がい者スポーツの祭典である。

大会愛称：いちご一会とちぎ大会
大会スローガン：夢を感動へ。感動を未来へ。（国体と共通）
マスコットキャラクター：とちまるくん（国体と共通）

（１）目 的

（２）大会愛称等

１．大会開催概要



１．大会開催概要

大会開催日：令和４年１０月２９日（土）～３１日（月）
大会開催期間：３日間 ※国体の開催後に開催

総合開・閉会式場：栃木県総合スポーツゾーン カンセキスタジアムとちぎ
競技会場：県内１０市において開催

（３）会 場

（４）開催時期等

（５）主 催

（６）リハーサル大会

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、文部科学省、
栃木県、開催地市及び関係団体

大会開催日：令和４年５月２１日（土）～２２日（日）（予定）
大会開催期間：２日間



２．開催競技及び競技予定会場

（７）実施競技及び会場（鹿沼市では卓球（ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽを含む）

（身）身体障がい者が出場できる競技 （知）知的障がい者が出場できる競技 （精）精神障がい者が出場できる競技

身 知 精

ー ー ー ー カンセキスタジアムとちぎ 宇都宮市

陸上競技 ○ ○ （一財）栃木陸上競技協会 カンセキスタジアムとちぎ 宇都宮市

水泳 ○ ○ 栃木県水泳連盟 総合スポーツゾーン新屋内水泳場 宇都宮市

アーチェリー ○ 栃木県アーチェリー協会 那須烏山市大桶運動公園多目的競技場 那須烏山市

卓球（STTを含む） ○ ○ ○ 栃木県卓球連盟 TKCいちごアリーナ 鹿沼市

フライングディスク ○ ○ 栃木県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 栃木市総合運動公園陸上競技場 栃木市

ボウリング ○ 栃木県ボウリング連盟 足利スターレーン 足利市

ボッチャ ○ 栃木県ボッチャ協会 にしなすの運動公園体育館 那須塩原市

バスケットボール ○ （一社）栃木県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 総合スポーツゾーン新体育館 宇都宮市

車いすバスケットボール ○ 栃木県立県南体育館 小山市

ソフトボール ○ 栃木県ソフトボール協会 美原公園野球場・第２球場 大田原市

グランドソフトボール ○ 屋板運動場運動広場 宇都宮市

フットベースボール ○ 足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場 足利市

○ 栃木県バレーボール協会 宇都宮市清原体育館 宇都宮市

○ 宇都宮市体育館 宇都宮市

○ 佐野市たぬまアリーナ 佐野市

サッカー ○ （公社）栃木県サッカー協会 真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１ 真岡市

所在地

個

人
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技

(7)
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体

競
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(7) バレーボール

開・閉会式

障がい区分
競技名等 競技運営主管団体 会場地


