え が お

愛顔つなぐえひめ国体競技別リハーサル大会（市町村別）
番号

1

2

市町村名

四国中央市

種別
成男

大会名称
高松宮賜杯第６０回全日本軟式野球大会（Ⅰ部）

競技施設名
28年9月10日（土）～12日（月） 浜公園川之江野球場

フェンシング

第６９回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）

28年12月23日（金）～25日（日）

ラグビーフットボール

第６４回四国高等学校ラグビーフットボール選手権大会

28年6月17日（金）・19日（日） スカイフィールド富郷

全

空手道

第３７回四国地区空手道選手権大会

28年9月4日（日）

少男

サッカー

28年10月22日（土）～26日（水） 新居浜市営サッカー場（グリーンフィールド新居浜）

全種別
少男

4

今治市

上島町

少男

サッカー

第５２回全国社会人サッカー選手権大会

28年10月22日（土）～26日（水）

ハンドボール

第２１回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

28年8月6日（土）～9日（火） 西条市総合体育館 ・ ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ

成男

軟式野球

高松宮賜杯第６０回全日本軟式野球大会（Ⅰ部）

28年9月10日（土）～12日（月） 西条市ひうち球場 ・ 西条市東予運動公園野球場

少女

ソフトボール

女子第６５回四国高等学校ソフトボール選手権大会

28年6月18日（土）～19日（日） 西条市東予運動公園多目的広場

スポーツクライミング 第31回リード・ジャパンカップ
石鎚山カップ・ボルダリング大会

29年6月10日（土）～11日（日）

全種別

ウエイトリフティング

リード

成年女子
少年女子

バスケットボール

第54回男子・第46回女子全日本教員バスケットボール選手権大会

28年8月11日（木）～14日（日） 今治市営中央体育館

全種別

自転車

第５１回全国都道府県対抗自転車競技大会

28年9月8日（木）

少年男女 ソフトテニス

平成２８年度男子第６１回全日本実業団ソフトテニス選手権大会

28年7月30日（土）～31日（日） 今治市営スポーツパークテニスコート

成年男子 軟式野球

高松宮賜杯第６０回全日本軟式野球大会（Ⅰ部）

28年9月10日（土）～12日（月） 今治市営球場

しまなみカップアーチェリー大会

28年7月17日（日）～18日（月） 今治市宮窪石文化運動公園

高松宮賜杯第６０回全日本軟式野球大会（Ⅰ部）

28年9月10日（土）～12日（月） いきなスポレク公園蛙石野球場

ロード

アーチェリー

成年男子 軟式野球

競泳

少年男子

水球

第72回国民体育大会水泳（ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ）競技中国・四国ブロック予選会

第40回（2017年度）全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ競技中四国ブロック予選会

29年7月23日（日）

男女

オープンウォータースイミング

ＥＨＩＭＥ ＯＷＳ ２０１７

H29年7月２日（日）

北条長浜海水浴場

第５２回全国社会人サッカー選手権大会

28年10月22日（土）～26日（水）

北条スポーツセンター球技場 ・ 陸上競技場

第４０回全日本都市対抗テニス大会

28年7月22日（金）～24日（日） 愛媛県総合運動公園テニスコート

体操競技

第３３回全国高等学校体操競技選抜大会

29年3月24日（金）

新体操

第３７回国民体育大会四国ブロック新体操予選大会

28年8月28日（日）

第２１回ジャパンオープンハンドボールトーナメント

28年8月6日（土）～9日（火）

少年女子

テニス
体操

第５１回全国都道府県対抗自転車競技大会

柔 道

第２２回マルちゃん杯中国・四国少年柔道大会

28年6月26日（日）

全種別

弓 道

第６３回全日本勤労者弓道選手権大会

28年6月11日（土）～12日（日） 愛媛県総合運動公園弓道場

全種別

剣 道

国民体育大会第３７回四国ブロック大会剣道競技

28年8月21日（日）

全種別

なぎなた

28年5月28日（土）～29日（日） 松山市総合コミュニティセンター体育館

全種別

ボウリング

第５７回都道府県対抗なぎなた大会
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯
第４５回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会

全種別

自転車

全種別

トラック

ゴルフ

実施しない。

高等学校野球（特別競技） 平成２８年度（第６９回）秋季四国地区高等学校野球大会

ビーチバレーボール ジャパンビーチバレーボールツアー２０１６伊予市大会

第54回男子・第46回女子全日本教員バスケットボール選手権大会

28年8月11日（木）～14日（日） ツインドーム重信

少年男子 ソフトボール

男子第６０回四国高等学校ソフトボール選手権大会

28年6月18日（土）～19日（日）

第７２回国民体育大会銃剣道競技リハーサル大会

28年8月21日（日）

2016年度全日本社会人ホッケー選手権大会

28年9月18日（日）～22日（木） 松前町ホッケー公園

第８６回全日本ボクシング選手権大会

28年11月17日（木）～20日（日）

平成２８年度全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会

28年9月10日（土）～11日（日） 愛媛県警察学校

バドミントン日本リーグ２０１６ とべ大会

28年11月18日（金）～20日（日）

成年男子 ラグビーフットボール

２０１６関西セブンズフェスティバル

28年4月9日（土）～10日（日） 久万高原町ラグビー場

成年男子 バレーボール

第２９回（平成28年度）四国６・９人制男女クラブバレーボール選手権大会

28年7月16日（土）～17日（日） 八幡浜市民スポーツセンター

銃剣道

全種別

ボクシング

成年男子

ライフル射撃

全種別

ＣＰ

バドミントン

東温市総合公園多目的グラウンド ・
東温市かすみの森公園多目的広場
ツインドーム重信
松前公園体育館
砥部町陶街道ゆとり公園体育館

成年男子 ソフトボール

第６２回全日本総合男子ソフトボール選手権大会

成年男女 ソフトテニス

平成２８年度女子第６０回全日本実業団ソフトテニス選手権大会

王子の森公園運動広場（王子の森スタジアム）
28年9月17日（土）～19日（月） 八幡浜市民スポーツパーク ・
神越コミュニティ公園グラウンド
28年7月30日（土）～31日（日） 八幡浜・大洲地区運動公園テニスコート

成年男子 ソフトボール

第６２回全日本総合男子ソフトボール選手権大会

28年9月17日（土）～19日（月） 八幡浜・大洲地区運動公園野球場

西日本カヌースプリント大会

28年11月5日（土）～6日（日） 鹿野川湖特設カヌー競技場

カヌー

スプリント

全種別

ライフル射撃

実施しない
ＣＰ

ＳＢ・ＡＲ・ＡＰ

以外 ＢＲ・ＢＰ

成年女子 バレーボール
相 撲

成年女子 ソフトボール
サッカー

少年男子 バスケットボール

－

－
内子町城の台公園特設ライフル射撃場

平成２８年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会

28年9月9日（金）～11日（日）

第２９回（平成28年度）四国６・９人制男女クラブバレーボール選手権大会

28年7月16日（土）～17日（日） 伊方スポーツセンター

第５５回全国教職員相撲選手権大会

28年8月21日（日）

内子町城の台公園体育館

第５２回全国社会人サッカー選手権大会

乙亥会館
西予市営宇和球場
28年7月29日（金）～31日（日）
西予市宇和運動公園多目的広場
28年10月22日（土）～26日（水） 丸山公園陸上競技場

第54回男子・第46回女子全日本教員バスケットボール選手権大会

28年8月11日（木）～14日（日） 鬼北総合公園体育館

第５６回実業団女子ソフトボール選手権大会

全種別

レスリング

第４２回内閣総理大臣杯平成２８年度全日本大学レスリング選手権大会

28年11月12日（土）～13日（日）

宇和島市総合体育館

全種別

卓球

平成２８年度全日本卓球選手権大会（団体の部）

28年10月14日（金）～16日（日）

宇和島市総合体育館

軟式

19 愛南町

28年9月3日（土）～4日（日） 五色姫海浜公園

成年男子 バスケットボール

女子

18 鬼北町

坊っちゃんスタジアム

28年6月18日（土）～19日（日） しおさい公園伊予市民体育館

全種別

17 宇和島市

28年10月22日（土）～23日（日）
28年10月29日（土）～30日（日）

－

第６９回四国高等学校バレーボール選手権大会

全種別

16 西予市

－

少年男子 バレーボール

成年男子 ゴルフ

15 伊方町

28年11月4日（金）～6日（日） キスケボウル

28年9月18日（日）～22日（木） しおさい公園伊予市民競技場

全種別
14 内子町

愛媛県武道館

2016年度全日本社会人ホッケー選手権大会

少年男女 ホッケー

13 大洲市

愛媛県武道館

成年男女 ホッケー

全種別

12 八幡浜市

愛媛県総合運動公園体育館

松山市総合コミュニティセンター体育館・
北条スポーツセンター体育館
28年9月6日（火）～7日（水） 松山中央公園多目的競技場

男女

11 久万高原町

大三島しまなみ特設ロード・レース・コース

少年女子

硬式

10 砥部町

玉川湖ボートコース

シンクロナイズドスイミング

少年男子

松前町

西条市西条西部体育館

第６４回四国陸上競技選手権大会
28年8月27日（土）～28日（日） 愛媛県総合運動公園陸上競技場
第５８回四国四県対抗陸上競技大会
２０１７年度愛媛県夏季記録会兼
第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会愛媛県予選 29年7月8日（土）～9日（日）
会
第40回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会水球競技四国ブロック予選会 29年7月17日（月）
アクアパレットまつやま特設プール

陸上競技

全種別

女子

9

石鎚クライミングパークＳＡＩＪＯ

28年7月24日（日）

少年男女 ハンドボール

東温市

西条市ひうち陸上競技場

第７１回国民体育大会第３７回四国ブロック大会

全種別

8

28年9月10日（土）～12日（月） 新居浜市営野球場

ボート

全種別

伊予市

新居浜市市民文化センター

全種別

ボルダリング

成年男子 サッカー

7

28年11月19日（土）～23日（水）

山岳

水 泳

松山市

28年9月17日（土）～19日（月） 新居浜マリーナ（マリンパーク新居浜）

全種別

全種別

6

伊予三島運動公園体育館

軟式野球

セーリング

全種別
5

伊予三島運動公園体育館

成男

全種別
新居浜市

西条市

会期

第５２回全国社会人サッカー選手権大会
高松宮妃記念杯第６２回全日本実業団ヨット選手権大会
第１８回全日本セーリングスピリッツ級選手権大会
２０１６年全日本セーリング選手権大会
内閣総理大臣杯第５３回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会
レディースカップ第８回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会
高松宮賜杯第６０回全日本軟式野球大会（Ⅰ部）

成男女
3

競技名（種目）
軟式野球

高等学校野球（特別競技） 第６１回全国高等学校軟式野球選手権四国地方大会

28年7月30日（土）～31日（日） 丸山公園野球場

少年女子 バレーボール

第６９回四国高等学校バレーボール選手権大会

28年6月18日（土）～19日（日）

少年男子 バスケットボール

第54回男子・第46回女子全日本教員バスケットボール選手権大会

28年8月11日（木）～14日（日）

第５２回全国社会人サッカー選手権大会

28年10月22日（土）～26日（水）

第１０回西日本飛込競技大会

28年8月27日（土）～28日（日） 高知県立春野総合運動公園水泳場

愛顔（えがお）つなぐえひめ国体馬術競技リハーサル大会

29年6月3日（土）～4日（日） 三木ホースランドパーク

カヌースラローム・ワイルドウォーター四国選手権大会

29年6月10日（土）～11日（日） 寺家カヌー競技場

平成２９年度春季本部公式大会

29年5月13日（土）～14日（日） ミロク高知射撃場

女子

サッカー
飛込

20 高知県高知市

全種別

水泳

21 兵庫県三木市

全種別

馬術

22 高知県本山町

全種別

カヌー

23 高知県芸西村

全種別

クレー射撃

スラローム
ワイルドウォーター

※ 会期は、実際に競技を開催する期日です。
※ ゴルフ競技は実施しない。

鬼北総合公園体育館
あけぼのグラウンド

