ハンドボール競技会
監督・選手へのご案内
（成年女子・少年女子）

会

期 令和４年 10 月 6 日（木）～10 日（月）

会

場 下野市石橋体育センター
野木町立野木中学校体育館

いちご一会とちぎ国体下野市実行委員会・いちご一会とちぎ国体野木町実行委員会
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監督・選手の皆さんへ
第 77 回国民体育大会（いちご一会とちぎ国体）ハンドボール競技会への御出場、
誠におめでとうございます。皆様の御来会にあたり、次のとおりお知らせいたします
ので、事前に御確認いただき、御来場くださいますようお願いいたします。

１ 参加申込に関する書類等の提出について
（１）「監督・選手」参加申込書
各都道府県体育・スポーツ協会を通じ、参加申込システムを利用してご登録をお願いします。
①参加申込期限：令和 4 年 9 月 7 日（水）１７時００分まで
②申込について
期限間際になると、申込件数が多くなり、申込受理にかかる点検・確認作業が増大するとともに、受
理作業に遅れが生じるおそれがありますので、8 月 31 日（水）までに参加申込手続にいただきますよう
ご協力をお願いいたします。
（２）チーム役員参加申込書
①申込様式：様式第 1 号
②申 込 先：下記（ア）及び（ウ）宛てに、Ｅメールで申込をお願いします。
③申込期限：令和 4 年 9 月 7 日（水）１７時００分まで
④そ の 他
・申請に係る様式を栃木市実行委員会ホームページに掲載しております。
※この申込内容については大会プログラム「参加チーム一覧表」並びに公式記録用紙に掲載いたします。
（３）臨時トレーナー参加申込書
①申込様式：様式第２号
②申 込 先：下記（ア）及び（ウ）宛てに、Ｅメールで申込をお願いします。
③申込期限：令和 4 年 9 月 16 日（金）１７時００分まで
④変更期限：令和 4 年 9 月 22 日（木）１７時００分まで
⑤そ の 他
・申請に係る様式を栃木市実行委員会ホームページに掲載しております。
・チーム役員とは別に臨時トレーナーを臨時トレーナー席に常駐させる場合は、事前申請が必要です。
・申請チームには IＤカードを交付します。
※臨時トレーナーについては大会プログラム「参加チーム一覧表」並びに公式記録用紙には掲載されません。
（４）ユニホーム写真の送付について
今年度に限り、ユニホームを写真で規定のものであるか確認を行います。
別紙『ユニホーム撮影方法』で示したとおり、競技に使用する全種類のユニホームを指定された撮影方法
で写真を撮り、下記のとおり申込を行ってください。
①申 込 先：下記（ア）及び（ウ）宛てに、先ずはＦＡＸをし、原本は文書で（ウ）宛てに郵送を
お願いします。
②FAX 送付期限：令和 4 年 9 月 16 日（金）１７時００分まで
③そ の 他
・申請に係る様式を栃木市実行委員会ホームページに掲載しております。
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（５）ユニホーム色変更届
①申込様式：様式第３号
②申 込 先：下記（ア）、（イ）及び（ウ）宛てに、先ずはＦＡＸをし、原本は文書で（ウ）宛て
に郵送をお願いします。
③申込期限：令和 4 年 10 月 4 日（火）１７時００分まで
④そ の 他
・申請に係る様式を栃木市実行委員会ホームページに掲載しております。
・参加申込システム締切日以降に、変更しなければならない事情が起きた場合に、申込が必要です。
（６）氏名字体等訂正届
①申込様式：様式第４号
②申 込 先：下記（ア）、（イ）及び（ウ）宛てに、先ずはＦＡＸをし、原本は文書で（ア）宛て
郵送をお願いします。
③申込期限：令和 4 年９月 16 日（金）１７時００分まで
④そ の 他
・申請に係る様式を栃木市実行委員会ホームページに掲載しております。
・参加申込システム締切日以降に、氏名の字体を訂正しなければならない事情が起きた場合は、申
込が必要です。
（７）参加選手変更「交代・棄権届」について
参加申込み締切後の監督・選手の変更は、死亡、疾病、傷害、転勤等の特別な場合のみ認めま
す。変更手続きを行う場合は下記のとおり手続きをお願いします。
①申 込 先：当該都道府県体育・スポーツ協会を通じて下記（ア）、（イ）及び（ウ）宛てに、文書
で送付をお願いします。
②申込期限：令和 4 年 10 月 4 日（火）17 時 00 分まで
③そ の 他
・申請に係る様式を栃木市実行委員会ホームページに掲載しております。
【各種申請に係る様式のダウンロード先】
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会栃木市実行委員会ホームページ
ＵＲＬ：https://www.city.tochigi.lg.jp/site/kokutai/
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（８）申込先及び問合せ先
（ア）（全種別）
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番２号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE ６Ｆ
公益財団法人日本ハンドボール協会
TEL：03-6709-8940

FAX：03-6709-8941

メールアドレス：kokutai@japan-handball.jp
（イ）（全種別）
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 県庁舎北別館 3 階
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会事務局
（栃木県国体・障害者スポーツ大会局）
TEL：028-623-3845 / FAX：028-623-3527
（ウ）（全種別）
〒328-0043 栃木県栃木市境町 19-3
いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会栃木市実行委員会事務局
（栃木市総合政策部国体推進課）
TEL：0282-21-2022

FAX：0282-21-2023

ハンドボール競技代表メールアドレス：kokutai-kyougi@city.tochigi.lg.jp
栃木市実行委員会ホームページＵＲＬ：https://www.city.tochigi.lg.jp/site/kokutai/

-3-

２ 来会意向調査について（計画輸送、駐車場、事前練習会場）
選手団の計画輸送、駐車場管理及び事前練習希望調査についてインターネットを利用し調査を行いますの
で、下記ホームページにて必要事項の回答をお願いします。
（１）回 答 先：

ＱＲコード

下記ホームページよりご回答ください。
URL：https://forms.gle/vCSd6Nbj1Uph5n7R8

※ホームページは
８月８日（月）
オープン予定です

（２）回答期限：令和 4 年８月２３日（火）まで
※男子種別と女子種別で回答期限が異なりますのでご注意ください。
（３）そ の 他
全チーム、出場種別ごとに回答願います。
※計画輸送については、5 ページを参照願います。
※駐車場については、7 ページを参照願います。
※練習会場については、8 ページを参照願いします。
（４）来会意向調査に関する問合せ先
野木町・下野市ハンドボール 輸送・弁当センター（平日 9:00-17:00）
TEL：080-4431-6350
e-mail：handw@tsp-work.jp
３ 配付予定物について
選手・監督向けの IＤカード、参加章、記念品、プログラムを事前に宿舎に配送します。宿舎にてお受け取り
ください。
４ 監督・代表者会議について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため監督・代表者会議は今年度については実施いたしません。
必要な事項については別途通知をお送りしますので、内容をご確認のうえ、ご不明な点は通知内の問合せ
先までお問合せください。
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5 計画輸送・宿泊・弁当について
（１）監督・選手の輸送
①出発地から宿泊場所への移動
出発地から宿泊場所までの計画輸送は行いませんのでご了承願います。
（交通費は、チームのご負担となります。）
②競技会場・練習会場等への移動【10 月 4 日（火）～10 月 10 日（月）】
（ア）持込車両による自主移動
持込車両で来会されるチームは、自主移動をお願いします。
※交通費はチームのご負担となります。
来会意向調査に基づき、事前に駐車許可証をお渡しいたします。
（イ）計画輸送（バス）について
来会意向調査で希望するチームを対象に、バスによる計画輸送を行います。
計画輸送は利用範囲が決められており、下記区間以外ではご利用になれません。
【利用可能範囲】
宿

舎

⇔

競技会場、練習会場

練習会場

⇒

競技会場

競技会場

⇒

JR 石橋駅または JR 野木駅（各チームの最終日のみ）

※出発時刻等計画輸送の詳細は、来会意向調査後にご連絡させていただきます。
※関連ページ： ２ 来会意向調査について（Ｐ4 参照）
6 駐車場について（Ｐ7 参照）
（２）宿泊の申込
宿泊のお申込みにつきましては、各都道府県スポーツ協会を通じ各競技団体へ申込みＩＤ及びパスワー
ドが既に通知済みです。
※宿泊本申込みは７月 1 日（金）から始まっており、締切は８月 3０日（火）までとなっておりますの
で、忘れずにお申込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、宿泊のお申込みにつきましては、下記事項にご留意願います。
【申込にかかる留意事項】
 宿舎事情が厳しいため、競技会場から車で一時間以上離れた宿舎を含めた広域配宿を予定してお
ります。
 規定の人数でお申込ください。
 宿舎の事情によりシングルルーム等の希望に添えない場合があります。
 食事の時間については、入宿前に宿泊施設へご確認ください。
 朝食提供時間がご希望に添えない場合がございます。
 食事が仕出し/弁当対応となる宿泊施設への配宿にご協力をお願いいたします。
 駐車場に限りがあるため、予めご了承ください。
 駐車場利用については、宿泊料金とは別に駐車料金が必要な場合があります。
 宿泊施設に洗濯機・乾燥機が無い場合もあります。
 周辺コインランドリーの有無も含めて、入宿前に宿泊施設へご確認ください。
 喫煙・禁煙等のご希望に添えない場合があります。
 持込車両やレンタカーでの自主移動にご協力をお願いいたします。
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（３）弁当の申込
①申込み先
インターネットからのお申し込みとなります。
下記ホームページより「お弁当のしおり」を確認いただき、お申込みください。
URL：https://box-lunch.tsp-taiyo.jp /
ＱＲコード
※ホームページは
８月３０日（火）
オープン予定です

★いちご一会とちぎ国体下野市実行委員会 HP、いちご一会とちぎ国体野木町実行委員会 HP からもリ
ンクしています。
②申込受付期間

令和４年９月１２日（月）～９月１９日（月・祝）

③弁当に関する問い合わせ先
野木町・下野市ハンドボール 輸送・弁当センター（平日 9:00-17:00）
TEL：080-4431-6350
e-mail：handw@tsp-work.jp
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6 駐車場について
（１）競技会場（全会場共通）
①持込車両で自主移動されるチームには、来会意向調査に基づき、後日、駐車許可証を郵送します。駐
車許可証は、確認しやすい場所に掲示し、係員の指示に従って駐車してください。
※発行枚数は１チーム当たり最大５枚までとさせていただきます。
②各会場とも駐車台数に限りがありますので、駐車許可証がある場合でも、近くの臨時駐車場に駐車し
ていただく場合があります。その際には、会場入口付近で監督・選手等チーム関係者が下車した後に指
定した駐車場にご移動くださいますよう、よろしくお願いいたします。
この場合の運転手の方は、徒歩でのご来場となりますので、ご了承願います。
③応援団及びご家族等の関係者については、P11 の 10（３）チーム関係者席（応援席）欄をご覧く
ださい。
（２）練習会場
練習会場には、選手・監督用の駐車場を準備しておりますが、台数に限りがある場合がありますのでご了
承願います。なお、練習会場における駐車場位置図等は、改めて各チームにお示しいたします。
（３）注意事項
①駐車場内における事故・盗難等については、一切責任を負いかねます。
②宿舎での駐車場につきましては、各宿舎に直接お問い合わせいただきますようお願いたします。
③競技会場及び練習会場の駐車場には車両の留め置きはできません。
④施設の施錠等に伴い、駐車場の利用時間が設定されている場合がございます。
⑤車でお越しの場合は駐車台数に限りがありますので、できる限り乗り合わせて来会願います。
参考：持込車両区分
■大型バス

■中型バス

■小型バス

車両の長さが９ｍ

車両の長さが７ｍ超

車両の長さが７ｍ以下かつ座席数

以上、または座席数

～９ｍ未満、または座

が約 29 名以下のバス

が約 50 名以上のバ

席数が 30～40 名程

（含マイクロバス：乗客席数 15～

ス。

度のバス。

20 名程度のバス）
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7 練習について
（１）練習会場の役割について
いちご一会とちぎ国体では、練習会場の役割は、事前予約が必要な「公式練習場」と組合せ抽選後
にトーナメント表により自動的に割振りをされる「事前アップ場」の２つの役割を併せ持ちます。
（２）事前練習（公式練習）【要申込】
・10 月 4 日（火）、10 月 5 日（水）、10 月 6 日（木）に練習を希望されるチームは４ページのと
おり来会意向調査にて申込をお願いいたします。【事前練習を希望する】とご回答いただいたチームには、
別途メールにて、回答用 URL を送付します。
※10 月 6 日（木）は当日試合が無いチームに限ります。
・練習時間は、１チーム１時間程度となります。
・練習時間枠に限りがあるため、全チームの希望には添いかねますのでご了承ください。
（３）事前アップ【自動割り当て】
・10 月 6 日（木）から 10 日（月祝）における事前アップ場の利用は組み合わせにより機械的に割当
します。勝ち残りチームの事前アップ場の利用は各試合の終了後に勝ち残りチームに直接確認いたします。
その時点で翌日事前アップ場を利用するか否かを決めていただきます。
・「練習会場・事前アップ場割当結果」は、９月 16 日（金）頃を目途に下記 HP 上で公開します。
※いずれの HP においても同一の内容を掲載します。
URL：https://www.shimotsuke-tochigikokutai2022.jp
（下野市国体 HP）

https://www.town.nogi.lg.jp/page/dir004093.html
（野木町国体 HP）
・イメージ表（第 1 試合は事前アップの割振りはありません）
時間（目安）

場所

内容

備考

3 時間前

練習会場

練習会場を活用し、事前アップを行う

自動割振り
（キャンセル可）

2 時間前

試合会場

・試合会場に到着

会場によりアップで

・受付

使える場所は異なる

・試合会場敷地内を活用しアップを行う
1 時間前

試合会場

前の試合のハーフタイムを活用しシュート
練習を行う。

0 時間

試合会場

試合開始
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（４）試合前の競技会場でのアップについて【大会期間中（6 日～10 日）】
①第１試合のチームは、競技会場開場１５分後から試合コートにてアップ可能です。
【開場時間】
各日各会場、第１試合開始 120 分前
②各競技会場には試合前に簡単に体を動かすことができる程度のアップ場を用意しています。
③下野市石橋体育センターにつきましては、雨天時は試合会場の施設内でアップができる場所がありませ
ん。そのため、試合会場から車で５分～１０分ほどのところにご用意する事前アップ場（P8 参照）及
び前の試合のハーフタイムを活用いただくようお願いいたします。
（５）練習会場の注意事項
①各会場とも、概ね半面コートの割り当てとします。
②松ヤニの使用を禁止します。また、故意的なボールの壁あてを禁止します。
③各練習会場に練習球を 10 球のみ用意いたします。
（両面テープのみ使用可能。松ヤニ使用不可）
※練習会場では、松ヤニのついているチーム持参ボールは使用禁止です。使用が発覚した場合は、清
掃代を請求させていただきます。
④練習終了後は、体育館フロアのモップ清掃とゴミの持ち帰りをお願いします。
⑤体育館内では必ずフロアシューズを使用してください。
⑥石橋高校、石橋中学校、石橋小学校、古山小学校、野木第二中学校につきましては学校施設のた
め施設内全面禁煙とさせていただくとともに、近隣住民の方のご迷惑になりますので学校隣接地での喫
煙もお控えください。
（６）競技会場内アップ場の注意事項
①ボールは使用可能ですが、会場側で用意いたしませんので、各チームでのご用意をお願いします。
②松やにの付着したボールの使用、屋内における屋外用ボールの使用は禁止します。
③限られたスペースを複数のチームが使用しますので、譲り合いながら使用してください。
（７）その他
各会場の住所等は、13 ページの競技会場・練習会場一覧をご覧ください。
8 会場の使用上の注意について
（１）全会場の共通事項
①ＩＤカードの着用をお願いいたします。ＩＤカードは事前に宿舎に配送しますので、宿舎到着後に
お受け取りください。
※会場に入る際には、チームスタッフを含め、全ての方が着用するようにお願いします。ＩＤカードを着用し
ていない場合は、制限区域内（コート内等）に入れません。
※競技会場に限らず練習会場においても着用をお願いします。
②大会期間中における盗難等の事故について、主催者は一切責任を負いません。
※貴重品は、各チームで責任をもって管理してください。
③競技会場内で出たゴミは、原則各チームでお持ち帰りください。
④会場内のコンセント等の電源は全て使用禁止です。
⑤会場により設備が異なり、制限等を設けさせていただいておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
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（２）競技会場
●競技会場内及びコート周辺
①競技会場の開場時間は各日各会場、第１試合開始 120 分前です。それ以前の入場は一切できませ
んので、ご了承願います。
②テーピング・アイシングのサービスは行いません。
③シャワー室は使用出来ません。
④各競技会場内は土足禁止です。指定の場所でフロアシューズに履き替えてください。
⑤下野市石橋体育センターにおいては、所定の位置に喫煙所を設置します。喫煙所以外での喫煙は禁
止です。
なお、野木町立野木中学校につきましては学校施設のため施設内全面禁煙とさせていただくとともに、
近隣住民の方のご迷惑になりますので学校隣接地での喫煙もお控えください。
●選手控室
競技会場内の選手控室の使用は時間制になっています。掲示してある使用時間を厳守してください。
また、控室には鍵を設置していない場合がございますので、貴重品等はご自身での管理をお願いします。

９ 医療・救護について
（１）傷病者が発生した場合
【競技会場】
①競技会場の救護所及び救護席に配置した看護師・保健師が、必要に応じて応急処置を行います。
また、症状によって医療機関の受診及び救急搬送の必要性を判断します。救急搬送が必要であれば
救急車を手配し、医療機関へ搬送します。緊急ではないが受診が必要な場合、近隣の医療機関等の
情報を提供しますので、傷病者又は付添人ご自身での自主移動又はタクシーの手配をお願いします。
②救急搬送が必要と判断した場合は、応急処置の結果を記入した「処置記録兼診療依頼書」を傷病
者又は付添人にお渡しするので、医療機関に到着後、窓口での提出をお願いします。
③救護所の開設時間は、競技開始時間から競技終了時間までです。
④競技会場には、AED（自動体外式除細動器）を配置しています。
【練習会場】
医療機関での受診が必要な場合は、「関係機関一覧表」をご覧いただき、ご連絡の上で受診してください。
【宿舎】
①宿舎フロントへお申し出ください。
②医療機関での受診が必要な場合は、「関係機関一覧表」をご覧いただき、ご連絡の上で受診してくだ
さい。
（２）発熱等の体調不良が発生した場合
①会場入口の検温で発熱が確認された場合、発熱者はもちろんチームの入場をお断りします。対応につ
いては会場で指示をいたしますが、チームの出場は競技団体及び主催者で判断をさせていただきます。
②会場内で発熱、咳、咽頭痛等の症状が発生した場合は、係員による検温・症状聞き取りを行いますの
で、お近くの係員にお声がけください。
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③係員による検温・症状聞き取りの結果、感染症の疑いがあると判断した場合、ご自身での帰宅をお願
いします。即座の帰宅が困難な場合は、係員が会場内の待機所へ案内しますので、ご家族・関係者
等の迎えが来るまでそちらでお待ちください。
④帰宅後はご自身での医療機関の受診をお願いします。
（３）医療費等の負担について
①救護所での応急処置及び救急搬送にかかる経費は無料です。
②医療機関の受診でかかる医療費、タクシー等での移動による交通費は、すべて傷病者本人の負担とな
ります。
③医療機関での受診時に健康保険証を提示しなかった場合、医療費の全額が傷病者負担となりますの
で、受診・搬送の際は受診する傷病者本人の「健康保険証」を必ず持参してください。
（４）その他
①ドーピング防止を考慮し、救護所には内服薬は配備しません。自身で持参した薬を服用される場合は、
ドーピング禁止薬でないかを確認したうえで服用してください。
②医療機関の受診及び救急搬送で会場を離れる際は、チーム関係者の方が医療機関まで傷病者の付
き添いをお願いします。
10 新型コロナウイルス感染症感染防止対策に関する重要なお知らせ
（１）参加者の体調管理
大会への参加にあっては、参加日の１４日前から、「体調管理アプリ（GLOBAL SAFETY）」又は「体調
管理チェックシート」による、健康状態の把握・管理が必要となります。
競技会場等の受付で体調管理アプリ又は体調管理チェックシートの提示がない方及び健康状態に問題があ
る方は、選手であってもご入場をお断りさせていただきますのでご注意ください。
※詳細については各都道府県スポーツ協会に対して通知済みですので、そちらの指示に従ってください。
また、下記 URL より「いちご一会とちぎ国体競技会における新型コロナウイルス感染症 感染防止対策
ガイドライン」を閲覧できますので、そちらも併せてご確認ください。
URL: https://www.tochigikokutai2022.jp/infection-control/

（２）チームスタッフの人数制限
選手・監督以外にチームスタッフとして入場できる人数は、各チーム 4 名までです。選手・監督の ID カード
と一緒にチームスタッフのＩD カードを宿舎に配送しますので、チーム役員、臨時トレーナー、サポートスタッフ
用にご使用ください。
（３）チーム関係者席（応援席）について
石橋体育センター、野木中学校ともに、1 チームあたり 12 席の「チーム関係者席」を確保いたしますので、各
チームの関係者の方はそちらをご利用ください。
その他、一般席を 80～100 席程度ご用意する予定ですが、そちらは事前予約制となる可能性がございます。
ご予約をされていない方は、試合観戦ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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（４）ＰＣＲ検査及び抗原検査の実施について
いちご一会とちぎ国体では全競技の選手、監督、関係者などを対象に来会前 120 時間以内のＰＣＲ
検査及び大会参加日以降の抗原検査が義務付けられております。
詳細については、派遣元都道府県スポーツ協会にご確認ください。
11 その他
（１）試合速報等
○競技結果については、各競技会場内の記録速報所で配付するほか、下記インターネットサイトにて競技
記録結果を掲載しています。
○案内期間：令和 4 年 9 月上旬～
ＰＣ・スマホ（インターネット）
https://kirokukensaku.net/5NS22/index.html

ガラケー（http）
http://kirokukensaku.net/5NS22/mob/index.html
（２）実行委員会ホームページで確認していただきたい事項
●下記事項について、郵送はいたしませんので、直接、下野市実行委員会ホームページ・野木町実行委
員会ホームページにてご確認をお願いいたします。
①第７7 回国民体育大会ハンドボール競技会競技別実施要項、タイムテーブル等
②組合せ抽選結果および競技日程（9 月 11 日抽選）
※いずれのホームページにおいても同様の情報を掲載します。
URL：https://www.shimotsuke-tochigikokutai2022.jp
（下野市国体 HP）

https://www.town.nogi.lg.jp/page/dir004093.html
（野木町国体 HP）
（３）その他
○競技会場に到着した際、選手受付にお越しください。受付終了後、チーム担当者（市町職員）が競技
会場内の説明をさせていただきます。
○大会使用球については、下記のとおりです。
成年女子：モルテン社

ヌエバＸ５０００
品番：Ｈ２Ｘ５００１－ＢＷ

少年女子：ミカサ社

検定２号球
品番：HB２０００
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12 競技会場・練習会場一覧
【競技会場（成年女子・少年女子）】
№
１

施設情報

競技会場名（所在地）

コート数

下野市石橋体育センター
（〒329-0519 栃木県下野市大松山 1-7-1）

１面

野木町立野木中学校
２

アップ場
同施設内のテニスコート
旧体育館(敷地内)

（〒329-0102 栃木県下都賀郡野木町大字潤島

１面

同フロアを半分ずつ使用

800-1）
【練習会場（成年女子・少年女子）】
№
１
２
３
４

競技会場からの距離

練習会場名（所在地）

石橋体育センター

栃木県立石橋高等学校
（〒329-0511 栃木県下野市石橋 845）
下野市立石橋中学校
（〒329-0511 栃木県下野市石橋 1130）
下野市立石橋小学校
（〒329-0518 栃木県下野市花の木 1-4）
下野市立石橋古山小学校
（〒329-0519 栃木県下野市下古山 3-1-9）

野木中学校

車で約 5 分
車で約 10 分
車で約 5 分
車で約 10 分

野木町立野木第二中学校
5

（〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町大字野木

車で約 10 分

4048）
野木町体育センター
6

（〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林
571）
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車で約 5 分

○大会関係機関等連絡先一覧表
実行委員会事務局
会場地
下野市
野木町

名称

住所

いちご一会とちぎ国体

栃木県下野市笹原 26

下野市実行委員会
いちご一会とちぎ国体

栃木県下都賀郡野木町大字

野木町実行委員会

丸林 571

電話番号
0285-32-8920
0280-57-4258

競技会場
会場地

名称

下野市

下野市石橋体育センター

野木町

野木町立野木中学校

住所
栃木県下野市大松山 1-7-1

電話番号
実行委員会にお問
い合わせください。

栃木県下都賀郡野木町大字潤

実行委員会にお問

島 800-1

い合わせください

練習会場

会場地

下野市

名称

住所

栃木県立石橋高等学校

栃木県下野市石橋 845

下野市立石橋中学校

栃木県下野市石橋 1130

下野市立石橋小学校

栃木県下野市花の木 1-4

下野市立石橋古山小学校

栃木県下野市下古山 3-1-9
栃木県下都賀郡野木町大字丸

野木町体育センター

林 571

野木町

電話番号

0280-57-4187

栃木県下都賀郡野木町大字野

野木町立野木第二中学校

木 4048

輸送・宿泊弁当関係連絡先

会場地

名称

住所

【輸送】【弁当】野木町・下野市ハンドボール 輸
下野市
野木町

080-4431-6350

送・弁当センター（平日 9:00-17:00）
【宿泊】いちご一会とちぎ国体配宿センター

電話番号

栃木県宇都宮市本町 4-12
虎屋ビル 4 階

028-612-6340

近隣医療機関、平日夜間・休日診療情報等

会場地
下野市
野木町

名称

住所
右記の 2 次元バーコード

とちぎ医療情報ネット

またはインターネットで「とちぎ医療
情報ネット」を検索
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2 次元コード

≪問合せ先≫
【ハンドボール競技 成年女子・少年女子種別 】
〒329-0492 栃木県下野市笹原 26
いちご一会とちぎ国体下野市実行委員会事務局
（下野市スポーツ振興課 国体推進室内）
TEL ：0285-32-8920

FAX：0285-32-8611

E-mail：sports@city.shimotsuke.lg.jp
【担当：ハンドボール競技担当 髙橋】

≪問合せ先≫
【ハンドボール競技 成年女子・少年女子種別 】
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 571
いちご一会とちぎ国体野木町実行委員会事務局
(野木町教育委員会事務局生涯学習課 国体推進係内)
TEL

：0280-57-4258

FAX：0280-57-4914

E-mail：kokutai@town.nogi.lg.jp
【担当：ハンドボール競技担当 川俣】
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