
第 82回国民体育大会 競技会場地市町村第２次選定（案） 

 

【市町村別】 

No. 市町村名 競技・種目名 種別 開催予定施設 

１ 長野市 
サッカー 成年女子 

南長野運動公園総合球技場（長野 U スタジアム） 

長野運動公園総合運動場陸上競技場 

ボウリング 全種別 ヤングファラオ 

２ 松本市 

サッカー 少年男子 

サンプロアルウィン（松本平広域公園総合球技場） 

松本平広域公園芝生グラウンド 

松本平広域公園球技場 

松本市サッカー場 

バレーボール 6人制 
成年男子 

成年女子 
松本市総合体育館 

自転車 トラック・レース 全種別 松本市美鈴湖自転車競技場 

軟式野球 成年男子 
松本市野球場 

松本市四賀野球場（仮称） 

なぎなた 全種別 松本市総合体育館 

３ 上田市 
ハンドボール 少年男子 上田市自然運動公園総合体育館 

軟式野球 成年男子 県営上田野球場 

４ 飯田市 高校野球 軟式  綿半飯田野球場 

５ 諏訪市 軟式野球 成年男子 しんきん諏訪湖スタジアム 

６ 中野市 剣道 全種別 中野市民体育館 

７ 大町市 
サッカー 少年女子 

大町市運動公園サッカー場 

大町市運動公園陸上競技場 

バレーボール 6人制 少年男子 大町市運動公園総合体育館 

８ 茅野市 軟式野球 成年男子 茅野市運動公園野球場 

９ 塩尻市 
バドミントン 全種別 塩尻市新体育館（仮称） 

銃剣道 全種別 塩尻市新体育館（仮称） 

10 佐久市 

軟式野球 成年男子 佐久総合運動公園野球場 

柔道 全種別 長野県立武道館 

空手道 全種別 長野県立武道館 

11 千曲市 ハンドボール 全種別 

千曲市更埴体育館（ことぶきアリーナ千曲） 

千曲市戸倉体育館 

千曲市戸倉上山田中学校体育館 

12 東御市 
ボクシング 全種別 東御中央公園第一体育館 

ハンドボール 成年女子 東御中央公園第一体育館 

 

審議事項 １ 



 

No. 市町村名 競技・種目名 種別 開催予定施設 

13 安曇野市 
バレーボール 6人制 少年女子 安曇野市新設体育館（仮称） 

ウエイトリフティング 全種別 安曇野市三郷文化公園体育館 

14 富士見町 自転車 ロード・レース 全種別 富士見町特設自転車ロード・レースコース 

15 高森町 カヌー 
スラローム 

全種別 高森町新設カヌー競技場 
ワイルドウォーター 

15市町 16競技 

（留意事項） 

１ 開催予定施設は、今後中央競技団体視察の視察結果等により、会場の追加・変更等が生じる場合が

ある。 

２ 本県が開催予定の第 82回大会の実施競技は、（公財）日本スポーツ協会において、2021年３月末ま

でに正式決定となる予定のため、実施競技（種目・種別を含む。）が変更になる可能性もある。 



 

【競技別】 

No. 競技・種目名 種別 市町村名 開催予定施設 

１ サッカー 

成年女子 長野市 
南長野運動公園総合球技場（長野 U スタジアム） 

長野運動公園総合運動場陸上競技場 

少年男子 松本市 

サンプロアルウィン（松本平広域公園総合球技場） 

松本平広域公園芝生グラウンド 

松本平広域公園球技場 

松本市サッカー場 

少年女子 大町市 
大町市運動公園サッカー場 

大町市運動公園陸上競技場 

２ ボクシング 全種別 東御市 東御中央公園第一体育館 

３ バレーボール 6人制 

成年男子 

成年女子 
松本市 松本市総合体育館 

少年男子 大町市 大町市運動公園総合体育館 

少年女子 安曇野市 安曇野市新設体育館（仮称） 

４ ウエイトリフティング 全種別 安曇野市 安曇野市三郷文化公園体育館 

５ ハンドボール 

全種別 千曲市 

千曲市更埴体育館（ことぶきアリーナ千曲） 

千曲市戸倉体育館 

千曲市戸倉上山田中学校体育館 

成年女子 東御市 東御中央公園第１体育館 

少年男子 上田市 上田市自然運動公園総合体育館 

６ 自転車 
トラック・レース 全種別 松本市 松本市美鈴湖自転車競技場 

ロード・レース 全種別 富士見町 富士見町特設自転車ロード・レースコース 

７ 軟式野球 成年男子 

松本市 
松本市野球場 

松本市四賀野球場（仮称） 

上田市 県営上田野球場 

諏訪市 しんきん諏訪湖スタジアム 

茅野市 茅野市運動公園野球場 

佐久市 佐久総合運動公園野球場 

８ 柔道 全種別 佐久市 長野県立武道館 

９ バドミントン 全種別 塩尻市 塩尻市新体育館（仮称） 

10 剣道 全種別 中野市 中野市民体育館 

11 カヌー 
スラローム 

全種別 高森町 高森町新設カヌー競技場 
ワイルドウォーター  

 

 

 



 

No. 競技・種目名 種別 市町村名 開催予定施設 

12 空手道 全種別 佐久市 長野県立武道館 

13 銃剣道 全種別 塩尻市 塩尻市新体育館（仮称） 

14 なぎなた 全種別 松本市 松本市総合体育館 

15 ボウリング 全種別 長野市 ヤングファラオ 

16 高校野球 軟式  飯田市 綿半飯田野球場 

15市町  16競技 

（留意事項） 

１ 開催予定施設は、今後中央競技団体視察の視察結果等により、会場の追加・変更等が生じる場合が

ある。 

２ 本県が開催予定の第 82回大会の実施競技は、（公財）日本スポーツ協会において、2021年３月末ま

でに正式決定となる予定のため、実施競技（種目・種別を含む。）が変更になる可能性もある。 

 

 



第 82 回国民体育大会（本大会） 競技会場地市町村 選定状況                               

No. 競技・種目名 種別 市町村名 開催予定施設 内定 

― 総合開・閉会式 ― 松本市 松本平広域公園の陸上競技場 ― 

１ 陸上競技 全種別 松本市 松本平広域公園の陸上競技場 1次 

２ 水泳 

競泳 全種別 長野市 

長野運動公園総合運動場総合市民ﾌﾟ

ｰﾙ 

（アクアウィング） 

1次 

飛込 全種別 長野市 

水球 
少年男子 

女子 
長野市 

アーティスティックスイミング 少年女子 長野市 

オープンウォータースイミング    調整中 

３ サッカー 

成年女子 長野市 

南長野運動公園総合球技場 

（長野 U スタジアム） 

長野運動公園総合運動場陸上競技場 

2次 
少年男子 松本市 

松本平広域公園総合球技場 

（サンプロアルウィン） 

松本平広域公園芝生グラウンド 

松本平広域公園球技場 

松本市サッカー場 

少年女子 大町市 
大町市運動公園サッカー場 

大町市運動公園陸上競技場 

４ テニス    調整中 

５ ボート 全種別 下諏訪町 下諏訪町漕艇場 1次 

６ ホッケー    調整中 

７ ボクシング 

成年男子 

成年女子 

少年男子 

東御市 東御中央公園第一体育館 2次 

８ 
バレーボー

ル 

6人制 

成年男子 

成年女子 
松本市 松本市総合体育館 

2次 少年男子 大町市 大町市運動公園総合体育館 

少年女子 安曇野市 安曇野市新設体育館 

ビーチバレー 

ボール 

少年男子 

少年女子 
  調整中 

９ 体操 

競技 全種別   調整中 

新体操 少年女子   調整中 

トランポリン 
男子 

女子 
  調整中 

10 バスケットボール 全種別 長野市 

真島総合スポーツアリーナ 

（ホワイトリング） 

長野運動公園総合運動場総合体育

館 

南長野運動公園総合運動場体育館 

1次 

11 レスリング 全種別 小諸市 小諸市総合体育館 1次 

12 セーリング 全種別 諏訪市 諏訪市特設セーリング会場 1次 

参 考 



No. 競技・種目名 種別 市町村名 開催予定施設 内定 

13 ウエイトリフティング 全種別 安曇野市 安曇野市三郷文化公園体育館 2次 

14 ハンドボール 

全種別 千曲市 

千曲市更埴体育館（ことぶきアリーナ千曲） 

千曲市戸倉体育館 

千曲市戸倉上山田中学校体育館 
2次 

成年女子 東御市 東御中央公園第一体育館 

少年男子 上田市 上田市自然公園体育館 

15 自転車 

トラック・レース 

成年男子 

少年男子 

女子 

松本市 松本市美鈴湖自転車競技場 2次 

ロード・レース 

成年男子 

少年男子 

女子 

富士見町 
富士見町特設自転車ロード・レースコ

ース 
2次 

16 ソフトテニス 全種別 上田市 上田市新設テニスコート 1次 

17 卓球 全種別 岡谷市 岡谷市民総合体育館（スワンドーム） 1次 

18 軟式野球 成年男子 

松本市 
松本市野球場 

松本市四賀野球場（仮称） 

2次 

上田市 県営上田野球場 

諏訪市 しんきん諏訪湖スタジアム 

茅野市 茅野市運動公園野球場 

佐久市 佐久総合運動公園野球場 

19 相撲 
成年男子 

少年男子 
木曽町 木曽町民相撲場 1次 

20 馬術 全種別   調整中 

21 フェンシング 全種別   調整中 

22 柔道 全種別 佐久市 長野県立武道館 2次 

23 ソフトボール 全種別 伊那市 

伊那スタジアム 

伊那市営野球場 

美すずスポーツ公園運動場 

富士塚スポーツ公園運動場 

高遠スポーツ公園総合運動場 

1次 

24 バドミントン 全種別 塩尻市 塩尻市新体育館（仮称） 2次 

25 弓道 全種別 飯田市 県営飯田弓道場 1次 

26 
ライフル 

射撃 

CP 成年男子   調整中 

50m、10m、AP 全種別   調整中 

BR、BP 
少年男子 

少年女子 
  調整中 

27 剣道 全種別 中野市 中野市民体育館 2次 

28 ラグビーフットボール 

15人制 少年男子 

上田市 サニアパーク菅平 1次 
7人制 

成年男子 

女子 



No. 競技・種目名 種別 市町村名 開催予定施設 内定 

29 スポーツクライミング 全種別   調整中 

30 カヌー 

スプリント 全種別   調整中 

スラローム 

全種別 高森町 高森町新設カヌー競技場 2次 
ワイルドウォーター 

31 アーチェリー 全種別 佐久市 佐久総合運動公園陸上競技場 1次 

32 空手道 全種別 佐久市 長野県立武道館 2次 

33 銃剣道 
成年男子 

少年男子 
塩尻市 塩尻市新体育館（仮称） 2次 

34 クレー射撃 成年   調整中 

35 なぎなた 
成年女子 

少年女子 
松本市 松本市総合体育館 2次 

36 ボウリング 全種別 長野市 ヤングファラオ 2次 

37 ゴルフ 

成年男子 

少年男子 

女子 

  調整中 

38 トライアスロン 
成年男子 

成年女子 
  調整中 

39 高校野球 

硬式  長野市 

南長野運動公園総合運動場野球場 

（長野オリンピックスタジアム） 

長野運動公園総合運動場県営野球

場 

1次 

軟式  飯田市 綿半飯田野球場 2次 

 （参考） 

・ 競技会場地市町村の第１次選定は、平成 30年（2018年）11月９日開催の第２回常任委員会で内定。 

・   本県が 2027年に開催予定の第 82回国民体育大会の実施競技は、（公財）日本スポーツ協会において、

2021 年３月末までに正式決定となる予定のため、実施競技（種目・種別を含む。）が変更になる可能性もある。 

・   競技会場地市町村の選定は、今後、数次にわたり選定を進めていく中で、遅くとも 2021 年３月末を目途

に選定が完了できるよう取り組む予定。 

   

 競技数 種目数 市町村数 

第１次選定 

（H30.11.9） 
１４ １８ １１ 

第２次選定 １６ １８ １５ 

調  整  中 １３ １７ ─ 

注１） 上記は、冬季競技を含まない。 

注２） 複数種目からなる競技については、一部の種目における競技会場地市町村が選定された場合で

も１競技としてカウントしている。 

注３） 市町村数は、実数ではなく、第１次・第２次選定ごとに該当する数を記載している。 


