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選手・監督の皆さんへ 

第 74回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）ハンドボール競技会への

ご出場，誠におめでとうございます。 

皆さんのご来会にあたり，次のとおりお知らせがありますので，事前に

ご確認いただき，ご来場くださいますよう，よろしくお願いいたします。 

皆様のご来会を，心よりお待ちしております。 

 

 

 

１ 参加申込みに関する書類等の提出について 

(１)「選手・監督」参加申込書 

●各都道府県体育協会を通じて，参加申込システムを利用してご登録願います。 

①参加申込期限  令和元年８月２９日（木）１７時００分 

②システム停止期日  令和元年９月 ４日（水）１７時００分 

注意：９月４日は受理作業を含めたすべての申込手続きの完了期日 

です。この時刻で，申込システムが自動的に停止します。 

③各ブロックへのお願い 

 ８月下旬になると，申込み件数が多くなり，申込み受理にかかる点検・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。極力，８月２９日(木)までの申込

みに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 ３ページ【申込先及び問合せ先】の(ア)及び(ウ)宛てに，Ｅメールで申込み

をお願いいたします。 

③申込期限 新規：令和元年８月２９日（木）１７時００分まで 

        変更：令和元年１０月１日（火）１７時００分まで 

④その他 ・申込みに係る様式を守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会のホームペ

ージに掲載しております。 

・この申込み内容については，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ので，ご了承願います。 

 

(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 ３ページ【申込先及び問合せ先】の(ア)及び(ウ)宛てに，Ｅメールで申込    
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をお願いいたします。 

③申込期限 新規：令和元年９月２７日（金）１７時００分まで 

        変更：令和元年１０月１日（火）１７時００分まで 

④その他 ・申込みに係る様式を守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会ホームペー

ジに掲載しております。 

・トレーナーをチーム役員とは別に臨時トレーナー席に常駐させる場合は，

ＩＤカードを交付するので事前申請が必要です。このＩＤカードが無い

と競技会場内に入れません。 

・トレーナーを「チーム役員」として申込みしている場合は，この申込書

の提出は不要です。 

・臨時トレーナー申込みの最終期限は，１０月１日(火)までですが，ＩＤ

カードの交付ができない場合がありますので，できる限り９月２７日

(金)までの申請をお願いいたします。 

・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) ユニホーム色変更届 

●選手・監督の参加申込システム停止期日（９月４日(水)１７時００分）以降に，変更しなけ

ればならない事情が起きた場合に，届出をお願いいたします。 

①申込様式 様式第３号 

②申込先 ３ページ【申込先及び問合せ先】の(ア)，(イ)及び(ウ)宛てに，先ずＦＡＸ

をし，原本は文書で郵送をお願いいたします。 

③申込期限 令和元年９月２７日（金）１７時００分まで 

       ※最終：令和元年１０月１日（火）１７時００分まで 

④その他 ・申込みに係る様式を守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会のホームペ

ージに掲載しております。 

・ユニホームの変更の最終期限は，１０月１日(火)までですが，代表者会

議等の資料に反映させる都合上，できる限り９月２７日(金)までの申請

をお願いいたします。 

 

(５) 氏名字体等訂正届 

●選手・監督の参加申込システム停止期日（９月４日(水)１７時００分）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に，届出をお願いいたします。 

なお，選手・監督の変更については，競技別実施要項に記載の通り，特別な場合のみとなり

ます。その場合，別途「交代・棄権届」の提出をお願いいたします。 

①申込様式 様式第４号 

②申込先 ３ページ【申込先及び問合せ先】の(ア)，(イ)及び(ウ)宛てに，先ずＦＡＸ

をし，原本は文書で郵送をお願いいたします。 

③申込期限 令和元年９月２７日（金）１７時００分まで 

※最終：令和元年１０月１日（火）１７時００分まで 

④その他 ・申込みに係る様式を守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会のホームペ
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ージに掲載しております。 

・参加申込み締切〈９月４日(水)〉以降の届出分は，大会プログラムには

反映できない場合がありますので，ご了承願います。 

・代表者会議等の資料に反映させる都合上，９月２７日(金)まで届け出をお願

いいたします。 

 

(６) 参加選手変更「交代・棄権届」について 

●所属体育・スポーツ協会にお問い合わせください。 

 

【申込先及び問合せ先】 

(ア)全種別：公益財団法人 日本ハンドボール協会 

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 14番地 1 第 2田中ビル 7 階 

【TEL】03-6709-8940 ／【FAX】03-6709-8941 

【E-mail】kokutai@japan-handball.jp 

(イ)全種別：いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会事務局 

（茨城県いばらき国体推進局 国体競技式典課 競技グループ） 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番地 6 

【TEL】029-301-5375 ／【FAX】029-301-5398 

(ウ)全種別：いきいき茨城ゆめ国体 守谷市・常総市・坂東市実行委員会事務局 

〒303-0034 茨城県常総市水海道天満町 4684 番地 

【TEL】0297-21-5120 ／【FAX】0297-21-5122 

【E-mail】mjb@kokutai-hand.com（ハンドボール競技担当：下田尾・谷口） 

 

２ 各種調査について 

(１) 来会意向調査（計画輸送・駐車場関連） 

●この調査は，選手団の計画輸送や駐車場管理など，競技会の運営に万全を期するために実

施いたします。 

①提出様式   様式第５号（全種別） 

②提出先    茨城国体ハンドボール輸送弁当センター 宛て 

（東武トップツアーズ茨城南支店内） 

【FAX】029-835-3205 ／ 【E-mail】mjb_yuso.bento@tobutoptours.co.jp 

③提出期限   令和元年８月３１日（土）まで  

※ただし，上記期日までに代表が決定しない成年女子の東海・北信越・中

国・九州の各ブロックについてのみ，提出期限を令和元年９月４日(水)

１７時００分までとします。 

④その他    ・申込みに係る様式を守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会ホームページに

掲載しております。 

・全チーム必ず期限までに提出願います。また，出場種別ごとに作成して，

提出してください。 

・連絡責任者は，大会期間中も含めて随時連絡を取ることができ，試合後速や

かに会場内の「チーム輸送・弁当窓口」に立ち寄れる方を，記載いただくよ
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うお願いいたします。 

・計画輸送や駐車場の詳細については，５ページ以降を参照願います。 

 

(２) 公式練習会場希望調査 

●この調査は，選手団の練習会場の予約など，競技会の運営に万全を期するために実施いた

します。 

①提出様式   様式第６号（全種別） 

②提出先    いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会事務局 

（ハンドボール競技担当：下田尾・谷口 宛て） 

【FAX】0297-21-5122 ／【E-mail】mjb@kokutai-hand.com 

③提出期限 令和元年９月１２日（木）１７時００分まで  

④その他 ・申込みに係る様式を守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会ホームページに

掲載しております。   

・全チーム必ず期限までに提出願います。また，出場種別ごとに作成して，

提出してください。 

・緊急連絡先は，競技会期間中に常に連絡がとれる連絡担当者の携帯電話を

入力頂きますよう願いします。 

・公式練習については，１２ページを参照願います。 

 

３ 監督・代表者会議について 

(１) 監督・代表者会議（開始式・歓迎オープニングセレモニー含む） 

日  時：令和元年１０月２日（水）１４時００分～  

場  所：常総市地域交流センター（１Ｆホール） 

受付時間：１３時００分～１３時５０分 

連絡事項：(ア)成年男子・成年女子・少年男子・少年女子の全４種別合同で行います。 

 (イ)監督・代表者会議の出席は，種別ごとに必ず２名でお願いいたします。 

 (ウ)各都道府県で定めた服装を着用してご出席ください。 

 (エ)試合で使用するすべての種類のユニホームを必ず持参してください。（受付

で提出願います。ルールに基づき，適合確認を行います。） 

 (オ)監督・代表者会議の出席に当たり，希望されるチームには「宿舎⇔会議会場」の

計画輸送を実施します。来会意向調査でその旨ご回答ください。 

また，持込車両の場合は，競技会場等と異なり，駐車許可証は不要です。会

議会場の住所・電話番号や駐車場等の情報は１６ページをご覧ください。 

 (カ)前回総合優勝の都道府県は「大会会長トロフィー」の返還をお願いいたします。 

 

(２) 次第（現段階の予定です。変更になる場合がありますのでご了承願います。） 

開始式 監督・代表者会議 

１ 開式通告 

２ 国旗・諸旗儀礼 

３ 大会会長トロフィー返還 

１ 開会のことば 

２ テクニカルデレゲート紹介 

  および競技上の注意 
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４ 競技会会長あいさつ 

５ 歓迎のことば 

６ 来賓紹介 

７ 選手宣誓 

８ 閉式通告 

３ 審判団紹介・競技規則について 

４ 開催地からの連絡事項 

 ① 各会場共通連絡事項 

 ② 諸連絡 

 ③ 質疑応答 

  ※なお，開始式の前に歓迎オープニングセレモニーを予定しています。 

 

(３) 配付予定物 

●監督・代表者会議では，監督・選手やチーム役員等のＩＤカード，競技会場の駐車許可 

証，競技別プログラム，参加証，記念品，歓迎袋(観光パンフ等)を，受付にて配付いたし

ます。 

 

４ 計画輸送・駐車場について 

(１) 出発地から宿泊場所への移動 

①出発地から宿泊場所までの計画輸送は実施いたしませんので，ご了承願います。交通費は

チームのご負担となります。（参考として，近隣のレンタカー会社の情報を４０ページに掲

載しています。） 

 

(２) 公式練習会場への移動 【１０月１日(火)・２日(水)・※３日(木)】 

(ア) 持込車両による自主移動 

①持込車両で来会されるチームにおいては，自主移動をお願いいたします。交通費はチー

ムのご負担となります。 

②台数に限りがありますが，駐車場所を準備しております。ただし，会場によっては，バス

の駐車場所の距離が離れている場合等がありますので，ご了承願います。（各会場の留意

事項は１６ページ以降の案内図を参照してください。） 

③公式練習会場については，競技会場と異なり，駐車許可証は不要となります。現地の係

員の指示に従って駐車願います。 

④全会場とも学校のため，生徒・児童がおります。通行時はくれぐれもご注意ください。 

 

(イ) バスによる計画輸送 

①希望するチームを対象に，バスによる計画輸送を実施いたします。来会意向調査(様式第

５号)でその旨ご回答ください。なお，バスの準備の都合上，来会意向調査回答後の計画

輸送希望・キャンセル等の変更は原則お受けできません。 

②１チームにつき小型バス１台まで(乗車人員２０人程度)とします。また，利用可能区間

は「宿舎⇔公式練習会場」のみとし，配車時間の指定はできません。目安として「練習開

始１５分前に公式練習会場到着」となる配車時間を組む予定です。 

③バス配車時間については，９月２０日(金)頃に送付予定の「練習会場割当結果」と一緒に

お知らせいたします。 

④公共交通機関等で来会され，宿舎に寄らず公式練習会場に直接来場される場合，会場ま

では自主移動でお願いいたします。会場までの交通費はチームのご負担となります。 
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(３) 監督・代表者会議への移動 【１０月２日(水)】 

(ア) 持込車両による自主移動 

①持込車両で来会されるチームにおいては，自主移動をお願いいたします。交通費はチー

ムのご負担となります。 

②監督・代表者会議会場については，競技会場と異なり，駐車許可証は不要となります。現

地の係員の指示に従って駐車願います。（会議会場駐車場は１６ページの案内図を参照。） 

 

(イ) バスによる計画輸送 

①希望するチームを対象に，バスによる計画輸送を実施いたします。来会意向調査(様式第

５号)でその旨ご回答ください。なお，来会意向調査回答後の計画輸送希望・キャンセル

等の変更は原則お受けできません。 

②１チーム２名までとし，他チームとの相乗りの可能性もありますので，ご了承ください。 

③利用可能区間は原則「宿舎⇔監督・代表者会議会場」とします。また，配車時間の指定は

できません。 

④バス配車時間については，９月２０日(金)頃に送付予定の「練習会場割当結果」と一緒に

お知らせいたします。 

 

(４) 競技会場への移動 【１０月３日(木)以降】 

(ア) 持込車両による自主移動 

①持込車両で来会されるチームにおいては，自主移動をお願いいたします。交通費はチー

ムのご負担となります。 

なお，各会場や周辺道路の事情を考慮し，可能な限り大型バスを避け，中型・小型バスで

ご来場いただけると大変助かります。ご協力お願いいたします。 

②駐車許可証を，１チームにつき「バス１台＋乗用車１台まで」または「バスの持ち込みがな

い場合は乗用車５台まで」配付いたします。来会意向調査(様式第５号)でその旨ご回答く

ださい。それに基づき，監督・代表者会議にてお渡しします。 

③競技会場へのご来場時は，必ず駐車許可証を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。 

④バスにて来会される場合，「水海道総合体育館」「坂東市総合体育館(大型・中型のみ)」

「岩井高校体育館」については，駐車スペースの関係上，近隣の臨時駐車場に駐車してい

ただきます。その際には，会場内の指定バス乗降エリアで選手等を下車させた後，指定の

臨時駐車場までご移動くださいますよう，ご協力をお願いいたします。 

なお，この際の運転手の方のご来場方法は下記のとおりとなります。 

会 場 バ ス 駐 車 場 所 来 場 方 法 

水海道総合体育館 ＪＡライスセンター 会場まで徒歩移動（約１５分） 

坂東市総合体育館 緑のスポーツ広場バス駐車場 会場まで徒歩移動（約１０分） 

岩井高校体育館 ベルフォーレ駐車場 会場までＰ＆Ｒバスによる移動 

※坂東市総合体育館は，小型(マイクロ含む)については体育館駐車場に駐車可能です。 

⑤チーム応援団及びご家族等の関係者については，一般の観覧者と同様の扱いとさせてい

ただきますので，ご了承願います。特にバスでお越しの場合，駐車場は基本的に遠方の臨

時駐車場となり，駐車台数にも限りがあります。関係者への周知をお願いいたします。 
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⑥以下の試合に該当するチームについては，周辺道路が混雑している都合上，できるだけ

「水海道有料道路」を通行して競技会場までご来場ください。通行した際は，後ほど競技

会場にて「チーム係員」が領収証と引き換えに通行料金をお支払いしますので，領収証を

忘れずにお持ちください。（領収証を失くされた場合，受領し忘れた場合等はお支払いで

きませんのでご注意ください。）なお，対象車両数は駐車許可証配付数を上限とします。 

 ３日(木) ４日(金) ５日(土) ６日(日) ７日(月) 

水海道総合体育館 １～３試合目 １～３試合目 １・２試合目 １・２試合目 １・２試合目 

坂東市総合体育館 １・２試合目 １・２試合目 １・２試合目 １・２試合目 １・２試合目 

岩井高校体育館 １・２試合目 １・２試合目 － － － 

  ※競技会場から宿舎等へ帰る場合は，対象外です。 

※水海道第二高校体育館・常総運動公園総合体育館の会場については，対象外です。 

※通行料金：普通車２１０円・大型車３２０円・特大車５８０円 

 

(イ) バスによる計画輸送 

①希望するチームを対象に，バスによる計画輸送を実施いたします。来会意向調査(様式第

５号)でその旨ご回答ください。なお，来会意向調査回答後の計画輸送希望・キャンセル

等の変更は原則お受けできません。 

②計画輸送を申し込まれたチームの連絡責任者の方については，その試合結果に関わらず，

必ず試合終了後に会場内の「チーム輸送・弁当窓口」にお越しください。 

●試合に勝ったチームについては，翌日の練習会場使用の有無を確認させてください。そ

れにより翌日の配車時間を決定し，お知らせいたします。 

●試合に負けたチーム(または１位～４位チーム)については，宿舎に帰るか，つくばエク

スプレス守谷駅に直接向かうかの確認をいたします。 

③１チームにつき小型バス１台まで(乗車人員２０人程度)とし，利用可能な移動区間，配

車時間については，下記のとおりといたします。 

 利用可能区間  

Ａ. 宿舎 ⇔ 競技会場 

Ｂ. 宿舎 →（公式練習会場）→ 競技会場 → 宿舎 

Ｃ. 宿舎 → (公式練習会場) → 競技会場 → つくばエクスプレス守谷駅 

※Ｃ.は各チーム最終日に宿舎に寄らず直接帰る場合のみ 

 配車時間のお知らせ  

・初戦日のバス配車時間については，９月２０日(金)頃に送付予定の「練習会場割当結

果」と一緒にお知らせいたします。 

・２戦目以降のバス配車時間については，上記の通り試合終了後に会場内の「チーム輸

送・弁当窓口」にて調整し，決定いたします。 

・目安として「試合開始１時間半～２時間前に競技会場到着」「試合終了４５分～１時

間後に競技会場出発」となる配車時間を組む予定です。（ただし，公式練習会場に立

ち寄って競技会場に来場される場合，割り当てられる練習時間によっては，それより

早く競技会場に到着することもあります。）バス手配の都合上，配車時間の指定はで

きませんので，ご了承ください。 
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(５) 駐車場に関する共通注意事項 

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各駐車場の詳細について，１６ページ以降の案内図をご確認ください。 

③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ください。なお，駐車台数に限

りがありますので，できる限り乗合せで来会くださるようお願いいたします。 

 

参考：持込車両区分 

 

■大型バス 

車両の長さが 9ｍ以

上，または座席数が 45

～50名程度のバス。 

■中型バス 

車両の長さが 7ｍ超～9

ｍ未満，または座席数が

25～30名程度のバス。 

■小型バス 

車両の長さが 7ｍ以下，かつ座席数が

20～25名程度のバス。（座席数 15～20

名程度のマイクロバスも含む。） 

 

■ワンボックス等（ミニバン・SUV等） 

座席と荷物室の仕切りがなく，シートは 2～

3列の配置。高さ 1ｍ60cm，幅 1ｍ70cmを超

える車両が多い。 ※タワー式パーキング

には駐車できない車両が多い。 

■乗用車（ステーションワゴン等） 

乗車定員は 6 名以下。高さ 1ｍ60cm 以下が

多く，幅は 3 ナンバーを除くと 1ｍ70cm 以

下。 ※車高により，タワー式パーキングに

駐車できない車両あり。 

 

【計画輸送・駐車場に関する問合せ先】 

(ア)計画輸送について：茨城国体ハンドボール輸送弁当センター 

（東武トップツアーズ株式会社 茨城南支店内） 

【TEL】携帯：070-1773-3393，固定：029-835-3201 

【FAX】029-835-3205 ／【E-mail】mjb_yuso.bento@tobutoptours.co.jp 

※営業時間：９時３０分～１７時３０分（土日祝除く） 

(イ)駐車場について：守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会事務局 

          競技式典・宿泊輸送グループ（担当：横川，鶴田） 

【TEL】0297-21-5120 ／【FAX】 0297-21-5122 ／【E-mail】mjb@kokutai-hand.com 

※営業時間：８時３０分～１７時１５分（土日祝除く） 

 

５ 宿泊・弁当の申込みについて 

(１) 宿泊の申込み 

①宿泊の申込みについては，インターネットを利用した事前申込です。各都道府県体育・スポ

ーツ協会を通じ，各競技団体へ申込ＩＤ及びパスワードが既に通知済みです。申込は７月

１日(月)より始まっており，締切が９月２日(月)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お願いいたします。 

②今大会は地域の宿舎事情が大変厳しいため，「１０月５日(土)宿泊分より宿替えをしていた

だく場合」や「対戦チーム同士が同宿となる場合」がございますので，ご了承願います。宿

替え対象となる宿舎については，茨城国体宿泊センターから送付される配宿決定通知にそ

の旨の記載がありますので，ご協力をお願いいたします。 

③宿替えに該当する場合，当日宿舎を出て競技会場に向かう際に，必ず荷物等をお持ちにな

り，それまでの宿泊代金をご精算の上で，出発していただくようにお願いいたします。ま

た，この場合もバスによる計画輸送は引き続き実施いたしますが，競技会場から元の宿舎

に戻ることはできかねますので，くれぐれもご注意ください。 
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 宿泊申込にかかる留意事項  

・地域の宿舎事情が厳しいため，参加規定の人数を大幅に上回る場合は分宿となる可能性

があります。既定の人数内でお申込みくださいますようにお願いいたします。 

・広域配宿(３市外の近隣市町村への配宿)となる場合があります。 

・１０月１日(火)以前宿泊分については，申込状況によっては宿替えをしていただく場合

があります。 

・公共交通機関が少ないため，なるべく持込車両でのご来会をお勧めします。 

・宿舎での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。ま

た，大型バスの駐車には制限があります。詳細は宿舎にお問い合わせください。（守谷市・

常総市・坂東市国体実行委員会では手配・問合せ等の対応はいたしません。） 

・シングルでのご希望に添えない場合があります。また，和室タイプでは，同一都道府県選

手団の相部屋でのご利用に，ご協力をお願いいたします。 

・食事が宿舎から離れた場所となる場合があります。 

・コンビニ，飲食施設，コインランドリー等の施設が周辺にない宿舎もあります。詳細は宿

舎にお問い合わせください。 

 

(２) 昼食弁当の申込み 

①昼食弁当の申込みは，インターネットを利用した事前申込みとなります。ご希望の方は，必

ず下記ホームページにて内容をご確認の上で，お申込みください。 

【URL】http://conv.toptour.co.jp/shop/evt/ikiiki2019/ 

 弁当申込にかかる留意事項  

●弁当の代金   １個８００円(税込)，お茶付き 

●申込受付期間  ９月２日(月)～９月１６日(月・祝) ２３時５９分まで 

※上記期間を過ぎてからの新規申込みと数量追加はお受けできません。 

※できるだけ参加規定の人数内でお申込みくださいますようにお願いいたします。 

●申込みのキャンセル 

１０月２日(水)１７時００分までは，上記ホームページにて受付いたします。 

また，１０月３日(木)以降は，競技会場内の「チーム輸送・弁当窓口」に申出いただくか，

「茨城国体ハンドボール輸送弁当センター」までお電話ください。 

なお，キャンセルの受付は引換前日の１７時００分までとなります。それ以降のキャン

セルはお受けできかねますので，ご了承ください。 

  ●代金の支払い 

申込受付後，ホームページにて請求書が発行されますので，９月２４日(火)までに指定の

口座へお振込みください。振込手数料等は申込者様でご負担願います。 

なお，支払い後のキャンセル分の代金は，大会終了後にご返金させていただきます。 

●当日の弁当引換 

入金確認後にホームページにて弁当引換券が発行されますので，印刷したものを競技会

場内の「チーム輸送・弁当窓口」までお持ちください。 

当日の弁当引換時間は，１１時００分～１４時００分となります。衛生上の都合により，

引換時間を過ぎた場合は，弁当の引渡しは一切できません。また，引き取りに来られなか
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った場合の代金のご返金はできかねますので，予めご了承ください。 

(注)少年男子・少年女子の１０月３日・４日の第５・第６試合に該当するチームは，試合

結果による翌日のキャンセルが，上記時間に間に合わないと思われます。ご注文の際

は，そのあたりも十分に考慮された上でご注文ください。 

 

【宿泊・弁当に関する問合せ先】 

(ア) 宿泊について：茨城国体宿泊センター 

【TEL】029-215-9240 ／【FAX】 029-215-9241 ／【E-mail】stay_kokutai2019@bsec.jp 

※営業時間：９時３０分～１７時３０分（土日祝除く） 

(イ)弁当について：茨城国体ハンドボール輸送弁当センター 

（東武トップツアーズ株式会社 茨城南支店内） 

【TEL】携帯：070-1773-3393，固定：029-835-3201 

【FAX】029-835-3205 ／【E-mail】mjb_yuso.bento@tobutoptours.co.jp 

※営業時間：９時３０分～１７時３０分（土日祝除く） 

 

６ 競技会場について 

(１) 競技会場 

①各競技会場の開場時間は，第１試合目開始の１時間３０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。競技会場に到着した際，監督・選手受付にお越しくださ

い。担当者から競技会場内の説明をさせて頂きます。 

成年男子・成年女子 

坂東市総合体育館    （１０月３日～１０月７日 ８時３０分 開場） 

県立岩井高等学校体育館 （１０月３日～１０月４日 ８時３０分 開場） 

常総運動公園総合体育館 （１０月３日～１０月６日 ８時３０分 開場） 

少年男子・少年女子 

水海道総合体育館    （１０月３日～１０月４日 ７時３０分 開場） 

（１０月５日～１０月７日 ８時３０分 開場） 

県立水海道第二高等学校体育館  （１０月３日～１０月４日 ７時３０分 開場） 

（１０月５日       ８時３０分 開場） 

②会場の使用上の注意について 

・ＩＤカードの着用をお願いいたします。ＩＤカードは監督・代表者会議にてお渡しいた

します。会場に入る際には，チームスタッフを含め，すべての方が着用するようにお願

いいたします。ＩＤカードを着用していない場合は，制限区域内(試合コート内等)に入

れません。（競技会場に限らず，全会場で着用をお願いいたします。） 

・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。 

・競技会場内で出たゴミは，チーム受付に持参願います。分別回収にご協力願います。 

・会場内の電源は全て使用禁止です。 

・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。 

③各会場において，コンディショニングブースを設置しています。コンディショニングブー
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スでは，茨城県アスレティックトレーナー協議会のトレーナーがサービスを行っておりま

すので，ご利用ください。 

④各会場のシャワーは使用できません。 

⑤指定された場所でインシューズに履き替えてください。 

⑥≪坂東市総合体育館・常総運動公園≫ 

競技会場内の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。分煙

にご協力をお願いいたします。 

≪水海道総合体育館・県立水海道第二高等学校・県立岩井高等学校≫ 

この３会場については，敷地内全面禁煙となりますので，ご了承願います。なお，水海

道総合体育館のあるきぬ総合公園内についても全面禁煙となります。 

⑦競技会場内の選手控室の使用は時間制になっております。掲示してある使用時間を厳守し

てください。また，貴重品等は必ずお持ちください。 

⑧チーム応援席について 

・チーム応援席は，１チームあたりに成年男女の競技会場には３０席程度，少年男女の競

技会場には５０席程度の席を確保いたします。 

・応援団のご来場については歓迎申し上げますが，上記チーム応援席数以上の席の確保に

ついては対応いたしかねます。一般観覧客の皆様と同様に，先着順でお願い致します。

（ただし，前日からの席取りは厳禁です。） 

⑨動画撮影について 

・各会場指定の場所での動画撮影をお願いします。指定の場所以外での撮影は他の観客と

のトラブル等になりますので，禁止いたします。 

⑩大会使用球については，下記のとおりです。 

・成年男子：モルテン社 ヌエバＸ５０００ Ｈ３Ｘ５００１－ＢＷ 

・成年女子：モルテン社 ヌエバＸ５０００ Ｈ２Ｘ５００１－ＢＷ 

・少年男子：ミカサ社    ＨＢ２０００ 

・少年女子：モルテン社   ヌエバＸ４０００ Ｈ２Ｘ４０００ 

 

(２) 試合前の事前練習（ウォーミングアップ） 

①第１試合目のチームは競技会場内コートでウォーミングアップができます。 

②第２～３試合目以降のチームについては，あらかじめ指定された別会場の練習会場にて，

１時間ずつアップが可能です。 

③勝ったチームには，翌日の練習会場使用の有無を試合終了後に確認させていただきます。 

④全競技会場にはアップ場がありますが，各会場での使用上の注意事項を守って使用するよ

うにお願いいたします。 

⑤競技会場により注意事項が異なりますので，随時ご確認ください。ボール使用可能のアッ

プ会場がありますが，松ヤニのついたボールは一部会場を除き使用できませんのでご了承

ください。 

 

成年男女 

【坂東市総合体育館アップ場】 

・卓球場    ⇒ インシューズ使用，ボール使用禁止 
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・テニスコート ⇒ アウトシューズ使用，ボール使用可能 

【県立岩井高等学校体育館アップ場】 

・屋外ハンドボールコート ⇒ アウトシューズ使用，ボール使用可能（松ヤニ付不問） 

【常総運動公園総合体育館アップ場】 

・屋外多目的広場     ⇒ アウトシューズ使用，ボール使用可能（松ヤニ付不問） 

少年男女 

【水海道総合体育館アップ場】 

・副競技場   ⇒ インシューズ使用，ボール使用禁止 

・テニスコート ⇒ アウトシューズ使用，ボール使用可能 

【県立水海道第二高等学校アップ場】 

・小体育館   ⇒ インシューズ使用，ボール使用可能 

⑥限られたスペースを複数のチームで使用することになるので，譲り合いながら使用して

ください。アップ場の割り当ては行いません。 

 

(３) その他 

○住所及び規模・設備等は，１５ページの競技会場・公式練習会場一覧をご覧ください。 

 

７ 公式練習会場について 

(１) 公式練習【１０月１日(火)・２日(水)・※３日(木)】 

①競技会前の１０月１日(火)午後，２日(水)に練習を希望される場合，及び組合せ抽選結果

により１０月３日(木)に試合が無いチームには，練習会場を確保しますので，公式練習会

場希望調査(様式第６号)にて申込みをお願いいたします。９月１２日(木)締切です。 

②練習時間は，１チーム１時間程度となります。 

③１チームにつき，ハーフコートを準備します。 

④公式練習会場希望調査(様式第６号)は，練習希望の有無に関わらず，全チームとも必ず提

出をお願いいたします。 

⑤調査票には練習を希望する時間帯の希望順に①から③で記載してください。 

⑥時間枠に限りがあるため，すべてのチームのご希望には添いかねます。ご了承ください。 

⑦９月２０日(金)頃，各チーム代表者宛に「練習会場割当結果」をお送りします。 

⑧練習会場の注意事項 

・試合前の練習は，割り当てた練習会場でのみ可能です。追加予約等は一切できません。 

・松ヤニの使用は禁止します。（両面テープのみ使用可能です。） 

・各練習会場に練習球を６球のみ用意いたします。練習ボールは必ず，守谷市・常総市・坂

東市国体実行委員会で用意したものを使用してください。 

※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。 

・体育館内では必ずインシューズを使用してください。 

・故意によるボールの壁あては禁止します。 

・練習終了後，フロアのモップ清掃及びゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします。 

・練習会場敷地内は全面禁煙となりますので，ご了承願います。 
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(２) その他 

○住所及び規模・設備等は，１５ページの競技会場・公式練習会場一覧をご覧ください。 

 

８ 医療・救護について 

(１) 傷病者が発生した場合 

①競技会場 

・競技会場の救護所に配置した看護師等が，必要に応じて応急処置を行います。また，症

状によっては救急車を手配し，医療機関へ搬送します。搬送の際は，「健康保険証」を

持参するとともに，チーム関係者の付添いをお願いします。 

・搬送の際には「処置記録兼診療依頼書」をお渡ししますので，搬送先の病院にお渡しく

ださい。 

・救護所にはＡＥＤ(自動体外式除細動器)を用意しています。 

②公式練習会場 

・ＡＥＤ及び簡易な救急セットを用意しておりますので，必要な場合は係員にお申し出く

ださい。 

・医療機関での受診が必要な場合は，「大会関係機関一覧表」(３８ページ)をご覧いただ

き，ご自身でご連絡の上で受診してください。受診の際は「健康保険証」を持参すると

ともに，チーム関係者の付添いをお願いします。 

・お手数ですが，受診後は守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会事務局まで報告をお願

いいたします。 

③宿舎 

・宿舎フロントへお申し出ください。 

・医療機関での受診が必要な場合は，「大会関係機関一覧表」(３８ページ)をご覧いただ

き，ご自身でご連絡の上で受診してください。受診の際は「健康保険証」を持参すると

ともに，チーム関係者の付添いをお願いします。 

・お手数ですが，受診後は守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会事務局まで報告をお願

いいたします。 

 

(２) 医療費の負担について 

①救護所での応急処置の費用については無料です。 

②医療機関での医療費，タクシー等による移動交通費は，全て受診者の負担となります。 

③医療機関に健康保険証を提示しないで受診した場合は，医療費の全額が受診者負担となり

ますので，「健康保険証」を必ずご持参ください。 

 

(３) その他注意事項 

①万が一，緊急入院をされた場合は，守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会事務局まで速

やかにご報告をお願いいたします。 

②薬等を服用される場合は，ご自身でドーピング禁止薬でないかを薬剤師等に確認された上

で，服用してください。また，病院を受診する際も，ご自身で医師・看護師に対し，ドー

ピング検査を受ける可能性がある旨を最初にお伝えするようにご注意ください。（飲み薬

だけでなく，点滴や注射にも注意が必要であるため。） 
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≪参考・茨城県薬剤師会 アンチドーピングホットライン≫ 

【TEL】平日９時００分～１８時００分：029-306-8934  

上記時間外（留守番電話）  ：029-306-8945 

【FAX】029-306-8040 ／【E-mail】yaku＠ipa.or.jp 

※FAX やメールの場合は，氏名・性別・年齢・電話番号・商品名(フルネームで正確に)・

「ハンドボール 選手 or監督」を明記してください。 

※２４時間受付していますが，回答は平日９時００分～１８時００分となります。 

※メールの受信拒否設定をされている方は，解除願います。 

※守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会事務局では直接対応いたしません。ご自身で

直接お問い合わせください。 

 

９ その他 

(１) 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，守谷市・常総市・坂東市国体実行委 

員会ホームページにてご確認をお願いいたします。 

①第７４回国民体育大会ハンドボール競技会 実施要項・タイムテーブル等（掲載済み） 

②組合せ抽選結果及び競技日程（９月８日(日)抽選，同日１８時００分頃掲載予定） 

③駐車場やシャトルバス等の案内・位置図 

※その他各種様式もダウンロード可能 

【いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会ホームページ URL】 

http://www.kokutai-hand.com 

 

(２) 試合速報等 

●競技結果の速報については，各競技会場内の記録速報所で配布するほか，いきいき茨城ゆ

め国体公式ホームページの競技結果をご覧ください。 
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第 74回国民体育大会ハンドボール競技会 
競技会場・公式練習会場一覧 

 

№ 競技会場名 種別 所在地 コートの広さ（ｍ） 冷暖房 

１ 坂東市総合体育館 
成年 

男子 

〒306-0631 

坂東市岩井 3086番地 
40×20（1面） 有 

２ 
常総運動公園総合

体育館 

成年 

女子 

〒302-0117 

守谷市野木崎 4700 番地 
40×20（1面） 有 

３ 
茨城県立岩井高等

学校体育館 

成年 

男女 

〒306-0631 

坂東市岩井 4319番地 
40×20（1面） 仮設 

４ 水海道総合体育館 
少年 

男女 

〒303-0042 

常総市坂手町 3552 番地 
40×20（1面） 有 

５ 
茨城県立水海道第

二高等学校体育館 

少年 

男女 

〒303-0003 

常総市水海道橋本町 3549 番地 4 
40×20（1面） 仮設 

 

№ 公式練習会場名 種別 所在地 コートの広さ（ｍ） 冷暖房 

１ 
坂東市立岩井中学

校体育館 

成年 

男子 

〒306-0654 

坂東市上出島 1053 番地 
38×20（半面×2） 無 

２ 
坂東市立南中学校

体育館 

成年 

男女 

〒306-0624 

坂東市矢作 326番地 
20×20（半面） 無 

３ 
坂東市立岩井第一

小学校体育館 

成年

男子 

〒306-0631 

坂東市岩井 2029番地 
20×20（半面） 無 

４ 
坂東市立岩井第二

小学校体育館 

成年

男女 

〒306-0632 

坂東市辺田 1172番地 7 
20×20（半面） 無 

５ 
茨城県立守谷高等

学校体育館 

成年

女子 

〒302-0107 

守谷市大木 70 番地 
40×20（半面×2） 無 

６ 
守谷市立御所ケ丘

中学校体育館 

少年

女子 

〒302-0119 

守谷市御所ケ丘四丁目 16 番地 
20×20（半面） 無 

７ 
守谷市立けやき台

中学校体育館 

少年

女子 

〒302-0128 

守谷市けやき台五丁目 21 番地 1 
20×20（半面） 無 

８ 
茨城県立水海道第

一高等学校体育館 

少年

男女 

〒303-0025 

常総市水海道亀岡町 2543 番地 
40×20（半面×2） 無 

９ 
常総市立水海道中

学校体育館 

少年 

男女 

〒303-0006 

常総市小山戸町 61 番地 
20×20（半面） 無 

10 
常総市立水海道西

中学校体育館 

少年 

男女 

〒303-0042 

常総市豊岡乙 1005 番地 1 
20×20（半面） 無 

11 
常総市立鬼怒中学

校体育館 

少年 

男女 

〒303-0003 

常総市中妻 4180番地 
20×20（半面） 無 
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【監督・代表者会議会場】常総市地域交流センター 案内図 

〒300-2706  茨城県常総市新石下 2010番地 

TEL：0297-42-0169  FAX：0297-42-0596 

 

 

圏央道「常総 IC」から 筑西・下妻方面 車で 10分 

関東鉄道常総線「石下駅」から 車で 5分 

筑西・下妻方面 

圏央道 常総 IC 

つくば方面 

豊田城入口 

進入禁止 

常総市役所石下庁舎 

会場 

会場 

乗用車 

バス 

係員の指示に 
従って駐車して 

ください 
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【成年男子 競技会場】坂東市総合体育館 案内図 

〒306-0631  茨城県坂東市岩井 3086 番地 

TEL：0297-35-1711  FAX：0297-35-6336 

 

 

※バスでお越しの場合，小型・マイクロは体育館駐車場に駐車可能です。大型・中型に

ついては，上記指定スペースにて選手等の降車後，緑のスポーツ広場バス駐車場に駐

車をお願いしたします。（次ページを参照。） 

※駐車場には限りがあるため，小型・マイクロでも場内に駐車できない場合があります。 

会場 

会場 
乗用車 

バス 

出口専用 

 
大型・中型 
乗降スペース 

 乗用車駐車場 

 小型・マイクロ駐車場 
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≪坂東市総合体育館会場 バス駐車場所≫ 緑のスポーツ広場バス駐車場 

・駐車場から会場までは徒歩１０分程度となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス駐車場 

会場 

公園内を徒歩可能 
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【成年男子・成年女子 競技会場】岩井高校体育館 案内図 

〒306-0631  茨城県坂東市岩井 4319 番地 1 

TEL：0297-35-1667  FAX：0297-35-7812 

 

 

※バスでお越しの場合は，上記指定スペースにて選手等の降車後，ベルフォーレ駐車場

に駐車をお願いしたします。（次ページを参照。） 

 

 

会場 

会場 

乗用車駐車場 

バス乗降所 

乗用車 

バス 
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≪岩井高校体育館会場 バス駐車場所≫ ベルフォーレ駐車場 

・ベルフォーレ駐車場は，奥のほうが国体用の駐車エリアとなります。係員の指示に

従い，奥までお進みください。 

・運転手の方は，会場までは随時 P&R バスを運行しておりますので，ご利用くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 

ベルフォーレ 

駐車場 
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【成年女子 競技会場】常総運動公園総合体育館 案内図 

〒302-0117  茨城県守谷市野木崎 4700番地 

TEL：0297-48-5675  FAX：0297-45-7365 

 

 

 

 

 

会場 

会場 

駐車場 
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【少年男子・少年女子 競技会場】水海道総合体育館 案内図 

〒303-0042  茨城県常総市坂手町 3522番地（きぬ総合公園内） 

TEL：0297-27-1211  FAX：0297-27-1210 

 

 

※バスでお越しの場合は，上記指定スペースにて選手等の降車後，JA ライスセンター

に駐車をお願いしたします。（次ページを参照。） 

 

会場 

会場 

バス 
乗降所 

乗用車 
駐車場 

乗用車 

バス 

公園出入口 

22



 

 

≪水海道総合体育館会場 バス駐車場所≫ JA ライスセンター 

・駐車場から会場までは徒歩１５分程度となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス 
乗降所 

JA ライス 

センター 

会場 
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【少年男子・少年女子 競技会場】水海道第二高校体育館 案内図 

〒303-0003  茨城県常総市水海道橋本町 3549番地 4 

TEL：0297-22-1330  FAX：0297-22-5489 

 

 
 

 

 

会場 

会場 

乗用車 

バス 

乗用車 
駐車場 

バス 
乗降所 

国道354号 
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【公式練習会場】水海道第一高等学校 案内図 

〒303-0025  茨城県常総市水海道亀岡町 2543番地 

TEL：0297-22-0029  FAX：0297-22-5479 

 

 

 

競技会場：「水海道総合体育館」まで車で 15分，「水海道第二高校」まで 5分 

 

 

坂東方面 

会場 

会場 

正門 

乗用車駐車場 
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※水海道第一高校会場は校内スペースの都合上，バス駐車場が別場所となります。バス

でお越しの場合は，指定バス乗降場所にて選手等の降車後，下記のバス駐車場所にて

待機いただくようにお願いいたします。（なお，バス駐車場所には係員はおりません。） 

 

水海道第一高校会場のバス駐車場所：きぬふれあい公園駐車場 

指定バス乗降場所から車で 10分程度 

（駐車場所から会場まで徒歩５分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この道路は大型・中型

バスの通行が危険なた

め，矢印のルートで移

動をお願いします。 

バス駐車場 

この道路は大型・中型

バスの通行が禁止と

なっています。 

水海道 
郵便局前 

バス乗降場所 
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【公式練習会場】水海道中学校 案内図 

〒303-0006  茨城県常総市小山戸町 61番地 

TEL：0297-22-0860  FAX：0297-22-0494 

 

  

※バスにてお越しの場合は，敷地内に展開スペースが取れない可能性もあるため，正門

をバックで進入していただくようにお願いいたします。 

 

競技会場：「水海道総合体育館」まで車で 20分，「水海道第二高校」まで 5分 

会場 

会場 バス 
駐車場 

27



 

 

【公式練習会場】水海道西中学校 案内図 

〒303-0041  茨城県常総市豊岡町乙 1005番地 1 

TEL：0297-24-0548  FAX：0297-24-0542 

 

 

 

競技会場：「水海道総合体育館」まで車で 10分，「水海道第二高校」まで 15分 

 

 

 

 

 

会場 

会場 

国道354号 

乗用車 
駐車場 

（水海道方面） 
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【公式練習会場】鬼怒中学校 案内図 

〒300-2505  茨城県常総市中妻町 4180番地 

TEL：0297-22-7621  FAX：0297-22-7030 

 

 

 

競技会場：「水海道総合体育館」まで車で 25分，「水海道第二高校」まで 15分 

会場 

乗用車 

大型バス 

会場 

大型バス 
乗降場所 
（バス停） 

中型・小型バス 
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※中型・小型バスについては，スペースの都合上，正門から進入することが不可能であ

るため，前ページ記載の体育館脇の門をバックで進入していただくようにお願いいた

します。 

 

 

 

※大型バスについては，鬼怒中学校会場では付近に進入することができません。そのた

め，大型バスでお越しの場合は，前ページ記載の指定バス乗降場所にて選手等の降車

後，下記のバス駐車場所に待機いただくようにお願いいたします。（この際，運転手の

方は，車を離れずに待機くださるようご協力願います。） 

なお，バス駐車場所にはトイレはなく，また係員もおりません。ご了承ください。 

 

鬼怒中学校会場の大型バス駐車場所：(株)北総交通大型車庫 

（常総市中妻町６２８９番地付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型バス乗降場所 

大型バス駐車場所 
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【公式練習会場】岩井中学校 案内図 

〒306-0654  茨城県坂東市上出島 1053番地 

TEL：0297-34-3141  FAX：0297-34-3466 

 

 

 

競技会場：「坂東市総合体育館」まで車で 5分，「岩井高校」まで 10分 

 

 

 

 

会場 

会場 

国道 354 号バイパス 
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【公式練習会場】南中学校 案内図 

〒306-0624  茨城県坂東市矢作 326 番地 

TEL：0297-38-2602  FAX：0297-38-0557 

 

 

※バスにてお越しの場合は，バックで進入していただくようにお願いいたします。 

 

競技会場：「坂東市総合体育館」まで車で 15分，「岩井高校」まで 15分 

 

 

 

 

 

会場 

会場 

乗用車 
駐車場 

32



 

 

【公式練習会場】岩井第一小学校 案内図 

〒306-0631  茨城県坂東市岩井 2029 番地 1 

TEL：0297-35-0019  FAX：0297-36-3085 

 

 

※バスにてお越しの場合は，バックで進入していただくようにお願いいたします。 

 

競技会場：「坂東市総合体育館」まで車で 5分，「岩井高校」まで 5分 

 

 

 

会場 

会場 

出入口 
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【公式練習会場】岩井第二小学校 案内図 

〒306-0632  茨城県坂東市辺田 1172 番地 7 

TEL：0297-35-6524  FAX：0297-36-3426 

 

 

※バスにてお越しの場合，会場前の道路が大型車両通行禁止のため，近隣の「ヤマダ電

機 坂東岩井店」駐車場内の上記指定スペースに駐車した上で，徒歩にて会場まで移動

をお願いいたします。 

 

競技会場：「坂東市総合体育館」まで車で 5分，「岩井高校」まで 5分 

 

 

 

会場 

会場 

ヤマダ電機 

乗用車 
駐車場 

バス駐車場 

乗用車 

バス 

ヤマダ電機 
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【公式練習会場】守谷高校 案内図 

〒302-0107  茨城県守谷市大木 70番地 

TEL：0297-48-6409  FAX：0297-45-8479 

 

 

※乗用車等にてお越しの場合は①正門側に，バスにてお越しの場合は②体育館側に，そ

れぞれ駐車してください。 

 

競技会場：「常総運動公園総合体育館」まで車で 5分 

 

 

会場 

① 

② 

会場 

乗用車 

バス 

乗用車 
駐車場 

バス駐車場 

もりや学びの里 
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【公式練習会場】御所ケ丘中学校 案内図 

〒302-0119  茨城県守谷市御所ケ丘四丁目 16番地 

TEL：0297-48-7891  FAX：0297-48-7892 

 

 

 

競技会場：「常総運動公園総合体育館」まで車で 10分 

 

 

 

 

 

 

会場 

会場 

御所ケ丘小 

駐車場 

御所ケ丘中 
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【公式練習会場】けやき台中学校 案内図 

〒302-0128  茨城県守谷市けやき台五丁目 21番地 1 

TEL：0297-45-7431  FAX：0297-45-7432 

 

 

※正門正面の信号は事故が発生しやすい箇所のため，出入りの際はご注意願います。 

 

競技会場：「常総運動公園総合体育館」まで車で 10分 

 

 

 

 

 

会場 

会場 

正門 
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◎実行委員会事務局

会場地 住　　　　所 電話番号

◎競技会場

会場地 住　　　　所 電話番号

守谷市 常総運動公園総合体育館 守谷市野木崎４７００番地 0297-48-5675

水海道総合体育館 常総市坂手町３５５２番地 0297-27-1211

県立水海道第二高等学校 常総市水海道橋本町３５４９番地４ 0297-22-1330

坂東市総合体育館 坂東市岩井３０８６番地 0297-35-1711

県立岩井高等学校 坂東市岩井４３１９番地１ 0297-35-1667

◎練習会場

会場地 住　　　　所 種　　別

県立守谷高等学校体育館 守谷市大木７０番地 成年女子

守谷市立御所ケ丘中学校体育館 守谷市御所ケ丘四丁目１６番地

守谷市立けやき台中学校体育館 守谷市けやき台５丁目２１番地１

県立水海道第一高等学校体育館 常総市水海道亀岡町２５４３番地

常総市立水海道中学校体育館 常総市小山戸６１番地

常総市立水海道西中学校体育館 常総市豊岡乙１００５番地１

常総市立鬼怒中学校体育館 常総市中妻４１８０番地

坂東市立岩井中学校体育館 坂東市上出島１０５３番地 成年男子

坂東市立南中学校体育館 坂東市矢作３２６番地 成年男女

坂東市立岩井第一小学校体育館 坂東市岩井２０２９番地 成年男子

坂東市立岩井第二小学校体育館 坂東市辺田１１７２番地７ 成年男女

坂東市

少年男女

少年女子

名　　　　称

常総市

守谷市

〒303-0034
常総市水海道天満町４６８４番地
（常総市生涯学習センター2F）

名　　　　称

いきいき茨城ゆめ国体
守谷市・常総市・坂東市実行委員会事務局

大 会 関 係 連 絡 先 一 覧

名　　　　称

守谷市
常総市
坂東市

0297-21-5120

常総市

坂東市
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◎平日夜間（土曜日含む）・休日急病診療

会場地 住　　　　所 電話番号

◎近隣病院問い合わせ

会場地 住　　　　所 電話番号

029-241-4199

◎警察・消防署等

会場地 分　　類 名　　　　称 住　　　　所 電話番号

警察 取手警察署 取手市桑原９５５番地１ 0297-77-0110

消防・救急 守谷消防署 守谷市御所ケ丘四丁目１番地２ 0297-46-0119

保健所 竜ケ崎保健所 龍ケ崎市光順田２９８３番地１ 0297-62-2161

警察 常総警察署 常総市水海道高野町５５４番地２ 0297-22-0110

消防・救急 水海道消防署 常総市水海道山田町８０８番地 0297-23-0911

保健所 常総保健所 常総市水海道森下町４４７４番地 0297-22-1351

警察 境警察署 境町長井戸５１番地２７ 0280-86-0110

消防・救急 坂東消防署 坂東市辺田６４４番地２ 0297-35-2129

保健所 常総保健所 上記に同じ 上記に同じ

坂東市

守谷市
常総市
坂東市

茨城県救急医療情報システム

名　　　　称

0297-78-6111

常総市 0297-23-0855

守谷市

常総市

0297-35-3131

名　　　　称

坂東市沓掛４１１番地

取手北相馬休日夜間緊急診療所

【土】 17：00～翌日9：00 【日】 9：00～翌日9：00 

常総市休日夜間急患センター

【土・日昼間】8:30～17:00 【夜間】17:00～翌日8:30

右記「参考ＨＰ」参照

木根淵外科胃腸科病院

【救急外来】２４時間対応

0297-44-2000

守谷市

取手市野々井１９２６番地
（取手北相馬保健医療センター医師会病院）

常総市新井木町１３番地３
（きぬ医師会病院）

坂東市辺田１４３０番地

坂東市
ホスピタル坂東

【救急外来】２４時間対応
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【参考情報】近隣レンタカー店舗 

所在地 店舗名 最寄駅 電話番号 

守谷市 

オリックスレンタカー守谷店 

つくば 

エクスプレス 

守谷駅 

0297-47-0543 

タイムズカー守谷店 0297-21-0515 

トヨタレンタカーＴＸ守谷駅西口店 0297-48-2900 

ニッポンレンタカーＴＸ守谷駅前営業所 0297-46-0919 

常総市 トヨタレンタカー石下店 
関東鉄道常総線 

石下駅 
0297-42-1010 

つくば市 

アシストレンタカーつくば店 
つくば 

エクスプレス 

研究学園駅 

029-854-1020 

オリックスレンタカー研究学園駅前店 029-863-1887 

トヨタレンタカーつくば学園店 029-851-0100 

オリックスレンタカーつくば学園店 

つくば 

エクスプレス 

つくば駅 

029-850-5543 

タイムズカーつくば駅前店 029-863-6141 

トヨタレンタカーＴＸつくば駅前店 029-860-2900 

ニッポンレンタカーＴＸつくば駅前営業所 029-853-0919 

古河市 

オリックスレンタカー古河店 

ＪＲ古河駅 

0280-30-8543 

トヨタレンタカー古河駅前店 0280-32-0077 

ニッポンレンタカー古河駅前営業所 0280-31-3919 

牛久市 

オリックスレンタカー牛久駅東口店 

ＪＲ牛久駅 

029-871-0543 

トヨタレンタカー牛久店 029-870-0100 

ニッポンレンタカー牛久駅営業所 029-870-0919 

※各市内のすべてのレンタカー店を網羅したものではありません。 

※掲載内容は参考情報であり，守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会が，上記店舗での手配

を指定・斡旋等するものではありません。また，手配にあたっては店舗情報等をご確認の上

で，ご自身で直接行ってください。 
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≪お問い合わせ先≫ 

【ハンドボール競技 全種別】 

〒303-0034 茨城県常総市水海道天満町 4684番地 

      （常総市生涯学習センター２Ｆ） 

いきいき茨城ゆめ国体守谷市・常総市・坂東市国体実行委員会事務局 

TEL ：0297-21-5120 ／ FAX：0297-21-5122 

E-mail：mjb@kokutai-hand.com 

【担当】 

○競技会場・練習会場に関すること 《下田尾・谷口》 

○計画輸送・駐車場・宿泊・弁当に関すること 《横川・鶴田》 

○医療救護に関すること 《中村・鶴田》 
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