


平成２８年度全国高等学校総合体育大会の開催について 

平成２８年７月１３日 

体育保健課 
 
 
 
 
 
 
 
１ 競技日程  

 
 
２ 開催直前の県の取組 
（１）インターハイ 30 日前イベント「決意表明式」 
 ・日時 平成 28 年 6 月 28 日（火）午後 1 時 15 分から午後 2 時 00 分まで  
・場所 鳥取県庁 第 2 庁舎 9 階 第 20 会議室 
・内容 選手・県高校生活動推進委員会委員による決意表明及び山本教育長からの激励 

（２）インターハイ競技会場装飾プランター作成、草花の植え替え育成 
 （担当校）鳥取湖陵高校 智頭農林高校 鳥取緑風高校 倉吉農業高校 米子高校 
（３）広報活動 
 ・県庁議会棟への横断幕、のぼり旗の設置 
・県内のタクシー、バス会社におもてなしシールの貼り付け依頼 
・若桜街道へのタペストリーの設置 等 

（４）総合案内所の設置（高校生活動） 
 ・県内主要 JR 駅（鳥取駅 米子駅 倉吉駅）に案内所を設置し、高校生が来県者を案内する。 
 

 
３ 鳥取県開催４競技の鳥取県高校生の出場について 
 ※別紙参照 

 

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

鳥取市 コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館 ■ ● ◆

米子市 鳥取県立武道館 ■ ● ● ◆

鳥取県立倉吉未来中心 ○

倉吉自転車競技場 ● ● ●

八頭町 鳥取県立八頭高等学校ホッケー場 ● ● ● ● ◆

とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館） ○

コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 ● ● ●

コカ・コーラウエストスポーツパーク補助競技場 ● ●

コカ・コーラウエストスポーツパーク球技場 ● ●

◎：総合開会式　　○：競技種目別開会式　　■：競技種目別開会式後競技  ●：競技　 ◆：競技後閉会式　　　　　□：閉会式

ホッケー
鳥取市

鳥取県

相撲

弓道

自転車競技 トラック 倉吉市

県名 競技種目
会場地

市町村名
競　技　会　場

７月 ８月

 ７月２８日にスタートする全国高等学校総合体育大会鳥取大会まで、残すところ１５日となった。

この大会の開催に向けて、県実行委員会では以下のとおり開催に向けて参加する選手やおもてなし

を担当する高校生の決意表明式や広報活動等を行った。また、会場地実行委員会では、開催に向け

ての詰めの作業が続いている。 
 「参加する、支える、応援する」鳥取県の高校生の活躍を応援していただきたい。 



平成２８年度全国高等学校総合体育大会 鳥取県開催競技日程表

【自転車競技（トラック）】倉吉自転車競技場
日 時 競 技 内 容 鳥取県出場選手・チーム

７月28日（木） 16:00～ 開会式（鳥取県立倉吉未来中心）

７月29日（金） 9:00～ チーム・スプリント予選 倉吉総合産業

10:10～ ４ｋｍチーム・パーシュート予選 倉吉西

11:30～ 女子５００ｍタイムトライアル【公開】 倉吉西（長石）

12:35～ スプリント予選 倉吉総合産業（河本）、倉吉西（山根）

13:30～ ケイリン１回戦 倉吉西（青木）、鳥取湖陵（安陪）、倉吉総合産業（松岡）

14:40～ スプリント１／８決勝 （予選突破選手）

15:15～ ４ｋｍ速度競走予選 倉吉西（永田）、倉吉総合産業（小泉）

16:10～ スプリント１／８決勝敗者復活戦 （スプリント１／８決勝の敗者）

16:30～ ケイリン１回戦敗者復活戦 （ケイリン１回戦の敗者）

７月30日（土） 9:00～ チーム・スプリント３－４位決定戦、決勝 （予選突破チーム）

9:10～ ４ｋｍチーム・パ－シュート３－４位決定戦、決勝 （予選突破チーム）

9:30～ 女子ケイリン１回戦【公開】

9:45～ スプリント１／４決勝 （１／８決勝の勝者、敗者復活戦の勝者）

10:20～ ケイリン２回戦 （１回戦の上位２名、敗者復活戦の上位２名）

11:00～ スクラッチ予選（６ｋｍ） 倉吉西（河藤）

12:40～ 女子スクラッチ決勝（６ｋｍ）【公開】 倉吉総合産業（菅原）

13:00～ ３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート予選 倉吉西（中原）

14:00～ ポイント・レース予選（１６ｋｍ） 倉吉東（横河）、倉吉総合産業（可知）、倉吉西（伊藤）

15:30～ ４ｋｍ速度競走準決勝 （予選突破選手）

15:55～ スプリント１／２決勝（１回戦） （１／４決勝の勝者）

16:10～ ケイリン準決勝 （２回戦の上位３名）

16:30～ スプリント１／２決勝（２・３回戦） （１／４決勝の勝者）

７月31日（日） 9:00～ 女子ポイント・レース決勝（１２ｋｍ）【公開】 倉吉西（長石）

9:30～ ポイント・レース決勝（２４ｋｍ） （予選突破選手）

10:15～ １ｋｍタイムトライアル決勝 倉吉総合産業（寺田）、倉吉西（保田）

11:25～ ３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート３－４位決定戦、決勝 （予選突破選手）

11:45～ スプリント５－８位決定戦、３－４位決定戦、決勝 （１／２決勝の勝者ほか）

13:00～ ４ｋｍ速度競走決勝 （準決勝の上位５名）

13:15～ スクラッチ決勝（８ｋｍ） （予選突破選手）

13:40～ 女子ケイリン７－１２位決定戦、決勝【公開】 （予選突破選手ほか）

14:00～ ケイリン７－１２位決定戦、決勝 （準決勝突破選手ほか）

【ホッケー】

①八頭高等学校ホッケー場、コカ・コーラウエストスポーツパーク（②陸上競技場・③補助競技場・④球技場）
日 時 競技内容（会場） 鳥取県出場選手・チーム

７月29日（金） 16:00～ 開会式（とりぎん文化会館）

７月30日（土） 9:30～ 女子１回戦（①②③④）

11:05～ 男子１回戦（①②③④）

12:40～ 男子１回戦（①②③④） 八頭 ＶＳ 早稲田大学（会場：①八頭高等学校ホッケー場）

14:15～ 男子１回戦（①②③④）

７月31日（日） 9:30～ 女子２回戦（①②③④） 八頭 ＶＳ 名古屋商業と米沢商業の勝者（会場：③補助競技場）

11:05～ 女子２回戦（①②③④）

12:40～ 男子２回戦（①②③④） １回戦に勝った場合 ＶＳ 沼宮内と須知の勝者（会場：③補助競技場）

14:15～ 男子２回戦（①②③④）

８月１日（月） 9:30～ 女子３回戦（①②） ２回戦に勝った場合（会場：①八頭高等学校ホッケー場）

11:05～ 女子３回戦（①②）

12:40～ 男子３回戦（①②） ２回戦に勝った場合（会場：①八頭高等学校ホッケー場）

14:15～ 男子３回戦（①②）

８月２日（火） 9:30～ 女子準決勝戦（①） ３回戦に勝った場合（会場：①八頭高等学校ホッケー場）

11:20～ 女子準決勝戦（①）

13:10～ 男子準決勝戦（①） ３回戦に勝った場合（会場：①八頭高等学校ホッケー場）

15:00～ 男子準決勝戦（①）

８月３日（水） 9:30～ 女子決勝戦（①） 準決勝戦に勝った場合（会場：①八頭高等学校ホッケー場）

11:20～ 男子決勝戦（①） 準決勝戦に勝った場合（会場：①八頭高等学校ホッケー場）

終了後 閉会式（①）



【弓道】鳥取県立武道館
日 時 競 技 内 容 鳥取県出場選手・チーム

８月３日 9:00～ 9:10 開始式（種目別開会式）

（水） 9:30～10:50 男子個人予選（立射） 米子工業（頼兼）、八頭（景井）、倉吉西（一條）、境港総合技術（足立）

10:50～12:10 女子個人予選（立射） 倉吉西（秋田）、米子（遠藤）、倉吉西（岡田）、境港総合技術（内田）

12:20～13:20 男子個人準決勝戦（坐射） （予選突破選手）

13:20～14:20 女子個人準決勝戦（坐射） （予選突破選手）

８月４日 9:00～11:50 男子団体予選（立射） 米子工業、倉吉西

（木） 12:00～14:50 女子団体予選（立射） 倉吉西、米子西

15:00～17:00 男子女子個人決勝戦（坐射） （準決勝戦突破選手）

17:20～17:50 個人競技表彰式

８月５日 9:00～11:10 男子団体決勝トーナメント１回戦（坐射） （予選突破チーム）

（金） 11:20～13:30 女子団体決勝トーナメント１回戦（坐射） （予選突破チーム）

13:40～14:50 男子団体決勝トーナメント２回戦（坐射） （１回戦突破チーム）

15:00～16:10 女子団体決勝トーナメント２回戦（坐射） （１回戦突破チーム）

８月６日 9:00～ 9:30 男子団体決勝トーナメント準々決勝戦（坐射） （２回戦突破チーム）

（土） 9:30～10:00 女子団体決勝トーナメント準々決勝戦（坐射） （２回戦突破チーム）

10:10～10:40 男子団体５～８位決定戦（坐射） （準々決勝戦敗戦チーム）

女子団体５～８位決定戦（坐射） 〃

10:50～11:30 男子団体決勝トーナメント準決勝戦（坐射） （準々決勝戦突破チーム）

女子団体決勝トーナメント準決勝戦（坐射） 〃

11:40～12:00 男子団体３・４位決定戦（坐射） （準決勝戦敗戦チーム）

女子団体３・４位決定戦（坐射） 〃

12:10～12:30 男子団体決勝トーナメント決勝戦（坐射） （準決勝戦突破チーム）

女子団体決勝トーナメント決勝戦（坐射） 〃

13:00～13:40 団体競技表彰式・閉会式

【相撲】コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館
日 時 競 技 内 容 鳥取県出場選手・チーム

８月３日 8:30～ 9:15 開会式

（水） 9:30～14:05 個人戦予選（１～３回戦） 鳥取城北（越後谷、石田、岩永、アマルサナー、竹内）

14:30～16:35 団体戦予選（１回戦） 鳥取城北 １回戦ＶＳ 文徳

８月４日 9:00～14:10 団体戦予選（２～３回戦） 鳥取城北 ２回戦ＶＳ 高松商 ３回戦ＶＳ 更級農業

（木） 14:15～16:20 個人戦決勝トーナメント （予選突破選手）

16:30～17:00 個人戦表彰式

８月５日 9:00～12:40 団体戦優秀３２校決勝トーナメント （予選突破チーム）

（金） 13:00～14:00 団体戦表彰式・閉会式


