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№ 役職名 区　分 所　属 役　職 氏　名

1 会長 市 薩摩川内市 市　長 岩 切 秀 雄

2 常任委員 市 薩摩川内市 副市長 永 田 一 廣

3 常任委員 市 薩摩川内市 副市長 知 識 博 美

4 常任委員 市 薩摩川内市 教育長 上 屋 和 夫

5 副会長 市議会 薩摩川内市議会 議　長 新 原 春 二

6 常任委員 市議会 薩摩川内市議会 副議長 大 田 黒 博

7 市議会 薩摩川内市議会企画経済委員会 委員長 下 園 政 喜

8 常任委員 県 鹿児島県北薩地域振興局 局　長 中堂薗　哲郎

9 県 薩摩川内警察署 署　長 満 留 武 三

10 顧　問 県議会 鹿児島県議会 議　員 外 薗 勝 藏

11 顧　問 県議会 鹿児島県議会 議　員 鶴薗　眞佐彦

12 顧　問 県議会 鹿児島県議会 議　員 田 中 良 二

13 常任委員 地区コミ 薩摩川内市地区コミュニティ協議会連絡会 会　長 諏 訪 六 雄

14 常任委員 福　祉 薩摩川内市社会福祉協議会 会　長 今別府　哲矢

15 常任委員 施　設 薩摩川内市民まちづくり公社 理事長 今 村 松 男

16 施　設 ＮＰＯ法人川内スポーツクラブ０１ 理事長 後 藤 文 香

17 副会長 スポーツ ＮＰＯ法人薩摩川内市体育協会 会　長 宮 司 保

18 常任委員 スポーツ 鹿児島県バスケットボール協会 会　長 増 留 貴 朗

19 常任委員 スポーツ 鹿児島県空手道連盟 会　長 大 野 洋 之

20 常任委員 スポーツ 鹿児島県軟式野球連盟 会　長 稲 葉 直 寿

21 常任委員 スポーツ 鹿児島県ホッケー協会 会　長 外 薗 勝 藏

22 常任委員 スポーツ 鹿児島県ウェイトリフティング協会 会　長 渕 脇 正 三

23 スポーツ 薩摩川内市バスケットボール協会 会　長 齊 藤 司 朗

24 スポーツ 薩摩川内市軟式野球連盟 会　長 堂 園 喜 明

25 スポーツ 薩摩川内市ホッケー協会 会　長 猶 野 隆 明

26 スポーツ 薩摩川内市スポーツ推進委員協議会 会　長 花 田 博 之

27 常任委員 教　育 薩摩川内市校長会（小・中学校） 会　長 赤 石 明 仁

28 常任委員 教　育 川薩地区高等学校校長会 会　長 藤 﨑 恭 一

29 常任委員 教　育 川島学園　れいめい中学校・高等学校 校　長 徳 留 秀 樹
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№ 役職名 区　分 所　属 役　職 氏　名

30 教　育 鹿児島純心女子大学 学　長 松 下 栄 子

31 常任委員 医　療 川内市医師会 会　長 久 留 敏 弘

32 医　療 薩摩川内市歯科医師会 会　長 宇 都 博 幸

33 副会長 観　光 川内商工会議所 会　頭 山 元 浩 義

34 副会長 観　光 薩摩川内市商工会 会　長 今 藤 尚 一

35 副会長 観　光 （株）薩摩川内市観光物産協会 代表取締役社長 桑 畑 昭 彦

36 観　光 薩摩川内市ホテル旅館組合 組合長 福 山 大 作

37 観　光 市比野・入来・祁答院・東郷ホテル旅館組合 組合長 石 脇 親 文

38 観　光 鹿児島県飲食業生活衛生同業組合薩摩川内支部 支部組合長 岩 口 雅 巳

39 常任委員 農林水産 ＪＡ北さつま 代表理事常務 上 栫 勇 美

40 農林水産 川内市漁業協同組合 代表理事組合長 下 園 広 志

41 農林水産 甑島漁業協同組合 代表理事組合長 本 一 春

42 農林水産 川内市内水面漁業協同組合 代表理事組合長 上 薗 保 正

43 常任委員 女性団体 薩摩川内市女性団体連絡協議会 会　長 森 永 靖 子

44 女性団体 薩摩川内市地域女性団体連絡協議会 会　長 岩下　ツキミ

45 常任委員 高齢者 薩摩川内市高齢者クラブ連合会 会　長 平 石 勝

46 運　輸 鹿児島県交通安全協会薩摩川内地区 協会長 外 薗 輝 藏

47 常任委員 運　輸 鹿児島県バス協会北薩地区貸切部会 会　長 手 打 一 也

48 運　輸 鹿児島県タクシー協会西薩支部 支部長 手 打 一 也

49 運　輸 九州旅客鉄道（株）川内駅 駅　長 日 野 友 和

50 運　輸 肥薩おれんじ鉄道（株） 代表取締役社長 出 田 貴 康

51 運　輸 甑島商船（株） 代表取締役社長 美 根 晴 幸

52 常任委員 市 薩摩川内市 観光・スポーツ対策監 坂 元 安 夫

53 監事 市 薩摩川内市監査委員 代表監査委員 篠 原 和 男

54 監事 市 薩摩川内市 会計管理者 脇 園 和 文
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第７５回国民体育大会 

薩摩川内市準備委員会第１回総会資料 

１ 基本方針 

第７５回国民体育大会は、人と地域が躍動し、安心と活力のある薩摩川内づ

くりにつながり、市民が夢と希望を持ち、心に残る大会を目指し、市民総参加

のもと、薩摩川内らしさを活かした大会として開催する。 

大会の開催にあたっては、簡素・効率化を図りながら、薩摩川内の多彩な魅

力を全国に発信する大会を目指す。 

   この大会の開催を契機として、広くスポーツを普及・振興し、市民の健康増        

進や体力向上を図るとともに、スポーツを活かした地域づくりを推進する。 

参考資料② 

２ 実施目標 

(1) 市民が夢と希望を持ち心に残る大会 

市民が国体開催という目標を共有して総力を結集し、相互の連帯感や郷土

意識を高めるとともに、国体後も明るく豊かで力みなぎる薩摩川内づくりに

つながる夢と希望のあふれる大会を目指す。 

(2) スポーツの普及・振興を図る大会 

国体を一過性のスポーツイベントに終わらせず、国体開催を契機として、

市民の積極的なスポーツ参加の促進やスポーツ水準の向上など、広くスポー

ツを普及・振興し、市民の健康増進や体力向上を図るとともに、スポーツを

活かした地域づくりを推進する。 

(3) 簡素・効率化を図る大会 

近年の経済状況や公益財団法人日本体育協会が進める国体改革の趣旨等を

踏まえ、市内の既存施設の有効活用やボランティアスタッフの積極的活用な

ど大会運営の簡素・効率化を図り、人的・財政的負担が過重にならないよう

に配慮する。 

(4) 薩摩川内の魅力を発信する大会 

薩摩川内の素晴らしさを感じることができるような心のこもったおもてな

しをするとともに、九州三大河川の川内川や国定公園に指定された甑島の豪

壮な海食崖をはじめとする美しく雄大な自然や豊かな食文化、先人より受け

継いできた文化や伝統など、薩摩川内の誇れる魅力を余すところなく全国に

発信する。 



 

 

 

第７５回国民体育大会鹿児島大会薩摩川内市準備委員会会則 
 

第１章 総則 

（名 称） 

第１条 この会は、第７５回国民体育大会薩摩川内市準備委員会（以下「本会」という。）

と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本会は、第７５回国民体育大会（薩摩川内市会場地開催分。以下「大会」という。）

を開催するために、必要な準備を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること。 

(2) 大会における実施競技に関すること。 

(3) 競技施設及び関連施設に関すること。 

(4) 大会開催及び準備のための経費に関すること。 

(5) 関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

(6) その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。 

 

   第２章 組織 

（構 成） 

第４条 本会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(1) 市の代表者及び役職員 

(2) 市議会を代表する者及び市議会議員 

(3) 関係競技団体、その他関係行政機関・団体の代表者及び役職員 

(4) その他大会の開催準備に関係のある者 

 

（役 員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会長     １名 

(2) 副会長       ５名以内 

(3) 常任委員    ３０名以内 

(4) 監事         ２名以内 

参考資料③ 第７５回国民体育大会 

薩摩川内市準備委員会第１回総会資料 



（役員の選任） 

第６条 会長は、薩摩川内市長をもってあてる。 

２ 副会長及び常任委員は、委員のうちから会長が選任し、総会の承認を得て、これを委

嘱する。 

３ 監事は、会長が選任し、総会の承認を得て、これを委嘱する。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長

が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１１条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、本会の財務を監査する。 

 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから本会の目

的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所属機関

又は団体等の役職を離れた場合は、その委員等は辞任したものとみなし、その後任者が

前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充する

ことができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告す

る。 

 

（顧問及び参与） 

第９条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、助言する。 

５ 顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。 

 

   第３章 会議 

（総 会） 

第１０条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 大会の開催基本方針に関すること。 

(2) 会則の制定及び改廃に関すること。 



(3) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(4) 予算及び決算に関すること。 

(5) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(6) その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただし、

総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任

し、又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含

む。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（常任委員会） 

第１１条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもってあてる。 

３ 副委員長は、副会長をもってあてる。 

４ 常任委員会は、必要に応じ会長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名し

た者がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議決定し、その結果を必要に応じて次の総

会に報告する。 

(1) 総会から委任された事項に関すること。 

(2) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

(3) 専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること。 

(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項及び第６項の規定は常任委員会について準用する。 

 

（専門委員会） 

第１２条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査審議し、その結果を常任

委員会に報告し、承認を得なければならない。 

３ 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について審議決定し、その結果を常任

委員会に報告する。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期について準用する。 

５ 前各項に定めるもののほか、専門委員会に必要な事項は、常任委員会に諮り、会長が

別に定める。 

 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 



第１３条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いと認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決

処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を求めなければならない。 

 

   第５章 事務局 

 （事務局） 

第１４条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   第６章 会計 

（経 費） 

第１５条 本会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（予算及び決算） 

第１６条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経て、

総会の承認を得なければならない。 

 

（会計年度） 

第１７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 本会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 補則 

（委 任） 

第１８条 この会に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附 則 

１ この会則は、平成２８年３月２８日から施行する。 

２ 設立当初の役員の選任は、第６条第２項及び第３項の規定にかかわらず、設立総会の

承認を得て、会長が委嘱する。 

３ 第１０条第２項の規定にかかわらず、最初に招集される設立総会は、市長が招集する。 

４ 本会の設立当初の会計年度は、第１７条の規定にかかわらず、この会則の施行の日か

ら翌年３月３１日までとする。 

 

 

 



・市ホテル旅館組合

・市地域女性団体連絡協議会

・肥薩おれんじ鉄道

・薩摩川内市

・市女性団体連絡協議会

・市比野・入来・祁答院・東郷ホテル旅館組合

・県飲食業生活衛生同業組合薩摩川内支部

・市高齢者クラブ連合会

・川内市漁業協同組合

・甑島漁業協同組合

・川内市内水面漁業協同組合

・薩摩川内市

・薩摩川内市

・川薩地区高等学校校長会

・鹿児島純心女子大学

・れいめい中・高等学校

・川内スポーツクラブ０１

・コミュニティ協議会長連絡会

・市社会福祉協議会

・県バスケットボール協会

・県空手道連盟

・県軟式野球連盟

・市バスケットボール協会

輸送・交通委員会

・市校長会（小・中学校）

・北薩地域振興局 ・川内市医師会

・薩摩川内市歯科医師会

・市スポーツ推進委員協議会

・県ホッケー協会

・市ホッケー協会

・県ウェイトリフティング協会

・市軟式野球連盟

・薩摩川内市

総務・企画委員会 競技・式典委員会 おもてなし委員会

・市民まちづくり公社

第７５回国民体育大会薩摩川内市準備委員会組織図

会長

総　　会（薩摩川内市準備委員会） 副会長

常任委員

委員

監事

会長

常任委員会 副会長

常任委員

薩摩川内市役所
（庁内部局長組織）

・薩摩川内市商工会

・市観光物産協会

・ＪＡ北さつま農業協同組合

・ＪＲ川内駅

・県タクシー協会西薩支部

・薩摩川内交通安全協会

・甑島商船

委員長
専門委員会

（構成：会長が委嘱した専門委員）
副委員長

委員

・川内商工会議所 ・県バス協会北薩地区

・市体育協会 ・薩摩川内警察署

報告

付託・委任

報告

委任



 

 

第７５回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」競技会場等予定施設 

１ 正式競技 

競技 種別 会場地市町村 競技会場 

ホッケー 全種別 薩摩川内市 薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場 

丸山自然公園人工芝コート 

バスケットボール 成年男子 姶良市 姶良市総合運動公園体育館 

成年女子 姶良市蒲生体育館（おおくすアリーナ） 

少年男子 薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 

（サンアリーナせんだい） 

少年女子 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館 

ウエイトリフティング 成年男子 薩摩川内市 薩摩川内市入来総合運動場体育館 

少年男子 

女子  ●追加種目検討中 

軟式野球 

 

 

 

 

成年男子 鹿児島市 鹿児島県立鴨池野球場 

鴨池公園野球場（鴨池市民球場） 

日置市 伊集院総合運動公園野球場 

東市来運動公園湯之元球場 

薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園野球場 

出水市 出水市総合運動公園野球場 

空手道 全種別 薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 

（サンアリーナせんだい） 

総合開・閉会式  鹿児島市 鹿児島県立鴨池陸上競技場 

陸上競技 全種別 鹿児島市 鹿児島県立鴨池陸上競技場 

水泳 競泳 全種別 鹿児島市 鴨池公園水泳プール 

飛込 全種別 

水球 少年男子 

少年女子  ●追加種目検討中 

シンクロ 少年女子   

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ 男子・女子  ●追加種目検討中 

サッカー 成年男子 志布志市 志布志運動公園陸上競技場 

しおかぜ公園多目的広場 

女子 霧島市 国分運動公園陸上競技場 

国分運動公園多目的広場 

まきのはら運動公園多目的広場 

少年男子 南さつま市 加世田運動公園陸上競技場 

加世田運動公園多目的広場 

参考資料⑤ 



吹上浜海浜公園運動広場 

テニス 全種別 鹿児島市 鹿児島県立鴨池庭球場 

東開庭球場 

ボート 全種別 鹿屋市 ◆鹿屋市輝北ダム特設ボートコース 

ボクシング 成年男子 阿久根市 阿久根総合運動公園総合体育館 

少年男子 

女子  ●追加種目検討中 

バレー 

ボール 

６人制 成年男子 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館 

成年女子 鹿屋市 平和公園串良平和アリーナ 

少年男子 鹿児島市 鹿児島アリーナ 

少年女子 桜島総合体育館 

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ 男子・女子 大崎町 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 

●追加種目検討中 

体操 競技 全種別 鹿児島市 鹿児島アリーナ 

新体操 少年女子 

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 男子・女子  ●追加種目検討中 

レスリング 成年男子 日置市 日置市吹上浜公園体育館 

少年男子 

女子  ●追加種目検討中 

セーリング 全種別 鹿児島市 鹿児島市平川特設セーリング会場 

ハンドボール 全種別 霧島市 霧島市国分体育館 

霧島市隼人体育館 

◆霧島市立国分中央高校体育館 

霧島市溝辺体育館 

霧島市横川体育館 

自転車 ロード・ 

レース 

成年男子 鹿屋市、錦江町、 

南大隅町、肝付町 

大隅広域特設ロード・レースコース 

少年男子 

女子  ●追加種目検討中 

トラック・ 

レース 

成年男子 南大隅町 鹿児島県根占自転車競技場 

少年男子 

女子  ●追加種目検討中 

ソフトテニス 全種別 鹿児島市 東開庭球場 

卓球 全種別 鹿児島市 松元平野岡体育館 

相撲 全種別 奄美市 奄美体験交流館 

馬術 全種別 霧島市 霧島市牧園特設馬術競技場 

フェンシング 全種別 垂水市 垂水中央運動公園体育館 

柔道 全種別 鹿児島市 鹿児島アリーナ 

ソフトボール 成年男子 南九州市 諏訪運動公園陸上競技場 

少年男子 知覧平和公園陸上競技場 

少年女子 知覧平和公園多目的広場 



成年女子 指宿市 開聞総合グラウンド 

バドミントン 全種別 指宿市 指宿総合体育館 

弓道 近的 全種別 出水市 出水市総合運動公園体育館特設近的会場 

遠的 出水市総合運動公園陸上競技場特設遠的会場 

ライフル 

射撃 

50・10・AP 全種別 鹿児島市 鹿児島県ライフル射撃場 

BR・BP ハートピアかごしま 

CP 成年男子 姶良市 鹿児島県警察学校 

剣道 全種別 霧島市 霧島市牧園アリーナ 

ラグビーフットボール 成年男子 鹿児島市 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 

女子  ●追加種目検討中 

少年男子 さつま町 北薩広域公園かぐや姫グラウンド 

北薩広域公園運動広場 

山岳 

 

リード 全種別 南さつま市 南さつま市加世田特設山岳会場 

※スポーツクライミングに名称変更予定 ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ 

カヌー スプリント 全種別 伊佐市 伊佐市菱刈カヌー競技場 

スラローム 全種別 湧水町 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場（仮称） 

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 

アーチェリー 全種別 鹿児島市 鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場 

銃剣道 全種別 霧島市 ◆霧島市立国分中央高校体育館 

なぎなた 全種別 枕崎市 枕崎市立総合体育館 

ボウリング 全種別 鹿児島市 サンライトゾーン 

ゴルフ 成年男子 霧島市 霧島ゴルフクラブ 

少年男子 溝辺カントリークラブ 

女子 姶良市 鹿児島高牧カントリークラブ 

トライアスロン 全種別 天城町 天城町特設トライアスロン会場（仮称） 

 

３７競技 １７市８町 ６９会場 

 

２ 特別競技 

競技 種目 種別 会場地市町村 競技会場 

高等学校野球 硬式  鹿児島市 鹿児島県立鴨池野球場 

鴨池公園野球場（鴨池市民球場） 

軟式  出水市 出水市総合運動公園野球場 

 

１競技 ２市 ３会場 

 

３ 公開競技 

競技 種別 会場地市町村 競技会場 

綱引 全種別 垂水市 垂水中央運動公園体育館 

武術太極拳 全種別 曽於市 曽於市末吉総合体育館 



パワーリフティング 全種別 知名町 おきえらぶ文化センターあしびの郷・ちな 

ゲートボール 全種別 指宿市 指宿市営陸上競技場 

グラウンド・ゴルフ 全種別 霧島市 霧島市丸岡公園緑地公園 

 

５競技 ４市１町 ５会場 

 

４ デモンストレーションスポーツ 

競技名 会場地市町村 競技会場 

バウンドテニス 薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 

（サンアリーナせんだい） 

ウォーキング 中種子町 西之表港～種子島中央体育館～宇宙センター 

エアロビック 出水市 出水市総合体育館 

遠泳 阿久根市 阿久根大島 

お手玉 鹿児島市 ハートピアかごしま体育館 

サーフィン 南種子町 竹崎海岸 

サイクリング 南さつま市 南さつま市内全域 

３Ｂ体操 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館 

史跡巡りウォーキング 東串良町 唐仁古墳周辺 

史跡巡りウォーキング 与論町 与論町庁内一円 

ジャズ体操 霧島市 国分海浜公園体育館 

少年サッカー 宇検村 宇検村野球場 

少年相撲 瀬戸内町 瀬戸内町大湊緑地公園相撲場 

少林寺拳法 いちき串木野市 いちき串木野市総合体育館 

スポーツチャンバラ 垂水市 垂水中央運動公園体育館 

スポーツ吹矢 鹿屋市 鹿屋市体育館 

ソフトバレーボール 日置市 日置市吹上浜公園体育館 

ソフトバレーボール 西之表市 西之表市民体育館 

ターゲット・バードゴルフ 出水市 クレインパークいずみ西側広場 

ダンススポーツ 姶良市 姶良市総合運動公園体育館 

ディスクゴルフ 南九州市 頴娃運動公園 

ドッヂボール 大崎町 大崎町総合体育館 

ドライビングコンテスト 南九州市 地域交流施設（三豊ゴルフクラブ） 

パークゴルフ 霧島市 霧島市まきのはら運動公園内福山パークゴルフ場 

ビーチフラッグス 阿久根市 脇本海水浴場 

ビリヤード 出水市 ビリヤード＆ダーツ・撞球亭 

フライングディスク 鹿児島市 県立吉野公園内 ディスクゴルフコース 

ふれあいグラウンド・ゴルフ 龍郷町 龍郷町中央グラウンド 

ふれあいグラウンド・ゴルフ 徳之島町 徳之島健康の森総合運動公園 

ペタンク 姶良市 姶良市姶良公民館広場 

ボート（フネインカー競漕） 喜界町 喜界町港湾（喜界町漁業協同組合前） 



真向法体操 錦江町 錦江町中央公民館 

ママさんバレー 長島町 長島町総合町民体育館、長島町Ｂ＆Ｇ体育館 

マラソン 十島村 十島村各７島 

ミニバレー 知名町 知名町民体育館 

ミニバレーボール 伊仙町 伊仙町総合体育館 

ミニバレーボール 和泊町 和泊中学校体育館 

ラジオ体操 三島村 三島開発総合センター 

ランニングバイク 大和村 奄美フォレストポリス 

歴史探訪ウォーキング 志布志市 志布志市内一円 

 

３６競技 １４市１４町４村 ３９会場 

 

≪合計≫ 

７９競技 １９市２０町４村 

（全市町村） 

１０５会場 

 

５ 愛称・スローガン・マスコットキャラクター 

愛称 燃ゆる感動かごしま国体 

スローガン 熱い鼓動 風は南から 

マスコットキャラクター ぐりぶーファミリー 

 

    ≪マスコットキャラクター：ぐりぶーファミリー≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぐりぶー あそぶー まなぶー 

ほしぶー ゆゆぶー すなぶー かごぶー 

さくら らぶぶー 



出水市 (３競技) さつま町 (１競技) 伊佐市 (１競技) 湧水町 (１競技)
軟式野球 　 成年男子 ラグビー 　 少年男子 カヌー スプリント 全種別 スラローム 全種別
弓道 全種別 ワイルドウォーター 全種別
高等学校野球【特別】 軟式 ―

姶良市 (３競技)
阿久根市 (１競技) 成年男子

成年男子 成年女子
少年男子 ライフル射撃 ＣＰ 全種別

ゴルフ 女子
薩摩川内市 (５競技)
ホッケー 　 全種別 霧島市 (７競技)
バスケットボール 　 少年男子 サッカー 　 女子

成年男子 ハンドボール 　 全種別
少年男子 馬術 全種別

軟式野球 　 成年男子 剣道 全種別
空手道 　 全種別 銃剣道 全種別

成年男子
いちき串木野市 (２競技) 少年男子
バレーボール 　 成年男子
バスケットボール 　 少年女子

鹿児島市　(総合開会式・閉会式　15競技)
日置市 (２競技) 総合開会式・閉会式

成年男子 陸上競技 全種別
少年男子 水泳 全種別

軟式野球 　 成年男子 テニス 全種別
少年男子
少年女子

競技 全種別
新体操 少年女子

セーリング 全種別
ソフトテニス 全種別
卓球 全種別
軟式野球 成年男子
柔道 全種別
ライフル CP以外 全種別
ラグビー 成年男子
アーチェリー 全種別
ボウリング 全種別

南さつま市 (２競技) 高等学校野球【特別】 硬式 －
サッカー 　 少年男子

リード 全種別 曽於市 (１競技)
ボルダリング 全種別

南九州市 (１競技) 志布志市 (１競技)
　 成年男子 サッカー 成年男子
　 少年男子
　 少年女子 垂水市 (２競技)

フェンシング 　 全種別
枕崎市 (１競技)
なぎなた 　 全種別

鹿屋市 (３競技)
指宿市 (３競技) ボート 全種別
ソフトボール 　 成年女子 バレーボール 成年女子
バドミントン 　 全種別 成年男子

少年男子

肝付町 (１競技)

成年男子

少年男子

錦江町 (１競技)
成年男子
少年男子

南大隅町 (１競技)
成年男子
少年男子
成年男子
少年男子

天城町 (１競技) 知名町 (１競技) 奄美市 (１競技)
トライアスロン 　 全種別 相撲 　 全種別

第75回国民体育大会
会場地市町村選定状況

(正式競技・特別競技第一次～第三次，公開競技)

カヌー

バスケットボール
ボクシング 　

ソフトボール

ウエイトリフティング 　

ゴルフ

グラウンド・ゴルフ【公開】

レスリング 　

バレーボール

体操

山岳
武術太極拳【公開】

パワーリフティング【公開】

綱引【公開】

自転車 ロード・レース
ゲートボール【公開】

自転車 ロード・レース

自転車 ロード・レース

自転車
ロード・レース

トラック・レース

伊佐市

湧水町

出水市

長島町

阿久根市

薩摩川内市

さつま町

霧島市

姶良市

いちき串木野市

日置市
鹿児島市

南さつま市

南九州市

枕崎市

指宿市

曽於市

志布志市
垂水市

鹿屋市

大崎町

東串良町

肝付町

錦江町

南大隅町

西之表市

中種子町

南種子町

屋久島町

龍郷町

喜界町
奄美市

大和村

宇検村

瀬戸内町

天城町
徳之島町

伊仙町
和泊町

知名町

与論町

十島村

三島村

参考資料⑥ 第７５回国民体育大会

鹿児島県準備委員会第６回総会資料


