
1 水泳 9月11日
9/11、9/13～9/15

9:30～17:00

辰巳国際水泳場
〒135-0053

江東区辰巳2-8-10
深川

〒135-8799
江東区東陽4-4-2

セーリング 9/29～10/2 9:30～17:00
若洲海浜公園ヨット訓練所

〒136-0083
江東区若洲3-1-1

城東
〒136-8799

江東区大島3-15-2

なぎなた
　　　　　　①9/29、30
　　　　　　②10/１

①9:00～17:00
②9:00～14:00

田町スポーツセンター
〒108-0023

港区芝浦3−１−19
高輪

〒108-8799
港区三田3-8-6

銃剣道
　　　　　　①9/29
　　　　　　②9/30、10/１

①8:30～17:45
②9:00～17:00

練馬区立総合体育館
〒177-0032

練馬区谷原1-7-5
石神井

〒177-8799
練馬区石神井台

3-3-7

弓道 9/29～10/2 9:00～17:30
小金井公園弓道場

〒184-0001
小金井市関野町1-13-1

小金井
〒184-8799

小金井市本町
5-38-20

　　　　　①9/29
　　　　　②9/30

　　　　①8:00～18:00
　　　　②10:00～17:30

国分寺市民スポーツセンター
〒187-0022

小平市上水本町6-22-1
国分寺

〒185-8799
国分寺市日吉町

4-1-10

　　　　　①9/29
　　　　　②9/30

　　　　①8:30～18:00
　　　　②9:00～17:30

小平市民総合体育館
〒187-0025

小平市津田町1-1-1
小平

〒187-8799
小平市小川東町

5-16-1

　　　　　①9/29
　　　　　②9/30、10/１
　　　　　③10/2

　　　　①8:00～18:30
　　　　②10:00～18:30
　　　　③10:00～16:00

立川市泉市民体育館
〒190-0015

立川市泉町786-11
立川

〒190-8799
立川市曙町2-14-36

　　　　　①9/29
　　　　　②9/30
　　　　　③10/１
　　　　　④10/2

　　　　①11:00～17:00
　　　　②9:30～18:30
　　　　③10:00～16:30
　　　　④9:30～14:00

町田市立総合体育館
〒194-0045

町田市南成瀬5-12
町田

〒194-8799
町田市旭町3-2-22

ボウリング 9/29～10/3 11:00～15:00
ビッグボックス東大和

〒207‐0022
東大和市桜ヶ丘1-1330-19

武蔵村山
〒208-8799

武蔵村山市学園
3-24-1

高等学校野球 9/29～10/3 8:30～16:30
八王子市民球場

〒193‐0931
八王子市台町2-2

八王子南
〒192-0399

八王子市みなみ野
1-6-7

空手道
　　　　　①9/29
　　　　　②9/30
　　　　　③10/１

　　　　①9:00～20:00
　　　　②9:00～19:30
　　　　③9:00～14:50

日野市市民の森ふれあいホール
〒191-0011

日野市日野本町6-1-3
日野

〒191-8799
日野市宮345

八王子カントリークラブ
〒193-0801

八王子市川口町2352

ＧＭＧ八王子ゴルフ場
〒193-0801

八王子市川口町3515

サッカー
　　　　　①9/29
　　　　　②9/30

　　　　①8:00～17:00
　　　　②8:00～15:00

町田市立陸上競技場
〒195-0063

町田市野津田町2035
鶴川

195-8799
町田市大蔵町446

4 サッカー 9月30日 9/30～10/1,10/3 10:00～15:00
下宿第三運動公園サッカー場

〒204-0001
清瀬市下宿3-681-1

清瀬
〒204-8799

清瀬市元町2-28-12

（※）　使用開始は、各競技会場における臨時出張所開始日と合わせることとし、全ての小型印は国体の終了日（10月14日）まで郵頼及び窓口にて使用することとします。

印影スポーツ名

総合開会式

バレーボール

ゴルフ
〒193-8799

八王子市散田町
5-27-7

小型印を集めて景品をもらおう！国体会場めぐりスタンプラリー開催概要

9/29～10/１ 8:30～16:30 八王子西

調布
〒182-8799

調布市八雲台2-6-1

臨時出張所開設場所臨時出張所開設時間 局名 郵便局の住所及び郵頼先

9/28 10:00～21:00

味の素スタジアム
〒182-0032

調布市西町376-3
2 9月28日

番号 使用開始日（※） 臨時出張所開設期間

3 9月29日

別紙1

1



（※）　使用開始は、各競技会場における臨時出張所開始日と合わせることとし、全ての小型印は国体の終了日（10月14日）まで郵頼及び窓口にて使用することとします。

印影スポーツ名

小型印を集めて景品をもらおう！国体会場めぐりスタンプラリー開催概要

臨時出張所開設場所臨時出張所開設時間 局名 郵便局の住所及び郵頼先番号 使用開始日（※） 臨時出張所開設期間

別紙1

サッカー
　　　　　①10/2
　　　　　②10/3

調布郵便局に
お問い合わせください

℡042-441-1189

味の素スタジアム
〒182-0032

調布市西町376-3
調布

〒182-8799
調布市八雲台2-6-1

　　　　①9:00～16:15
　　　　②9:00～15:15
　　　　③9:00～14:00

 市民陸上競技場
〒191-0011

日野市日野本町7-12-1

　　　　①9:00～16:15
　　　　②9:00～15:15
　　　　③9:00～11:45

浅川スポーツ公園グラウンド
〒191-0024

日野市万願寺5-3-7

　　　　　①10/3～5
　　　　　②10/6
　　　　　③10/7

　　　　①9:30～16:30
　　　　②9:30～15:00
　　　　③9:30～14:00

墨田区総合体育館
〒130-0013

墨田区錦糸4-15-1
本所

〒130-8799
墨田区太平4-21-2

　　　　　①10/3、4
　　　　　②10/5、6

　　　　①10:00～17:00
　　　　②10:00～15:00

新宿スポーツセンター
〒169-0072

新宿区大久保3-5-1
新宿北

〒169-8799
新宿区大久保3-14-8

ウェイトリフティング 10/3～10/7 10:00～17:00
くにたち市民総合体育館

〒186-0003
国立市富士見台2-48-1

国立
〒186-8799

国立市富士見台
2-43-4

陸上競技 10/4～10/8
調布郵便局に

お問い合わせください
℡042-441-1189

味の素スタジアム
〒182-0032

調布市西町376-3
調布

〒182-8799
調布市八雲台2-6-1

ティーボール

10/4～10/6 9:00～17:30
小金井市総合体育館

〒184-0001
小金井市関野町1-13-1

小金井
〒184-8799

小金井市本町
5-38-20

　　　　　①10/4、5
　　　　　②10/6
　　　　　③10/7

　　　　①9:00～16:00
　　　　②9:00～13:00
　　　　③9:00～12:00

東村山市民スポーツセンター
〒189-0003

東村山市久米川町3-30-5
東村山

〒189-8799
東村山市本町2-1-2

　　　　　①10/4
　　　　　②10/5
　　　　　③10/6
　　　　　④10/7

　　　　①8:00～17:15
　　　　②9:00～17:30
　　　　③9:00～14:00
　　　　④10:00～13:30

立川市泉市民体育館
〒190-0015

立川市泉町786-11
立川

〒190-8799
立川市曙町2-14-36

山岳 10/4～10/6 10:00～18:00
東久留米スポーツセンター

〒203-0011
東久留米市大門町2-14-37

東久留米
〒203-8799

東久留米市中央町
1-1-44

ボクシング

　　　　　①10/4、5
　　　　　②10/6
　　　　　③10/7
　　　　　④10/8

　　　　①9:00～18:00
　　　　②9:00～17:00
　　　　③9:00～16:00
　　　　④9:00～13:00

日野市市民の森ふれあいホール
〒191-0011

日野市日野本町6-1-3
日野

〒191-8799
日野市宮345

バドミントン

　　　　　①10/4
　　　　　②10/5
　　　　　③10/6
　　　　　④10/7

　　　　①9:30～18:30
　　　　②9:30～15:30
　　　　③9:30～17:00
　　　　④9:30～12:30

町田市立総合体育館
〒194-0045

町田市南成瀬5-12
町田

〒194-8799
町田市旭町3-2-22

軟式野球
　　　　　①10/4
　　　　　②10/5

　　　　①8:00～14:00
　　　　②8:00～12:00

小野路球場（小野路公園）
〒195-0064

町田市小野路町2023-1
鶴川

〒195-8799
町田市大蔵町446

ソフトボール

 フットベースボール

ホッケー

都立光が丘公園野球場
〒179-0072

練馬区光が丘4-1-1

　　　　　①10/2～10/4
　　　　　②10/5
　　　　　③10/6

日野
〒191-8799
日野市宮345

ハンドボール

バスケットボール

6 10月3日

　　　　　①10/4、5
　　　　　②10/6

10月4日

8 10月12日
　　　　①10/12
　　　　②10/13、14

5 10月2日

光が丘
〒179-8799

練馬区光が丘2-9-7

西東京市総合体育館
〒188-0013

西東京市向台町5-4-20

　　　　①14:00～17:00
　　　　②10:00～15:00

　　　　①9:00～18:30
　　　　②9:30～17:15

西東京
〒188-8799

西東京市田無町
3-2-2

7

2


