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中国ブロック大会

予約システム利用方法
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予約サイトへの入り方

①岡山県スポーツ協会HPより大会専用バナーをクリック

②パスワードを入力する

③予約申込みサイト（エクセルシート）

より該当の種目URLをクリックする

№ 開催市 宿泊・弁当予約申込サイト

25 カヌー
ｽﾗﾛｰﾑ

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ
岡山市 https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000378734

31 ゴルフ 少年男子 岡山市 https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000347459

15 馬術 全種別 真庭市

3 テニス 成年男女 岡山市

30 ボウリング 全種別 倉敷市

24 スポーツクライミング
成年女子
少年男女

倉敷市

8 体　操 新体操

8 体　操 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

8 体　操 競技

1 水　泳
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ
ｽｲﾐﾝｸﾞ

倉敷市

4 ボート 全種別 岡山市

25 カヌー スプリント 岡山市

29 なぎなた 少年女子 真庭市

27 空手道 全種別 岡山市

1 水　泳 水球 倉敷市

13 卓球
成年男女
少年女子

笠岡市

サッカー 女子 岡山市

サッカー 少年男子 美作市

26 アーチェリー 全種別 備前市

2 サッカー 成年男子 岡山市

№ 8/20(金) 8/21(土) 8/22(日) 8/23(月) 開催市 会　　　　場

9 バスケットボール 全種別 △ ○ ○ 岡山市

10 ウエイトリフティング 成年男子 △ ○ 倉敷市

12 ソフトテニス
成年男女
少年女子

△○ ○ □ 備前市

14 軟式野球 成年男子 △ ○ ○ □ 倉敷市

16 フェンシング
成年女子
少年男女

△ ○ ○ 倉敷市

17 柔道
成年男子
少年男子

△ ○ 岡山市

18 ソフトボール 全種別 △ ○ ○ □ 新見市

20 弓道 全種別 △○ ○ 倉敷市

BR・BP △○

AR・AP・SB △ ○

22 剣道
成年女子
少年男女

△ ○ 岡山市

5 ホッケー 全種別 赤磐市

6 ボクシング 全種別 岡山市

ラグビーフットボール
成年男子

女子

ラグビーフットボール 少年男子

11 ハンドボール 全種別 岡山市

19 バドミントン
成年男女
少年女子

津山市

7 バレーボール 全種別 岡山市

32 アイスホッケー 全種別 倉敷市 https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000380962

△監督会議　　○試合実施日　　□予備日

12/11(土)△○・12/12(日)○ ヘルスピア倉敷アイスアリーナ

シティライトスタジアム・補助陸上競技場

8/7(土)△・8/8(日)○（調整中） 日生運動公園スポーツ広場

8/28(土)△○・8/29(日)○

水島緑地福田公園体育館

岡山武道館

岡山市総合文化体育館

倉敷運動公園ウエイトリフティング場

岡山市総合文化体育館

8/26(木)△・8/27(金)○・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

8/27(金)△・8/28(土)○・8/29(日)○

津山総合体育館　　8/27(金)△・8/28(土)○・8/29(日)○

岡山県備前市総合公園テニスセンター

6/22(火)△・6/23(水)○・6/24(木)○ 後楽ゴルフ倶楽部

美作市 美作ラグビー・サッカー場

8/26(木)△○・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

7/2(金)△・7/3(土)○・7/4(日)○

7/9(金)△○・7/10(土)○・7/11(日)○

岡山市

岡山県立高松農業高等学校

岡山県御津ライフル射撃場

7/25(日)△○

7/31(土)△○・8/1(日)○ 笠岡総合体育館（調整中）

23

21 ライフル射撃

8/26(木)△・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

2

競　　技　　名

8/26(木)△・8/27(金)○・8/28(土)○・8/29(日)○

8/13(金)△・8/14(土)○・8/15(日)○・8/16(月)○

8/6(金)△・8/7(土)○・8/8(日)○・8/9(月)○

競　　技　　名

ジップアリーナ岡山）

7/17(土)△・7/18(日)○ 白梅総合体育館

7/17(土)△・ 7/18(日)○

岡山市

7/16(金)△・7/17(土)○

7/17(土)△・7/18(日)○・7/19(月)□

蒜山ホースパーク

7/9(金)△○・7/10(土)○・7/11(日)○

5/14(金)△・5/15(土)○・5/16(日)○

開催期間

7/9(金)△○・7/10(土)○・7/11(日)○

7/17(土)△・7/18(日)○・予備日7/25（日）

岡山県総合グラウンドテニスコート

旭川　建部特設カヌー競技場

倉敷市児島地区公園水泳場

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000380916

熊山運動公園多目的広場

7/29(木)△○・7/30(金)○・7/31(土)○・8/1(日)○ 倉敷市屋内水泳センター

7/17(土)△○・7/18(日)○

岡山大学　大学会館ホール

ジップアリーナ岡山

倉敷市営弓道場

新見市憩いとふれあいの公園野球場・多目的広場
新見市民運動公園総合グラウンド

倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000380844

ジップアリーナ岡山

第７６回国民体育大会（第７７回冬季大会）中国ブロック大会日程及び会場一覧

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000380808

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000380809

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000380810

https://gtc2.knt.co.jp/kntfront/convention/CON00010.xhtml?t=T2000380931

■宿泊・弁当の申込は、下記URLよりインターネット申込みとなりますので、該当競技の専用サイトよりお申込みをお願い致します。

ジップアリーナ岡山

rocks CLIMBING GYM

アミパラボウル

会　　　　場

シティライトスタジアム・補助陸上競技場

美作ラグビー・サッカー場

吉井川　瀬戸特設カヌー競技場

百間川ボートコース

ジップアリーナ岡山

ジップアリーナ岡山サブアリーナ
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1

①初回の申し込み時は、新規作成をクリックしてください
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5

②代表地区を選択ください。

２



③競技を選択してください
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4

④種別を選択してください
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5

⑤人数の内訳を記入してください
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6

⑥ ②～⑤のすべての記入が終了しましたら、「次へ」をクリックしてください
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7
⑦代表者の情報を画面に従って記入してください。

10

下へ続く



8

9

⑧宿泊時の食事条件を選択してください
⑨宿泊（一泊ごと）の日付と人数を記入してください
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⑩昼食弁当申し込みをしてください。
（必要ない場合は、手配不要を選択してください）
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12

⑪食物アレルギーや宿泊の細かい条件などは、備考に記入してください
⑫現時点での、交通手段のご予定をご記入ください
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13

⑬ ⑥～⑫のすべての記入が終了しましたら、「次へ」をクリックしてください
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⑭請求書の送付先を選択してください
⑮ ⑭を選択後、「次へ」をクリックしてください
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⑯申込内容をご確認ください。
修正がある場合は右側の修正ボタンをクリックし、ご変更ください

16
修正がある

場合
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⑰入力内容をご確認いただき、間違いなければ「進む」をクリックしてください
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⑱個人情報規約をご確認いただき、間違いなければ同意するにチェックを入れ、
「表示内容を確認の上申し込む」をクリックしてください
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⑲以上で、申し込み完了です
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20

⑳申込内容の確認・変更・取り消しは、
ユーザーID（特に設定していなければ、メールアドレス）パスワードを入力し、

ログインをクリックしてください

20

申込システムでの予約の変更・取り消し
は予約締め切り日までと、配宿決定日～
入宿8日前までが可能です。
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㉑お申込内容確認・変更は右側の青いボタンをクリックしてください
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㉒申込内容確認はこちらの画面をご覧ください。
修正がある場合は、該当項目の「修正」ボタンをクリックの上、ご修正ください

修正がある
場合は、修
正ボタンを
クリック
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㉓申込内容をすべて取り消す場合は、「お取消しはこちら」をクリックしてください
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㉔表示された画面の一番下の「取消」ボタンをクリックしてください
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㉕「表示内容を確認のうえ申し込む」をクリックしてください

25



㉖以上で、お取り消しが完了いたしました。
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