
■地上波

競技・種別等 競技会場 期日※ 放送時間※ 放送局 放送形態

9/9(金) 15:00-16:00 Ｅテレ 生中継

9/10(土) 15:00-16:00 Ｅテレ 生中継

9/11(日) 15:00-16:00 Ｅテレ 録画

総合開会式 北上市・北上総合運動公園北上陸上競技場 10/1(土)
13:45-14:45
(調整中）

Ｅテレ 生中継

相撲

成年男子

ラグビー

成年男子
釜石市球技場 10/5(水) Ｅテレ15:00-16:00

第71回国民体育大会(岩手県)　テレビ放送予定（NHK）

2016/08/25現在

水泳・競泳 盛岡市・盛岡市立総合プール

10/4(火)八幡平市・八幡平市総合運動公園体育館 録画Ｅテレ15:00-16:00

録画

別紙No.11-1

卓球（10/5）

成年男子または女子、または少年女子

10/7(金) 16:00-17:00 Ｅテレ 生中継

10/8(土) 16:00-17:00 Ｅテレ 生中継

アーチェリー

成年男子または女子

バスケットボール

少年男子

※番組編成の都合で放送日時が変更する可能性があります。

録画

15:00-16:00

北上市・北上総合運動公園北上陸上競技場

10/6(木)

一関市・一関市総合体育館 Ｅテレ10/10(月) 15:00-16:00

陸上競技

奥州市・奥州市総合体育館（Ｚアリーナ）

10/9(日)

15:00-16:00 録画

雫石町・雫石町総合運動公園陸上競技場 Ｅテレ 録画

Ｅテレ



2016/8/25現在

媒体 対象競技 主体 日程 時間 放送局等 形態

テレビ 式典前演技 NHK盛岡放送局 10/1 13：00～（13：35） Eテレ　岩手県内 生中継

テレビ 総合開会式 (株)テレビ岩手 10/1 12：30～14：55 (株)テレビ岩手 生中継

CATV 総合開会式 10/1 11：00～16：00 北上ケーブルテレビ 生中継

テレビ 総合開会式 10/1 11：00～16：00
ICN株式会社
一関ケーブルネットワーク

生中継

ケーブルテレビ 総合開会式 岩手県CATV連絡協議会 10/5 13：00～15：00 県内CATV局 録画

テレビ

総合開会式オープニングイベ
ント
総合開会式式典前演技
総合開会式

IBC岩手放送 10/1
9：25～14：55
(予定)

IBC岩手放送 生中継

CATV 総合閉会式 北上ケーブルテレビ 10/11 13：00～15：20 北上ケーブルテレビ 生中継

テレビ 閉会式ダイジェスト (株)テレビ岩手 10/11
15：50～16：53
(13:00-15:25撮影)

(株)テレビ岩手
ディレード放送
(収録・編集して放
送)

ラジオ
オープンウォータースイミング
(9/6)

9/7
予定

12：30～12：45の間
(10分間程度)

かまいさいがいエフエム
はまっこラジオ

収録

ラジオ
トライアスロン
(10/2)

10/4
予定

12：30～12：45の間
(10分間程度)

かまいしさいがいエフエム
はまっこラジオ

収録

ラジオ
ラグビーフットボール(7人制)
(10/4～7)

10/12
予定

16：20～16：40の間
(10分間程度）

かまいしさいがいエフエム
はまっこラジオ

収録

インターネット配信 剣道
第71回国民体育大会
二戸市実行委員会

①10/8
②10/9
③10/10

①8：30～19：00
②8：30～18：00
③8：30～14：15

USTREAM 生中継

インターネット配信 自転車(ロードレース)
希望郷いわて国体紫波町実
行委員会

10/9 8:30～12：30 USTREAM 生中継

インターネット配信 高等学校野球(硬式) 朝日放送

①10/2～3
雨天順延等によ
り最大5(水)まで
延長あり

①10:00～試合終了
まで

①朝日新聞
バーチャル高校野球

①生中継またはダイ
ジェスト放送

インターネット配信

バレーボール、ソフトボール、
サッカー、ボート、ハンドボー

花巻市 未定 未定 未定
録画
※各競技のダイジェ

第71回国民体育大会(岩手県)　放送・映像配信予定（岩手県内）

北上ケーブルテレビ

エフエム岩手釜石支局

インターネット配信
サッカー、ボート、ハンドボー
ル、クレー射撃、高等学校野
球

花巻市 未定 未定 未定 ※各競技のダイジェ
スト放送

町内IP告知端末
※町内全世帯へ配布
してあり、町からの情
報等を発信するもの。

開始式 10/2 18:00 ＩＰ告知端末 録画

町内IP告知端末 軟式野球 10/3 18:00 ＩＰ告知端末 録画

インターネット配信
パワーリフティング
(開始式及び競技)

日本パワーリフティング協会
①9/10
②9/11

①9：00～19：00
②10:00～18：00

USTREAM 生中継

ラジオ
なぎなた競技
（10/2～10/4）

エフエム岩手　一戸支局 10/7 10：00～10：40 エフエム岩手　一戸支局 録音

ラジオ 炬火イベント(8/20、8/28) 8/30 15:00-15:40 エフエム岩手　岩泉支局 収録

ラジオ 軟式野球(10/2～10/3) 10/4 15:00-15:40 エフエム岩手　岩泉支局 収録

ラジオ
ウェイトリフティング(10/1～
10/5)

10/4 15:00-15:40 エフエム岩手　岩泉支局 収録

ラジオ 総合開会式(10/1) 10/4 15：00-15:40 エフエム岩手 収録

ラジオ 軟式野球(10/2) エフエム岩手　九戸支局 10/2
放送日　10/5(水)
12：00-12：45の間

エフエム岩手　九戸支局 収録

ラジオ 柔道(10/8,10/9,10/10) エフエム岩手　久慈支局 10/10
放送日 10/10(月)
12：00－12：40
中継(12:15-12:25)

エフエム岩手　久慈支局
生中継
(ケータイtelにて)

テレビ サッカー(少年男子) 遠野テレビ 未定 未定 遠野テレビ 録画

インターネット配信 なぎなた 未定 未定 youtube 録画

インターネット配信 ターゲット・バードゴルフ 未定 未定 youtube 録画

岩泉町

エフエム岩手　岩泉支局

一戸町



2016/8/25現在

媒体 対象競技 主体 日程 時間 放送局等 形態

第71回国民体育大会(岩手県)　放送・映像配信予定（岩手県内）

ラジオ セーリング
10/1
10/2～10/4
10/5

13：00～14：00
14：00～15：00
10：00～11：00

みやこハーバーラジオ 生中継

ラジオ レスリング
10/7
10/8～10/9
10/10

18：00～19：00
16：00～17：00
18：00～19：00

みやこハーバーラジオ 録音(取材音源)

ケーブルテレビ  クッブ(デモスポ) 住田テレビ(住田町） 10/30 13：00～15：00 住田テレビ(住田町) 録画

ケーブルテレビ

岩手国体ダイジェスト
対象競技協議中
※県内ＣＡＴＶ局の素材を持ち
帰り
ダイジェスト版の記録映像を
制作

岩手県CATV連絡協議会 11/13 13：00～15：00 県内CATV局 録画

インターネット配信
水泳(シンクロナイズドスイミン
グ)

9/4 競技時間 youtube live 生中継

インターネット配信 水泳(水球) 9/5～7 競技時間 youtube live 生中継

インターネット配信 水泳(飛込み) 9/9～11 競技時間 youtube live 生中継

インターネット配信 水泳(競泳)※予選のみ 9/9～11 競技時間 youtube live 生中継

インターネット配信 サッカー 10/6 競技時間 youtube live 生中継

インターネット配信 山岳(リード・ボルダリング) 10/7～9 競技時間 youtube live 生中継

①インターネット配信
②競技会場内観覧場
所でのTVモニターによ
る上映
③競技会場付近での
エリア放送
(地上波デジタルエリア
放送)

セーリング
希望郷いわて国体宮古市実
行委員会

10/1
10/2
10/3
10/4
10/5

12：00～18：00
9：00～17：00
9：00～17：00
9：00～17：00
9：00～16：00

USTREAM
youtube

①生中継
②録画

インターネット配信 アーチェリー
希望郷いわて国体希望郷い
わて大会雫石実行委員会

①10/7
②10/8
③10/9

①9：00～17：00
②9：00～16：00
③9：00～13：00

※③はNHKが放送
しないものに限る。

USTREAM 生中継

みやこハーバーラジオ

希望郷いわて国体・希望郷い
わて大会盛岡市実行委員会

しないものに限る。




