
上段・電話番号 申　込

 下段・FAX番号 〆切日

 第46回　全日本中学校 大阪府 〒５４０－８５７１ 大阪市中央区大手前２丁目大阪府教育庁保健体育課内 ０６－４７９２－７８１１

 陸上競技選手権大会 大阪市 陸上競技選手権大会大阪府実行委員会事務局 ０６－４７９２－８６３８

 第59回　全国中学校　　 京都府 〒６１３－０９０５ 京都市伏見区淀下津町257-7　京都市立大淀中学校内 ０７５－６３１－７２１１

水泳競技大会 京都市 水泳競技大会京都府実行委員会事務局 ０７５－６３１－７２１２

 第49回　全国中学校 和歌山県 〒６４０－８３９０ 和歌山市有本668-1　和歌山市立紀之川中学校内 ０７３－４３３－３１２５

バスケットボール大会 和歌山市 バスケットボール大会実行委員会事務局 ０７３－４３３－３１２６

 第50回　全国中学校 奈良県 〒６３５－００４５ 大和高田市三倉堂2-9-28　大和高田市立片塩中学校内 ０７４５－２２－０９５１

サッカー大会
奈良市・橿原市・
葛城市・田原本町

サッカー大会実行委員会事務局 ０７４５－２２－０９６９

 第48回　全国中学校 兵庫県 〒６５８－００２７ 神戸市東灘区青木4-4-2　神戸市立本庄中学校内 ０７８－５８５－８４１０

ハンドボール大会 神戸市 ハンドボール大会兵庫県実行委員会事務局 ０７８－５８５－８４１０

 第41回　全国中学校 滋賀県 〒５２０－０８０７ 大津市松本1-2-1滋賀県教委事務局　保体課分室内 ０７７－５３５－９０８０

軟式野球大会
大津市・草津市・
守山市・甲賀市

滋賀県実行委員会軟式野球事務局 ０７７－５３５－９０８１

 第50回　全国中学校 京都府 〒６０４－８４６１ 京都市中京区西ノ京中保町１－４　京都市立北野中学校内 ０７５－４６３－７１０１

体操競技選手権大会 向田市 体操競技選手権大会実行委員会事務局 ０７５－４６３－７１０２

 第50回　全国中学校 奈良県 〒６３４－０００６ 橿原市新賀町33　橿原市立八木中学校内 ０７４４－２９－７８０４

新体操選手権大会 橿原市 新体操選手権大会実行委員会 ０７４４－２９－７８０５

 第49回　全日本中学校 和歌山県 〒６４２－００３３ 海南市且来990　海南市立亀川中学校内 ０７３－４８２－３５２９

 バレーボール選手権大会 和歌山市 バレーボール選手権大会事務局 ０７３－４８２－０６９７

 第50回　全国中学校 京都府 〒６０２－８１５５ 京都市上京区主税町991　京都市立二条中学校内 ０７５－８２１－１１９６

ソフトテニス大会 宇治市・城陽市 ソフトテニス大会京都府実行委員会事務局 ０７５－８２１－１１９７

 第50回　全国中学校 滋賀県 〒５２０－０８０７ 大津市松本1-2-1滋賀県教委事務局　保体課分室内 ０７７－５３５－９０８０

　 卓球大会 大津市 滋賀県実行委員会卓球事務局 ０７７－５３５－９０８１

 第49回　全国中学校 兵庫県 〒６６１－００２４ 尼崎市三反田町1-1-1　尼崎市教育委員会内 ０６－４９５０－５６８５

バドミントン大会 尼崎市 バドミントン大会阪神地区実行委員会事務局 ０６－４９５０－５６５８

 第41回　全国中学校 和歌山県 〒６４０－０３４２ 和歌山県和歌山市松原337　和歌山市立東中学校内 ０７３－４７９－００４４

　 ソフトボール大会 紀の川市・岩出市 ソフトボール大会事務局 ０７３－４７９－００４７

 第50回　全国中学校 兵庫県 〒６７０－０９７４ 姫路市飯田山田540　ウインク球場内 ０９０－８０８１－８６９４

　 柔道大会 姫路市 兵庫県実行委員会柔道開催委員会事務局 ０７９－２４４－１３３３

 第49回　全国中学校 大阪府 〒５４０－８５７１ 大阪市中央区大手前２丁目大阪府教育庁保健体育課内 ０６－４７９２－７８１１

　 剣道大会 大阪市 剣道大会大阪府実行委員会事務局 ０６－４７９２－８６３８

 第49回　全国中学校 奈良県 〒６３４－０００６ 橿原市新賀町33　橿原市立八木中学校内 ０９０－３９７１－４３８８

　 相撲選手権大会 奈良市 相撲選手権大会実行委員会 ０７４４－２９－７８０１

 第27回　全国中学校 滋賀県 〒５２０－０８０７ 大津市松本1-2-1滋賀県教委事務局　保体課分室内 ０７７－５３５－９０８０

駅伝大会 竜王町・野洲市・湖南市 滋賀県実行委員会駅伝事務局 ０７７－５３５－９０８１

 第57回　全国中学校 長野県
令和2年２月５日（水）

〒３８６－２５０２
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷１０１４４
野沢温泉村立野沢温泉中学校内

０２６９－８５－２１４１

スキー大会 野沢温泉村 ～８日(土) スキー大会実行委員会事務局 ０２６９－８５－４４４７

 第40回　全国中学校 長野県
令和2年２月１日（土）

〒３８０－８５１２
長野県長野市大字鶴賀緑町１６１３
長野市文化スポーツ振興部スポーツ課内

０２６－２２４－５０８３

　　　　　　　　　スケート大会 長野市 ～４日(火) スケート大会長野市実行委員会事務局 ０２６－２２４－７３５１

 第40回　全国中学校 北海道 令和2年１月１６日（木） 〒０５９－１２６３ 苫小牧市青雲町2-15-3　苫小牧市立凌雲中学校内 ０１４４－６７－６１４２

アイスホッケー大会 苫小牧市 ～１９日(日) アイスホッケー大会実行委員会事務局 ０１４４－６７－０４１５

 第36回　(公財)日本中学校 千葉県 令和2年１月１６日（木） 〒２６０－０８５３ 千葉市中央区葛城２－９－１ ０４３－２２２－００７９

体育連盟研究大会 千葉市 ～１７日(金) 千葉市立葛城中学校内 ０４３－２２７－３９２４

令　和　元　年　度　　全　国　中　学　校　体　育　大　会　・　研　究　大　会　一　覧 
2019/6/10

No 大　会　名 開催地 会　　　期 会　　　　場 連絡責任者 大 会 事 務 局 所 在 地

1 ８月２１日（水）～２４日（土） ヤンマースタジアム長居 石田　卓也 8月1日(木)

2 ８月１７日（土）～１９日（月） 京都アクアアリーナ 小西　太二 7月31日(水)

3 ８月２２日（木）～２５日（日）
ビッグホエール、ビッグウェーブ
和歌山県立体育館

本田　昌寛 8月9日(金)

4 ８月１９日（土）～２４日（土）
ならでんフィールド、奈良県立橿原公苑陸上競技場、
橿原運動公園、新庄第一健民運動場、
新町競技場、フットボールセンター

布施淳一朗 8月8日(木)

5 ８月２０日（火）～２３日（金）
グリーンアリーナ神戸
神戸ワールド記念ホール

市川　眞也 8月8日(木)

6 ８月１７日（土）～２０日（火）
皇子山総合運動公園野球場、草津グリーンスタジアム
守山市民運動公園野球場、甲賀市民スタジアム

高岸　宏之 8月10日(土)

7 ８月２２日（木）～２４日（土） 向田市民体育館 佐藤　大介 8月13日(火)

8 ８月２３日（金）～２５日（日） ジェイテクトアリーナ奈良 山口　誠 8月9日(金)

9 ８月１７日（土）～２０日（火）
和歌山ビッグホエール、和歌山ビッグウェーブ
和歌山県立体育館

廣田　隆弘 8月9日(金)

10 ８月２０日（火）～２２日（木）
山城総合運動公園
宇治市文化センター文化会館

上田　竜次 8月13日(火)

11 ８月２０日（火）～２３日（金） ウカルちゃんアリーナ（滋賀県立体育館） 竹内　達也 8月10日(土)

12 ８月１９日（土）～２２日（木） ベイコム総合体育館 橋口　裕司 8月11日(日)

13 ８月２０日（火）～２３日（金）
紀の川粉河運動場
岩出市立市民総合体育館

田伏　豊英 8月10日(土)

14 ８月１７日（土）～２０日（火） ウインク武道館 山崎啓太郎 8月1日(木)

15 ８月２１日（水）～２３日（金） 丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館） 岡野　慶一 8月1日(木)

16 ８月１７日（土）～１８日（日） ならでんアリーナ 岡田　裕司 8月5日(月)

17 １２月１４日（土）～１５日（日） 滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド 福知　敬高 11月21日(木)

18

野沢温泉スキー場カンダハーコース
南原クロスカントリーコース
野沢温泉シャンツェ

宮島　秀樹
令和2年
1月23日

(木)

21 三井ガーデンホテル千葉 島田　暁史

19
長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）
長野市若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット）

鈴木　秀規
令和2年
1月16日

(木)

20
白鳥王子アイスアリーナ
ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ

岡元　貴子 12月27日(金)


