平 成 ２９ 年 度
No
1

2

大 会 名

第44回 全日本中学校
陸上競技選手権大会
第57回 全国中学校
水泳競技大会
第47回 全国中学校

3

バスケットボール大会
第48回 全国中学校

開催地
熊本県

第46回 全国中学校
ハンドボール大会
第39回 全国中学校

鹿児島県

沖縄県

８月２２日（火）〜２５日（金）
那覇市・沖縄市
熊本県
菊池郡・菊池市
沖縄県

８月１７日（木）〜２０日（日）
那覇市・豊見城市
宮崎県

８月１８日（金）〜２１日（月）

軟式野球大会
第48回 全国中学校
体操競技選手権大会
第48回 全国中学校
新体操選手権大会
第47回 全日本中学校

宮崎市
福岡県

長崎県

バレーボール選手権大会

11

12

13

14

15

16

17

18

第48回 全国中学校
ソフトテニス大会
第48回 全国中学校
卓球大会
第47回 全国中学校
バドミントン大会
第39回 全国中学校
ソフトボール大会
第48回 全国中学校
柔道大会
第47回 全国中学校
剣道大会
第47回 全国中学校
相撲選手権大会
第25回 全国中学校
駅伝大会
第55回 全国中学校
スキー大会

19

第38回 全国中学校
スケート大会

20 第38回 全国中学校
アイスホッケー大会
21

第34回 (公財)日本中学校
体育連盟研究大会

８月２２日（火）〜２５日（金）

８月１７日（木）〜２０日（日）

８月２２日（火）〜２５日（金）

８月１８日（金）〜２０日（日）

佐賀市

８月１９日（土）〜２０日（日）

宇佐市

１２月１６日（土）〜１７日（日）

与久田 学

鹿角市
長野県
長野市
北海道
釧路市
北海道
札幌市

平成３０年２月８日（木）
〜１１日（日）
平成３０年２月３日（土）
〜６日（火）
平成３０年１月１８日（木）
〜２１日（日）
平成２９年１１月１６日(木)
〜 １７日(金)

０９６−３６８−９９５９

鹿児島県鹿児島市伊敷台１−３−１

０９９−２２８−６５８８

鹿児島市立伊敷台中学校内 県中体連事務局

０９９−２２８−６５９８

〒９００−００２６ 沖縄県那覇市奥武山町５１番地２ ３０１号室

０９８−９９６−１９６２

沖縄県体協スポーツ会館内

０９８−９９６−１９６３

〒８６２−０４０１ 熊本市東区東町４−１５−１

０９６−３６８−７７５４

佐賀県総合体育館

黒土 進治

日置市東市来総合運動公園

田島正晴

福岡国際センター

石田

佐賀県総合体育館

黒土 進治

宇佐市総合運動場相撲場

信國 裕計

滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド

市田 正義

龍

AP…花輪ス キー場ジャイアントコース
XC…花輪ス キー場クロスカントリーコース
SJ…花輪シ ャンツェ
NC…花輪シ ャンツェ／花輪スキー場クロスカントリーコース

渋谷

実

長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ）

下平

嗣

〒９００−００２６ 沖縄県那覇市奥武山町５１番地２ ３０１号室

０９８−９９６−１９６２

沖縄県体協スポーツ会館内

０９８−９９６−１９６３

宮崎市立宮崎西中学校内

8/10（木）
〒803-0811

０９８５−２９−００２１

北九州市小倉北区大門1-5-1

０９３−５６１−０８３３

北九州市立思永中学校

０９３−５６１−０８３３

8/12（土）

〒８５６−００１４ 長崎県大村市田下町５１０

大村市立萱瀬中学校
宮崎市立宮崎西中学校内

０９８５−２７−８１６１

8/9（水）
〒８５２−８０６２ 長崎県長崎市大園町２−１

長崎市立滑石中学校
〒８７０-０１６３

大分市明野南３−７−１

〒８４９−０９０２ 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉２３６１−１

〒819-0166

〒５２０-０８３３

０９７−５５３−２９４０
０９５２−９７−８０８７

佐賀市立金泉中学校内 県中体連事務局

０９５２−９７−８０９７

鹿児島県鹿児島市伊敷台１−３−１

０９９−２２８−６５８８

鹿児島市立伊敷台中学校内 県中体連事務局

０９９−２２８−６５９８

福岡市西区横浜2-34-1

０９２−４００−０００４

福岡市立玄洋中学校

０９２−４００−０００４

〒８４９−０９０２ 佐賀県佐賀市久保泉町上和泉２３６１−１

〒８７９-０３１６

０９５−８５５−４４６５
０９５−８５５−４４６５

大分県中学校体育連盟事務局

〒890-0007

０９８５−２９−００２１

大分市立明野中学校内０９７−５５３−２８２７

０９５２−９７−８０８７

佐賀市立金泉中学校内 県中体連事務局

０９５２−９７−８０９７

宇佐市大字下時枝３６９番地の１

０９７８−３２−０３２６

宇佐市立北部中学校内

０９７８−３２−０６８３

滋賀大津市晴嵐１−２０−２０

０７７−５３５−９０８０

大津市立粟津中学校内

鹿角市立花輪第一中学校内
〒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

０７７−５３５−９０８１
０１８６−２３−２２５７
０１８６−２３−２２６０
０２６−２２４−５０８３
０２６−２２４−７３５１

阿部 勇介

〒０８５−０８１３ 北海道釧路市春採５−１−１９

中川 幸治

〒００１−００１８ 北海道札幌市北区十八条西２丁目２−１

０１１−７１６−６２００

札幌市立北辰中学校内

０１１−７１６−６２００

釧路市春採アイスアリーナ

7/31(月)

０９８５−２７−８１６１

宮崎県中学校体育連盟事務局

〒０１８−５２０１ 秋田県鹿角市花輪字陳場１２５番地

長野市若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット）

８／１（火）

０９６−３６８−９９５９

宮崎県中学校体育連盟事務局

裕

申 込
〆切日

8/7（月）

〒８８０−０００７ 宮崎市原町１−４

得丸

札幌プリンスホテル国際館パミール

０９６−３６８−７７５４

長友 正明

別府市総合体育館べっぷアリーナ

日本製紙アイスアリーナ

〒890-0007

上段・電話番号
下段・FAX番号

熊本市立東町中学校内

〒８８０−０００７ 宮崎市原町１−４

野洲市・湖南市・竜王町

秋田県

〒８６２−０４０１ 熊本市東区東町４−１５−１

熊本市立東町中学校内

渡邉 章裕

８月２２日（火）〜２５日（金）

大会事務局所在地

牛島 智博

長崎市総合運動公園かきどまり庭球場

８月１８日（金）〜２０日（日）

福岡市

滋賀県

許田 重晴

長友 正明

日置市

大分県

田島正晴

８月２２日（火）〜２５日（金）

佐賀市

佐賀県

鹿児島市鴨池公園水泳プール
那覇市民体育館
沖縄県立武道館
沖縄市体育館
大津町運動公園球技場・競技場
菊陽杉並木公園スポーツ広場
菊池市七城運動公園サッカー場
山鹿市カルチャースポーツセンター多目的グラウンド
沖縄県立武道館
豊見城市民体育館
那覇市民体育館
ＫＩＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム宮崎
生目の杜運動公園アイビースタジアム
KIRISHIMAひむかスタジアム
久峰総合運動公園野球場

修

宮崎市総合体育館
ＫＩＲＩＳＨＩＭＡツワブキ武道館主道場
早水公園体育文化センター
高城総合運動公園体育館

別府市

福岡県

沢田

松﨑 真奈美

長崎市

鹿児島県

熊本県民総合運動公園陸上競技場 えがお健康スタジアム

大村市体育文化センター

宮崎市・都城市

佐賀県

連絡責任者

８月２２日（火）〜２４日（木）

宮崎県

大分県

場

辻井 幸介

大村市

長崎県

会

北九州市立総合体育館

８月１９日（土）〜２１日（月）

北九州市

9

10

８月１７日（木）〜１９日（土）

鹿児島市

6

8

８月１９日（土）〜２２日（火）

８月１８日（金）〜２３日（水）

サッカー大会

7

期

熊本市

4

5

会

平成２９年２月１日現在

全 国 中 学 校 体 育 大 会 ・ 研 究 大 会 一 覧 (案)

釧路市立春採中学校内

8/11(金)
8/11(金)
8/10(木)
8/4（金）
8/3（木）
8/1(火)

