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大 会 名

第40回 全日本中学校
陸上競技選手権大会

第53回 全国中学校
水泳競技大会
第43回 全国中学校
バスケットボール大会
第44回 全国中学校
サッカー大会
第42回 全国中学校
ハンドボール大会
第35回 全国中学校
軟式野球大会
第44回 全国中学校
体操競技選手権大会
第44回 全国中学校
新体操選手権大会
第43回 全日本中学校
バレーボール選手権大会
第44回 全国中学校
ソフトテニス大会
第44回 全国中学校
卓球大会
第43回 全国中学校
バドミントン大会
第35回 全国中学校
ソフトボール大会
第44回 全国中学校
柔道大会
第43回 全国中学校
剣道大会
第43回 全国中学校
相撲選手権大会
第21回 全国中学校
駅伝大会
第51回 全国中学校

18

スキー大会
19

20
21

第34回全国中学校
スケート大会
第34回全国中学校
アイスホッケー大会

開催地
愛知県

会

期

８月１９日（月）～２２日(木）

名古屋市

静岡県
静岡市
静岡県

８月２１日（水）～２３日（金）

水野 哲也

８月２０日（火）～２３日(金）

８月１７日(土）～２０日(火）

８月２３日（金）～２５日（日）

８月２２日（木）～２４日（土）

伊賀市
愛知県

８月１８日（日）～２１日(水）

岡崎市
愛知県

８月１９日（月）～２１日(水）

一宮市
岐阜県

８月１７日（土）～２０日（火）

岐阜市
静岡県

８月１７日（土）～２０日（火）

富士宮市
三重県

８月１７日（土）～２０日（火）

津市・亀山市
三重県

８月１８日（日）～２１日（水）

伊勢市
静岡県

８月１７日（土）～１９日（月）

浜松市
岐阜県

８月１７日（土）～１８日（日）

岐南町
山口県

１２月１４日（土）～１５日（日）

山口市
群馬県

２６年２月２日（日）～５日（水）

スカイホール豊田
豊橋市民球場、豊橋球場、蒲郡市公園グラウンド野球場
滝頭公園野球場
岐阜メモリアルセンターで愛ドーム
ゆめドームうえの
岡崎中央総合公園総合体育館
岡崎市体育館
一宮市テニス場
岐阜メモリアルセンターで愛ドーム
富士宮市民体育館
津市河芸グラウンド、ヤマギシ豊里球場（津市）
亀山市西野公園野球場、亀山市東野公園ソフトボール場

サンアリーナ
浜松アリーナ
岐南町スポーツセンター特設相撲場
山口県セミナーパーク
AP… スノーパーク尾瀬戸倉

片品村

XC… 武尊牧場ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ(仮称)

長野県

SJ･･･ 野沢温泉ｼｬﾝﾂｪ

２６年２月２日（日）～５日（水）

野沢温泉村
長野県

２６年２月１日（土）～４日（火）

長野市
東京都
西東京市・東大和市

第30回 (公財)日本中学校

鹿児島県

体育連盟研究大会

鹿児島市

吉山 幸洋

８月１９日（月）～２４日（土）

岐阜市
三重県

静岡県立水泳場（競泳・飛び込み）

久米 裕朗

大垣市浅中公園総合グラウンド（陸上競技場・球技場、多目的広場）
赤坂スポーツ公園・大垣南公園運動場
養老町スマイルグラウンド

豊橋市、田原市、蒲郡市

岐阜県

瑞穂公園陸上競技場

連絡責任者

青島 正和

豊田市

愛知県

場

浜松アリーナ・小笠山運動公園エコパアリーナ

大垣市・養老町
愛知県

会

８月２２日（木）～２５日（日）

浜松市・袋井市
岐阜県

全 国 中 学 校 体 育 大 会 ・ 研 究 大 会 一 覧

２６年１月２３日（木）～２６日（日）

石黒 英男
河合 成始
近藤 慶一
隠岐

隆

淺井 貞人
足立 昌人
村橋 正巳
篠原 尚紀
北保 道拡
三浦

健

梅下 高明
下尾 直己
中林 健二
小曽根一広

大会事務局所在地
〒４６１－０００５ 名古屋市東区東桜１－７－１

名古屋市立冨士中学校内
〒４３１－１３０５ 浜松市北区細江町気賀７３００－１

浜松市立細江中学校内
〒４３２－８０２３ 浜松市中区鴨江二丁目１７－１

浜松市立西部中学校内
〒５００－８１４６ 岐阜県岐阜市九重町３－８

岐阜市立梅林中学校内
〒４７３－０９１７ 豊田市立若林西町広崎８２

豊田市立高岡中学校内
〒４４０－０８６１ 豊橋市向山西町５－１

豊橋市立向山小学校内
〒５００－８１４６ 岐阜県岐阜市九重町３－８

岐阜市立梅林中学校内
〒５１８-０８３６

三重県伊賀市緑ヶ丘本町４１５３
伊賀市立緑ヶ丘中学校内

〒４４４－０２４４ 岡崎市下青野町井戸尻７２

岡崎市立六ッ美中学校内
〒４９１－０８０４ 一宮市千秋町佐野高須２９８２

一宮市立千秋中学校
〒５００－８１４６ 岐阜県岐阜市九重町３－８

岐阜市立梅林中学校内
〒４１９－０３１５ 富士宮市長貫１２６７

富士宮市立芝川中学校内
〒５１０-０８３６

三重県四日市市大字松本８１０
四日市市立常磐中学校内

上段・電話番号
下段・FAX番号
０５２－９６１－０４３５
０５２－９６１－８６１９

０５３－５２３－０１６６
０５３－５２７－００７３
０５３－４５４－４４９６
０５３－４５４－４４９７
０５８－２１５－０７６７
０５８－２１５－０７６７
０５６５－５２－１８３０
０５６５－５２－７２４４
０５３２－５２－０３９６
０５３２－５７－１９７０
０５８－２１５－０７６７
０５８－２１５－０７６７
０９０－８５４６－４８７０
０５９５－２１－７８６５
０５６４－４３－２０７１
０５６４－４３－２３９８
０５８６－２８－８７６３
０５８６－７６－１５６０
０５８－２１５－０７６７
０５８－２１５－０７６７
０５４４－６５－０４００
０５４４－６５－０４０１
０９０－８１８５－６０４４
０５９－３２０－２０８５

〒５１０－０３０４ 三重県津市河芸町上野２０１０

０５９－２７３－５９８６

朝陽中学校内

０５９－２７３－５９８７

〒４３０－０９２４ 浜松市中区龍禅寺町７０６

浜松市立南部中学校内
〒５００－８１４６ 岐阜県岐阜市九重町３－８

０５３－４５４－４５９１
０５３－４５４－４５９２
０５８－２１５－０７６７

岐阜市立梅林中学校内

０５８－２１５－０７６７

〒７５３－００７０ 山口市白石２丁目７－１

０８３－９２４－８９９７

山口市立白石中学校内

０８３－９０２－７００７

群馬県利根村片品村大字鎌田３９４６

０２７８－２５－５６００

村教委全中ｽｷｰ大会推進室内

０２７８－２５－５６０１

〒378-0415

NC･･･野沢温泉ｽｷｰ場南原ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ
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）
ダイドードリンコアイスアリーナ
東大和スケートセンター

２６年１月１６日（木）～１７日（金） かごしま県民交流センター

渋澤 二郎
笠嶋 砂子
荒殿 博昭

〒３８０－８５１２ 長野市大字鶴賀緑町１６１３

長野市教育委員会体育課内
〒１７０－００１１ 東京都豊島区池袋本町４－５－２４

〒 892-0871

０２６－２２４－５０８３
０２６－２２４－７３５１
０３－５９５８－０８１５

区立池袋中学校 都中体連事務局内

０３－５９５８－０８１６

鹿児島市吉野町3074

０９９－２４３－６８０７

市立吉野中学校内

０９９－２４３－６８０８

