平 成 ２８ 年 度
No
1

2

大 会 名

第43回 全日本中学校
陸上競技選手権大会
第56回 全国中学校
水泳競技大会
第46回 全国中学校

3

バスケットボール大会
第47回 全国中学校

開催地
長野県

新潟県

第45回 全国中学校
ハンドボール大会
第38回 全国中学校

福井県
福井市・あわら市
大野市・勝山市

第47回 全国中学校
体操競技選手権大会
第47回 全国中学校
新体操選手権大会
第46回 全日本中学校
バレーボール選手権大会

10

11

12

13

14

15

16

17

第47回 全国中学校
ソフトテニス大会
第47回 全国中学校
卓球大会
第46回 全国中学校
バドミントン大会
第38回 全国中学校
ソフトボール大会
第47回 全国中学校
柔道大会
第46回 全国中学校
剣道大会
第46回 全国中学校
相撲選手権大会
第24回 全国中学校
駅伝大会
第54回 全国中学校

富山県
富山市
石川県

スキー大会

20
21

８月２１日（日）〜２４日（水）

金沢市
新潟県
新潟市・三条市

福井県

第37回 全国中学校
スケート大会
第37回 全国中学校
アイスホッケー大会
第33回 (公財)日本中学校
体育連盟研究大会

８月２３日（火）〜２５日（木）

鯖江市
福井県

８月１８日（木）〜２０日（土）

福井市
富山県
魚津市・黒部市
入善町

石川県

８月１９日（金）〜２２日（月）

８月２２日（月）〜２４日（水）

能登町
富山県

８月２１日（日）〜２４日（水）

高岡市
石川県

８月１７日（水）〜２０日（土）

金沢市
福井県

８月１９日（金）〜２２日（月）

敦賀市
新潟県

８月１７日（水）〜２０日（土）

上越市
長野県

８月１９日（金）〜２１日（日）

長野市
石川県

８月２０日（土）〜２１日（日）

津幡町
滋賀県

１２月１７日（土）〜１８日（日）

会

場

長野県松本平広域公園陸上競技場
ダイエープロビスフェニックスプール
福井市体育館・トリムパークかなづ多目的体育館
大野市エキサイト広場総合体育施設体育館
勝山市体育館ジオアリーナ
富山県総合運動公園
陸上競技場・ファミリー広場・芝生スポーツ広場・多目的広場
富山市富山南総合公園 西広場・東広場
富山県総合体育センター
いしかわ総合スポーツセンター
HARD OFF ECOスタジアム新潟
みどりと森の運動公園野球場
鳥屋野運動公園野球場
三条パール金属スタジアム
サンドーム福井
福井市体育館

連絡責任者

酒井

剛

髙橋 明大
番場 亮一

山中

努

〒９１９−０４１２ 福井県坂井市春江町江留中１５−１５

坂井市立春江中学校内

山形県

平成２９年２月２日（木）
〜５日（日）

石川 秀樹
堀川 祐里江

江田 邦彦
宮前

仁

リージョンプラザ上越インドアスタジアム

渡邉

進

鷲山 光男
五百﨑 剛
市田 正義

〒９２０−０８０４ 石川県金沢市鳴和２−１０−６０

金沢市立鳴和中学校内

最上町・真室川町・米沢市

長野県
長野市
岩手県
盛岡市・花巻市
岐阜県
岐阜市

平成２９年２月４日（土）
〜７日（火）

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）

〒９１６−００２１ 福井県鯖江市三六町１−１−５０

鯖江市中央中学校内
〒９１０−０３５１ 福井県坂井市丸岡町寅国５−１５

坂井市立丸岡中学校内
〒９３８−０８０７ 富山県黒部市山田新２０６２

黒部市立桜井中学校内
〒９２０−０８０４ 石川県金沢市鳴和２−１０−６０

金沢市立鳴和中学校内
〒９３３−０９５４ 富山県高岡市美幸町２−４−１

高岡市立高岡西部中学校内
〒９２０−０８０４ 石川県金沢市鳴和２−１０−６０

金沢市立鳴和中学校内
〒９１４−０８０７ 福井県敦賀市松葉町１−１

敦賀市立松陵中学校内
〒９４３−０８４７ 新潟県上越市南新町３−３

上越市立城西中学校内
〒３８０−０９１３ 長野県長野市川合新田２０２−１

長野市立犀陵中学校内
〒９２０−０８０４ 石川県金沢市鳴和２−１０−６０

金沢市立鳴和中学校内

平成２９年１月１９日（木）
〜２２日（日）

盛岡市アイスリンク（盛岡市） 石鳥谷アイスアリーナ（花巻市）

平成２９年１月１９日(木)
〜 ２０日(金)

岐阜都ホテル

０２５８−７７−９３７９

嗣

雪ノ浦 達雄
安池 重和

7/31（日）

０２５８−７７−７２０５
０９０−３０４３−４６２７

8/12（金）
０７７６−４３−９８２８
０８０−５８５１−９２７８
０７６−４２１−５３９４
０７６−２５３−０６１０

8/11（木）

０７６−２５３−００４４
０２５−２８５−７２０１

０２５−２８５−７２０２
０７７８−４３−６２６０

０７７６−４３−６０３１

〒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
〒０２０−０１１１ 岩手県盛岡市黒石野３−１５−１

盛岡市立黒石野中学校内
〒５００−８８２４ 岐阜県岐阜市北八ツ寺町７

校長会館内 県中体連事務局

8/10（水）

０７７６−４３−６１４０
０７６５−５４−４５１１

8/12（金）

０７６５−５４−４５１１
０７６−２５３−０６１０

8/12（金）

０７６−２５３−００４４
０７６６−２１−２１３４

8/11（木）

０７６６−２１−２１３５
０７６−２５３−０６１０

8/11（木）

０７６−２５３−００４４
０７７０−４７−５６０２

8/10（水）

０７７０−４７−５６０３
０７０−４０６６−４５１２

8/4（木）

０２５−５２３−７２２３
０２６−２２１−８６８６

8/1（月）

０２６−２２１−１７８３
０７６−２５３−０６１０

8/1（月）

０７６−２５３−００４４

11/24（木）

大津市立粟津中学校内
最上郡真室川町大字大沢
滝ノ沢山５０１６番地２６

8/10（水）

０７７８−４３−６２６１

〒５２０−０８３３ 滋賀大津市晴嵐１−２０−２０

真室川町立真室川中学校内

下平

8/2（火）

０２６３−８５−１４４０

8/11（木）

〒９９９−５５２１

高橋 賢一

申 込
〆切日

8/８（月）

新潟市立鳥屋野中学校内

橋本 光一

AP…赤倉温泉スキー場（最上町）
XC…秋山クロスカントリーコース（真室川町）
SJ…米沢市御成山公園ジャンプ場
NC…米沢市御成山公園ジャンプ場
米沢市営田沢クロスカントリー競技場

０２６３−５８−２０５６

勉

敦賀市きらめきスタジアム
敦賀市総合運動公園 多目的広場（グラウンド）

滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド

長岡市立東北中学校内

〒９５０−０９４１ 新潟県新潟市中央区女池４−３１−１

佐藤

村田 賢祐

津幡運動公園体育館 特設相撲場

〒９４０−０８６４ 新潟県長岡市川﨑５−４８５−１

富山市立山室中学校内

石川県立能都健民テニスコート

長野市真島総合スポーツアリーナ（ホワイトリング）

松本市立菅野中学校内

〒９３９−８００６ 富山県富山市山室３０−１

柴田 由明

金沢市総合体育館

〒３９９−００３３ 長野県松本市笹賀３４７５

上段・電話番号
下段・FAX番号

植野 昌弘

魚津テクノｽﾎﾟｰﾂドーム（ありそドーム）
黒部市総合体育センター
入善町総合体育館

高岡市竹平記念体育館

大会事務局所在地

野洲市・湖南市・竜王町

18

19

８月２２日（月）〜２５日（木）

８月１９日（金）〜２２日（月）

軟式野球大会

9

８月１７日（水）〜１９日（金）

長岡市

6

8

８月２１日（日）〜２４日（水）

８月２０日（土）〜２５日（木）

サッカー大会

7

期

松本市

4

5

会

平成２８年４月８日現在

全 国 中 学 校 体 育 大 会 ・ 研 究 大 会 一 覧

０２３３−６３−２１２１

０２３３−６３−２１４０
０２６−２２４−５０８３
０２６−２２４−７３５１
０１９−６６１−５７９１
０１９−６６１−０９８１
０５８−２６２−２７１９
０５８−２６２−２７１９

Ｈ２９
1/ （
）
H29
1/19（木）
H29
1/5（木）

