
平成３０年５月１６日現在

上段・電話番号 申　込
 下段・FAX番号 〆切日

 第45回　全日本中学校 岡山県 〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1 086-803-1543

 陸上競技選手権大会 岡山市 岡山市教育委員会事務局学校教育部保健体育課内 086-803-1885

 第58回　全国中学校　　 岡山県 〒710-8565 倉敷市西中新田640 086-426-3835

水泳競技大会 倉敷市 倉敷市教育委員会保健体育課内 086-421-6018

 第48回　全国中学校 山口県 〒753-0021 山口市桜畠4-9-1　山口市立宮野中学校内 （学校083-928-0144）

バスケットボール大会 防府市・山口市 全国中学校バスケットボール大会実行委員会事務局（学校083-928-0597）

 第49回　全国中学校 鳥取県 〒680-0844 鳥取市興南町９１番地　鳥取市立南中学校内 080-5752-5702

サッカー大会 鳥取市 全国中学校サッカー大会実行委員会事務局 0857-30-0012

 第47回　全国中学校 山口県 〒745-0851 周南市大字徳山4915　周南市立岐陽中学校 （学校0834-22-8840）

ハンドボール大会 周南市 全国中学校ハンドボール大会実行委員会事務局 （学校0834-22-8524）

 第40回　全国中学校 広島県 〒737-2516 呉市安浦町中央4-2-1　呉市立安浦中学校内 0823-84-5151

軟式野球大会 呉市・東広島市・広島市 平成30年度全国中学校体育大会軟式野球開催委員会事務局 0823-84-5152

 第49回　全国中学校 島根県 〒697-0024 浜田市黒川町3745　浜田市立第一中学校内 0855－25-5032

体操競技選手権大会 浜田市 平成30年度全国中学校体育大会浜田市実行委員会事務局 0855－25-5059

 第49回　全国中学校 島根県 〒690-0875 松江市外中原町46 松江市立第一中学校内 080-8236-2241

新体操選手権大会 松江市 平成30年度全国中学校体育大会松江市実行委員会事務 0852-33-7321

 第48回　全日本中学校 島根県 〒690-0875 松江市外中原町46 松江市立第一中学校内 080-2943-1387

 バレーボール選手権大会 松江市 平成30年度全国中学校体育大会松江市実行委員会事務 0852-33-7321

 第49回　全国中学校 広島県 〒729-5121 庄原市東城町川東5227　庄原市立東城中学校内 0824-53-2008

ソフトテニス大会 尾道市 平成30年度全国中学校体育大会ソフトテニス開催委員会事務局 0824-53-2175

 第49回　全国中学校 広島県 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6-3-1　広島市立大塚中学校内 080-8246-3214

　 卓球大会 広島市 平成30年度全国中学校体育大会卓球開催委員会事務局 082-849-1033

 第48回　全国中学校 山口県 〒753-0211 山口市大内長野555　山口市立大内中学校内 （学校083-927-0024）

バドミントン大会 山口市 全国中学校バドミントン大会実行委員会事務局 （学校083-927-0277）

 第40回　全国中学校 鳥取県 〒689-2111 東伯郡北栄町土下１００番地１　北栄町立北条中学校 0858-36-5010

　 ソフトボール大会
倉吉市・北栄町・湯梨浜町

三朝町・琴浦町
全国中学校ソフトボール大会実行委員会事務局 0858-36-5011

 第49回　全国中学校 広島県 〒739-2612 東広島市黒瀬町丸山82番地１　東広島市立黒瀬中学校内 080-4363-2650

　 柔道大会 広島市 平成30年度全国中学校体育大会柔道開催委員会事務局 0823-82-2189

 第48回　全国中学校 岡山県 〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1 086-803-1543

　 剣道大会 岡山市 岡山市教育委員会事務局学校教育部保健体育課内 086-803-1885

 第48回　全国中学校 山口県 〒741-0072 岩国市平田6-10-33　岩国市立平田中学校 （学校0827-32-1111）

　 相撲選手権大会 岩国市 全国中学校相撲大会実行委員会事務局 （学校0827-32-2828）

 第26回　全国中学校 滋賀県 〒５２０-０８３３ 滋賀大津市晴嵐１－２０－２０ ０７７－５３５－９０８０

駅伝大会 竜王町・野洲市・湖南市 大津市立粟津中学校内 ０７７－５３５－９０８１

18  第56回　全国中学校 新潟県 〒９５０‐０９０８ 新潟市中央区幸西3-3-1 ０２５－２９０－２２５２

スキー大会 湯沢町・南魚沼市・十日町市 新潟会館内 ０２５－２９０－２２５２

19  第39回　全国中学校 長野県 長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 〒３８０－８５１２ 長野県長野市大字鶴賀緑町１６１３ ０２６－２２４－５０８３

　　　　　　　　　スケート大会 長野市 長野市若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット） 長野市文化スポーツ振興部スポーツ課内 ０２６－２２４－７３５１

 第39回　全国中学校 北海道 帯広の森アイスアリーナ 〒０８２－００５６ 北海道河西郡芽室町東６条南３丁目１ ０１５５－６２－２００１

アイスホッケー大会 帯広市 帯広の森第2アイスアリーナ 芽室倒立芽室中学校内 ０１５５－６２－２９８８

21  第35回　(公財)日本中学校 徳島県 〒７７０－０８０７ 徳島市中前川町3-16 ０８８－６５３－８３３８

体育連盟研究大会 徳島市 徳島市徳島中学校内 ０８８－６２３－３１７６

重谷　　昇島根県立体育館（竹本正男アリーナ）

呉市二河野球場
東広島運動公園野球場
コカ・コーラボトラーズジャパン広島総合グランド野球場

上戸田　光史

松江市総合体育館
鹿島総合体育館

8 松江市総合体育館

８月１７日（金）～１９日（日）
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８月１９日（日）～２３日（木）

８月２０日（月）～２２日（水）

８月２１日（火）～２４日（金）

８月２１日（火）～２３日（木）10

岡山市総合文化体育館

広島県立総合体育館８月２２日（水）～２５日（土）

12

11

８月１８日（土）～２１日（火）

平成３１年１月１７日(木)
　　　　　　～　１８日(金)

平成３１年２月２日（土）
　　　　　　　～５日（火）

16

１２月１５日（土）～１６日（日）17

平成３１年２月４日（月）
　　　　　　　～７日（木）

15 ８月２２日（水）～２４日（金）

13

14 ８月１７日（金）～２０日（月）

８月１７日（金）～２０日（月）

20 １月２４日（木）～２７日（日）

8月1日（水）

松本　幸也

佐伯　卓哉

８月13日（月）

藤村　　治

ホテルクレメント徳島

AP…苗場スキー場
XC…十日町市吉田クロスカントリー競技場
SJ…石打丸山シャンツェ
NC…十日町市吉田ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技場・石打丸山シャンツェ

滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド

岩国市総合体育館

維新百年記念公園スポーツ文化センター

広島県立総合体育館

倉吉市営野球場
倉吉市営関金球場
北栄町立北条中学校
北条運動場

広島県立びんご運動公園テニスコート

下平　　嗣

兼松　佳史

平野　聖也
１２月２８日

（金）

８月１０日（金）

８月７日（火）

伊藤　善夫

８月８日（水）

８月１７日（金）～１９日（日） 児島地区公園水泳場（児島マリンプール）

８月１８日（土）～２３日（木）

ソルトアリーナ防府
維新百年記念公園スポーツセンター

とりぎんバードスタジアム
コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク
鳥取市若葉台スポーツセンター

７月３１日（火）

８月２２日（水）～２５日（土）

８月１８日（土）～２１日（火）

川上　泰平

牧田　健一

キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター 湯浅　昭宏

2

平　成　３　０　年　度　　全　国　中　学　校　体　育　大　会　・　研　究　大　会　一　覧 (案)

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

1 ８月１８日（土）～２１日（火） シティライトスタジアム（岡山県総合グラウンド陸上競技場） ８月１日（水）長谷川仁則

８月１１日（土）

6

８月１７日（金）～１９日（日） ８月８日（水）

８月１０日（金）

1月24日(木)

1月17日(木)

加藤　一彦

８月1３日（月）

9

7

11月22日(木)

稲村　政人

市田　正義

8月1日（水）

上田亜由美

上貝　一介

８月９日（木）

桂　　大輔

８月１０日（金）佐藤　雄吾

吉田　央

８月１０日（金）

8月２日（木）


