
平成２７年４月１４日現在

上段・電話番号 申　込
 下段・FAX番号 〆切日

 第42回　全日本中学校 北海道 〒０６０－００３４ 札幌市豊平区８条１３丁目２－１ ０１１－８２６－３６８３

 陸上競技選手権大会 札幌市 札幌市立八条中学校内 ０１１－８３１－３０９０

 第55回　全国中学校　　 秋田県 〒０１８－５７０１ 秋田県大館市比内町扇田字新館野中岱１２ ０１８６－５５－３５１０

水泳競技大会 秋田市 大館市立比内中学校内 ０１８６－５５－３５１０

 第45回　全国中学校 岩手県 〒０２１－０９０１ 岩手県一関市真柴字中田１８ ０１９１－４８－５７３３

バスケットボール大会 一関市・奥州市 一関市立一関中学校内 ０１９１－４８－５７３３

 第46回　全国中学校 北海道 〒０８０－０８０６ 帯広市東６条南１２丁目２ ０１５５－２４－３３０３

サッカー大会 帯広市 帯広市立翔陽中学校内 ０１５５－２４－３３０３

 第44回　全国中学校 岩手県 〒０２５－００９７ 岩手県花巻市若葉町２丁目１６番２２号 ０１９８－２９－６５５５

ハンドボール大会 花巻市 花巻市立花巻中学校内 ０１９８－２９－６５５５

 第37回　全国中学校 福島県 〒９６０－０５０２ 福島県伊達市箱崎字沖１１０番地 ０２４－５８３－５２３０

軟式野球大会 福島市・伊達市・本宮市 伊達市立伊達中学校内 ０２４－５８３－５２３０

 第46回　全国中学校 北海道 〒０６７－００５８ 江別市萌えぎ野中央１０番地の２ ０１１－３８５－２３０３

体操競技選手権大会 江別市 江別市立江陽中学校内 ０１１－３８５－２３０４

 第46回　全国中学校 北海道 〒０６０－００３４ 札幌市豊平区８条１３丁目２－１ ０１１－８２６－３６８３

新体操選手権大会 札幌市 札幌市立八条中学校内 ０１１－８３１－３０９０

 第45回　全日本中学校 北海道 〒０７０－８００６ 旭川市神楽６条１２丁目 ０１６６－５６－６７０７

 バレーボール選手権大会 旭川市 旭川市立神楽中学校内 ０１６６－５６－８３１７

 第46回　全国中学校 山形県 〒９９４－００７１ 山形県天童市大字矢野目１２８５番地 ０８０－６０２３－００７６

ソフトテニス大会 天童市 天童市立第三中学校内 ０２３－６５１－０７８８

 第46回　全国中学校 宮城県 〒９８１－３１０９ 宮城県仙台市泉区鶴が丘２－１－１ ０２２－３４７－３７７１

　 卓球大会 利府町 仙台市立鶴が丘中学校内 ０２２－３４７－３７７２

 第45回　全国中学校 北海道 〒０８５－００４３ 釧路市喜多町１番２３号 ０９０－７６４２－０３７０

バドミントン大会 釧路市 釧路市立北中学校内 ０５０－３７３７－６６４４

 第37回　全国中学校 宮城県 〒９８１－０５０１ 宮城県東松島市赤井字川前一 １６－１ ０２２５－９８－８１０６

　 ソフトボール大会 東松島市 東松島市立矢本第二中学校内 ０２２５－９８－８１０９

 第46回　全国中学校 北海道 〒０４１－０８０６ 函館市美原３丁目３０－３ ０９０－２８７０－６０６２

　 柔道大会 函館市 函館市立亀田中学校内 ０１３８－４６－３３４５

 第45回　全国中学校 秋田県 〒０１０－１６３２ 秋田県秋田市新屋大川町１９番７５号 ０１８－８９３－４６１６

　 剣道大会 秋田市 秋田市立秋田西中学校内 ０１８－８９３－４６１７

 第45回　全国中学校 青森県 〒０３４－００３５ 青森県十和田市東十六番町２７の１ ０１７６－２３－７１０１

　 相撲選手権大会 十和田市 十和田市立十和田中学校内 ０１７６－２３－７００５

 第23回　全国中学校 山口県 〒７５３－００７０ 山口市白石２丁目７－１ ０８３－９２４－８９９７

駅伝大会 山口市 山口市立白石中学校内 ０８３－９０２－７００７

北海道 〒０７６－００５６ 富良野市瑞穂町１－３０ ０１６７－２２－２７７０

富良野市 富良野市立富良野東中学校内 ０１６７－２２－４２５９

北海道 〒０９６－００７２ 名寄市豊栄１０１－１ ０９０－２８１６－７２６０

名寄市 名寄市立名寄中学校内 ０１６５４－２－２１４８

 第36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） 長野市教育委員会体育課内 ０２６－２２４－７５３１

 第36回　全国中学校 群馬県 〒３７１－００２７ 前橋市平和町２丁目１３－２４ ０２７－２３３－６６５１

アイスホッケー大会 渋川市 前橋市立第三中学校内 ０２７－２３３－６６７０

 第32回　(公財)日本中学校 長野県 〒３８０－０８０３ 長野市三輪１２５２ ０２６－２３４－４４８５

体育連盟研究大会 長野市 長野市立柳町中学校内 ０２６－２３４－４４８５
21 １１月１２日（木）～１３日（金）

 　平成２８年１月３０日（土）
　　　　　　　　　　～２月２日（火）

19

20
 　平成２８年１月２１日（木）
　　　　　　　　　～１月２４日（日）

16

１２月１２日（土）～１３日（日）17

18

 第53回　全国中学校

スキー大会

鷹来の森運動公園８月１７日（月）～２０日（木）

山口県セミナーパーク

十和田市相撲場８月２２日（土）～２３日（日）

15 ８月２２日（土）～２４日（月）

13

函館アリーナ14

AP…富良野スキー場

８月２１日（金）～２４日（月） 岩角　聖孝

10

12

11
セキスイハイムスーパーアリーナ
（宮城県総合運動公園総合体育館）

８月２１日（金）～２４日（月）

８月１９日（水）～２２日（土）

８月２０日（木）～２２日（土）

８月２１日（金）～２４日（月）

８月２０日（木）～２３日（日）

８月２１日（金）～２３日（日） 山形県総合運動公園

湿原の風アリーナ釧路

6

高橋　真吾北海道立野幌総合運動公園　総合体育館

県営あづま球場、信夫ヶ丘球場、ほばら大泉球場
しらさわグリーンパーク野球場

田中　信次

旭川大雪アリーナ、旭川市総合体育館
忠和公園体育館、旭川実業高等学校体育館

8 北海道立総合体育センター（北海きたえーる）８月１７日（月）～１９日（水）

花巻市総合体育館

８月１７日（月）～２０日（木）

秋田県立武道館 8月7日

8月3日

畠山　宏良

11月19日

齊藤　保

中林　健二

8月3日

平成28年
1月19日

駒村　久登

平成28年
1月14日

小山　敏信

干川 多賀幸

中村　公暢

平成28年
1月6日

群馬県総合スポーツセンター　伊香保リンク

ホテルメトロポリタン長野

山口　哲也

 　平成２８年２月２日（火）
　　　　　　　　　　～２月６日（土）

 　平成２８年２月２日（火）
　　　　　　　　　　～２月５日（金）

XC…名寄健康の森クロスカントリーコース
SP…名寄ピヤシリシャンツェ
NC…名寄ﾋﾟﾔｼﾘｼｬﾝﾂｪ、名寄健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

玉置　英樹

7月31日

3

4

5

2 根本　大輔

川岸　　仁

8月9日

今野　啓

8月10日河合　香享

西牧　尚志

8月11日

8月12日

8月10日

8月10日

山﨑　武司

村上　康広

8月12日

8月7日

千葉　雄二

8月11日

８月２２日（土）～２５日（火）

平成28年
1月19日

8月12日
(データは8月10日

15：00〆切）

須藤　雅典

平　成　２７　年　度　　全　国　中　学　校　体　育　大　会　・　研　究　大　会　一　覧

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（火）～２１日（金） 厚別公園競技場 8月1日山﨑　武司

８月１７日（月）～１９日（水） 秋田県立総合プール

８月１９日（水）～２４日（月）

一関市総合体育館
奥州市総合体育館

帯広の森陸上競技場、帯広の森球技場
帯広市緑ヶ丘公園グリーンパーク

8月11日

9

7


