
令和２年３月９日

上段・電話番号 申　込
 下段・FAX番号 〆切日

 第47回　全日本中学校 三重県 〒５１６－００７１
伊勢市一之木町５丁目５－３
伊勢市立厚生中学校内

０５９６－２８－３７０３

 陸上競技選手権大会 伊勢市 陸上競技大会実行委員会事務局 ０５９６－２４－１５７６

 第60回　全国中学校　　 愛知県 〒４５６－００３２
名古屋市熱田区三本松町２３－２６
名古屋市立南養護学校内

０５２－８７１－７３９０

水泳競技大会 名古屋市 水泳競技大会愛知県実行委員会事務局 ０５２－８７１－７３９２

 第50回　全国中学校 三重県 〒５１４－０００３ 津市桜橋２丁目３８－１  津市立橋北中学校内 ０５９－２２８－３１１４

バスケットボール大会 津市・伊勢市 バスケットボール大会実行委員会事務局 ０５９－２２９－１７７９

 第51回　全国中学校 三重県 〒５１９ー０５０２
伊勢市小俣町相合７５０  伊勢市立小俣中学校
内

０５９６－２２－３６１０

サッカー大会
鈴鹿市・四日市市

いなべ市
サッカー大会実行委員会事務局 ０５９６－２７－３０２８

 第49回　全国中学校 岐阜県 〒５００－８１４６ 岐阜市九重町３－８  岐阜市立梅林中学校内 ０５８－２１６－０９１０

ハンドボール大会 岐阜市 ハンドボール大会岐阜県実行委員会事務局 ０５８－２１６－０９１０

 第42回　全国中学校 岐阜県 〒５００－８１４６ 岐阜市九重町３－８  岐阜市立梅林中学校内 ０５８－２１６－０９１０

軟式野球大会
岐阜市・各務原市

大垣市
軟式野球大会岐阜県実行委員会事務局 ０５８－２１６－０９１０

 第51回　全国中学校 三重県 〒５１５－００７３ 松阪市殿町１５０８－１　松阪市立殿町中学校内 ０５９８－２１－０４６３

体操競技選手権大会 四日市市 体操競技大会実行委員会事務局 ０５９８－２１－８１０２

 第51回　全国中学校 岐阜県 〒５００－８１４６ 岐阜市九重町３－８  岐阜市立梅林中学校内 ０５８－２１６－０９１０

新体操選手権大会 岐阜市 新体操大会岐阜県実行委員会事務局 ０５８－２１６－０９１０

 第50回　全日本中学校 静岡県 〒４２１－２１０８
静岡市葵区下１３５３－１
静岡市立賤機中学校内

未定

 バレーボール選手権大会 静岡市 バレーボール大会実行委員会事務局 未定

 第51回　全国中学校 静岡県 〒４３４－００４２
浜松市浜北区小松１７６２－１
浜松市立浜名中学校内

未定

ソフトテニス大会 浜松市 ソフトテニス大会実行委員会事務局 未定

 第51回　全国中学校 静岡県 〒４２１－０２１８ 焼津市下江留１９１　焼津市立大井川中学校内 未定

　 卓球大会 袋井市 卓球大会実行委員会事務局 未定

 第50回　全国中学校 愛知県 〒４８６－０８３４
春日井市鷹来町３３１６番地
春日井市立鷹来中学校内

０５６８－８３－９８９７

バドミントン大会 春日井市 バドミントン大会愛知県実行委員会事務局 ０５６８－８３－９１４９

 第42回　全国中学校 愛知県 〒４７０－０３６４
豊田市加納町東股１５番地
豊田市立猿投中学校内

０５６５－４５－０２６４

　 ソフトボール大会 豊田市 ソフトボール大会愛知県実行委員会事務局 ０５６５－４６－０４０８

 第51回　全国中学校 静岡県 〒４３４－８１４６
浜松市浜北区於呂２９６１
浜松市立浜北北部中学校内

未定

　 柔道大会 静岡市 柔道大会実行委員会事務局 未定

 第50回　全国中学校 岐阜県 〒５００－８１４６ 岐阜市九重町３－８  岐阜市立梅林中学校内 ０５８－２１６－０９１０

　 剣道大会 岐阜市 剣道大会岐阜県実行委員会事務局 ０５８－２１６－０９１０

 第50回　全国中学校 愛知県 〒４９６－８０１５
愛西市立草平町阿原８６
愛西市立佐織西中学校内

０５６７－３７－２０３０

　 相撲選手権大会 あま市 相撲選手権大会愛知県実行委員会事務局 ０５６７－３７－１５９７

 第28回　全国中学校 滋賀県 〒５２０－０８０７
大津市松本１－２－１　大津合同庁舎
滋賀県教育委員会保健体育課内

０７７－５３５－９０８０

駅伝大会 湖南市・竜王町・野洲市 駅伝大会滋賀県実行委員会事務局 ０７７－５３５－９０８１

 第58回　全国中学校 長野県 〒３８９－２５０２
長野県下高井郡野沢温泉村９１６７番地
野沢温泉村公民館内

０２６９－８５－２１４１

スキー大会 野沢温泉村 スキー大会長野県実行委員会事務局 ０２６９－８５－４４４７

 第41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
長野市文化スポーツ振興部スポーツ課内

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） スケート大会長野市実行委員会事務局 ０２６－２２４－７３５１

 第41回　全国中学校 青森県 テクノルアイスパーク八戸 〒０３１－０００３ 八戸市吹上２－１７－１  八戸市立第一中学校内 ０１７８－４５－３６０７

アイスホッケー大会 八戸市 田名部記念アリーナ アイスホッケー大会実行委員会事務局 ０１７８－４５－３６０７

 第37回　(公財)日本中学校 秋田県 〒０１１－０９４１ 秋田市土崎港北一丁目３番１号 ０１８－８４５－２７８０

体育連盟研究大会 秋田市 市立土崎中学校内 ０１８－８４５－２７８１

2 ８月１７日（月）～１９日（水） 名古屋市：日本ガイシアリーナ 岩崎　清人

10 ８月１８日（火）～２０日（木） 花川運動公園テニスコート 吉田　克彦

津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）
三重県営サンアリーナ

岐阜メモリアルセンターで愛ドーム・ふれ愛ドーム
ＯＫＢぎふ清流アリーナ

4 ８月１９日（水）～２４日（月）
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場、
ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場、四日市市中央フットボール場、
員弁運動公園サッカー場

榎本　雅

8 ８月１７日（月）～１８日（火） 岐阜メモリアルセンターで愛ドーム 小谷　結香子

6

20
２０２１年２月４日（木）

　　　　　　　～７日（日）
対馬　康弘

２０２０年１１月１９日(木)
　　　　　　～　２０日(金)

秋田ビューホテル

16 ８月２２日（土）～２３日（日） 甚目寺総合体育館 岡田　　博

永沼　　崇

19

18

21

２０２１年１月３０日（土）
　　　　　～２月２日（火）

鈴木　秀規

17 福知　敬高

２０２１年２月２日（火）
　　　　　　　～５日（金）

野沢温泉スキー場カンダハーコース
南原クロスカントリーコース
野沢温泉シャンツェ

宮島　秀樹

滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド１２月１９日（土）～２０日（日）

13 ８月１８日（火）～２１日（金）

15 ８月２０日（木）～２２日（土）

豊田市運動公園
東山運動広場

８月２２日（土）～２５日（火） 静岡県草薙総合運動場このはなアリーナ

岐阜メモリアルセンターで愛ドーム

令和２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１７日（月）～２０日（木） 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢陸上競技場 三輪　亮介

石見　智彦

日比野　佑亮

山田　健太

山田　直樹

久保　拓郎

長谷川　真也

星野　祐樹

南林　達也

山田　尚

市川　重樹

四日市市総合体育館

14

3

８月２２日（土）～２４日（月）

9

7

８月２２日（土）～２５日（火）

８月２１日（金）～２４日（月）

８月１７日（月）～２０日（木）

5

８月２１日（金）～２４日（月）

８月１７日（月）～２０日（木）

岐阜メモリアルセンター長良川球場
岐阜ファミリーパーク球場
プリニーの野球場
大垣北公園野球場

12

静岡県草薙総合運動場このはなアリーナ
静岡市中央体育館
清水総合運動場体育館

８月２０日（木）～２３日（日）

11 小笠山総合運動公園エコパアリーナ

春日井市総合体育館


