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上段・電話番号 申　込
 下段・FAX番号 〆切日

 第49回　全日本中学校 福島県 〒９６９－１１０４ 福島県本宮市荒井字団子森28 ０９０－７７９４－５８９５

 陸上競技選手権大会 福島市 本宮市立本宮第二中学校内 ０２４３－３３－３２３１

 第62回　全国中学校　　 宮城県 〒９８１－３１０９ 宮城県仙台市泉区鶴が丘２－１－１ ０８０－９６３２－９７２６

水泳競技大会 利府町 仙台市立鶴が丘中学校内 なし

 第52回　全国中学校 北海道 〒０６０－０９０８ 北海道札幌市豊平区８条１３丁目２－１
０１１－８３１－３０９０

０９０－５９８９－７０７１

バスケットボール大会 札幌市 札幌市立八条中学校 ０１１－８３１－３０９０

 第53回　全国中学校 山形県 〒９９７－０８１４ 山形県鶴岡市城南町２５－１
０２３５－４１－９１５８

０８０－９６２８－７４６８

サッカー大会
鶴岡市・庄内町
三川町・酒田市

鶴岡市立鶴岡第三中学校内 ０２３５－２２－２８４５

 第51回　全国中学校 北海道 〒０４２－０９５３ 北海道函館市戸倉町２６－１ ０１３８－５９－２１４１

ハンドボール大会 函館市 函館市立戸倉中学校 ０１３８－５９－２１４２

 第44回　全国中学校 北海道 〒０６０－０９０８ 北海道札幌市豊平区８条１３丁目２－１
０１１－８３１－３０９０

０９０－５９８９－７０７１

軟式野球大会 札幌市 札幌市立八条中学校 ０１１－８３１－３０９０

 第53回　全国中学校 宮城県 〒９８１－３１０９ 宮城県仙台市泉区鶴が丘２－１－１ ０８０－３１４３－５８４９

体操競技選手権大会 利府町 仙台市立鶴が丘中学校内 なし

 第53回　全国中学校 岩手県 〒０２４－００２２ 岩手県北上市黒沢尻１－１－１ ０９０－５０４５－４３３５

新体操選手権大会 北上市 北上市立北上中学校内 なし

 第52回　全日本中学校 秋田県 〒０１０－００１４ 秋田県秋田市南通宮田１５－１ ０８０－３３３７－６３２１

 バレーボール選手権大会 秋田市・由利本荘市 秋田市立秋田南中学校内 なし

 第53回　全国中学校 北海道 〒０７１－８１３２ 北海道旭川市末広２条７丁目２－４１ ０１６６－５７－７３３０

ソフトテニス大会 旭川市 旭川市立広陵中学校 ０１６６－５７－７３３１

 第53回　全国中学校 北海道 〒０５３－０８１１ 北海道苫小牧市光洋町２丁目５－２ ０１４４－７２－７２５５

　 卓球大会 苫小牧市 苫小牧市立光洋中学校 ０１４４－７２－７２５６

 第52回　全国中学校 青森県 〒０３６－８３６７ 青森県弘前市平岡町７２ ０８０－１６６７－９１２８

バドミントン大会 弘前市 弘前市立第二中学校内 なし

 第44回　全国中学校 北海道 〒０８０－００２７ 北海道帯広市西１７条南６丁目１番地 ０８０－５７４７－４９５１

　 ソフトボール大会 帯広市 帯広市立帯広第八中学校 なし

 第53回　全国中学校 福島県 〒９６３－８０２１ 福島県郡山市桜木二丁目20-5 ０８０－８１２３－５９３０

　 柔道大会 須賀川市 郡山市立郡山第五中学校内 ０２４－９３２－５３２０

 第52回　全国中学校 北海道 〒０８４－０９０３ 北海道釧路市昭和町２丁目５－５３ ０１５４－５１－２４９１

　 剣道大会 釧路市 釧路市立鳥取中学校 ０１５４－５１－２４９２

 第52回　全国中学校 北海道 〒０４１－１１２１ 北海道亀田郡七飯町大中山３丁目２９１－１ ０１３８－６５－２２２１

　 相撲選手権大会 福島町 七飯町立大中山中学校 ０１３８－６５－１３４９

 第30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 ０７７－５３５－９０８０

駅伝大会 野洲市 滋賀県教育委員会保健体育課内 ０７７－５３５－９０８１

 第60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 ０２６９－６７－０３８３

スキー大会 野沢温泉村 野沢温泉村公民館内 ０２６９－８５－４４４７

 第43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43回　全国中学校 栃木県 栃木県立日光霧降アリーナ 〒321-1436 栃木県日光市久次良町2096-1 ０２８８－５４－０４５２

アイスホッケー大会 日光市 日光市細尾ドームリンク 日光市立日光中学校 ０２８８－５４－０５２６

 第39回　(公財)日本中学校 福岡県 〒８１４－０００６ 福岡県福岡市早良区百道3-10-1 ０９２－４０６－８７９１

体育連盟研究大会 福岡市 福岡市教育センター内 ０９２－４０６－８７９３

８／８（月）
予定

伊藤　祐之

セキスイハイムスーパーアリーナ

14

3

８月１５日（月）～１７日（水）

9

7

８月１８日（木）～２１日（日）

８月２０日（土）～２３日（火）

８月１９日（金）～２２日（月）

5

８月１９日（金）～２２日（月）

８月１８日（木）～２２日（月）
札幌市円山球場（円山総合運動場内）
札幌市麻生球場
札幌スタジアム

12

ＣＮＡアリーナ★あきた
由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ

８月１９日（金）～２２日（月）

11 苫小牧市総合体育館

青森県武道館

6

黒島　卓也

千葉　一正

8月1日葛西　広大

8月10日

石岡　聖逸

代田　晃一

WEB 8/10
書類 8/11

8月10日

8月9日

安住　哲夫 8月3日

秋川まどか

千葉　隆之 8月10日

8月2日

8月10日

令 和 ４ 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（木）～２１日（日） とうほう・みんなのスタジアム 未定神野　　学

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１７日（土）～１８日（日）

13 ８月２２日（月）～２５日（木）

15 ８月１９日（金）～２１日（日）

帯広市札内川河川敷運動施設ファミリースポーツ広場ソフト
ボール場
帯広市札内川河川敷運動施設札内川野球場

８月２２日（月）～２５日（木） 須賀川アリーナ

湿原の風アリーナ釧路

20
　令和５年
　１月２７日（金）～３０日（月）

宍戸　　猛

　令和５年
　１月１９日（木）～２０日（金）

オリエンタルホテル福岡　博多ステーション

16 ８月２０日（土）～２１日（日） 福島町総合体育館 伊與田　篤

石井　洋安

19

18

21

　令和５年
　　２月４日（土）～　７日（火）

鈴木　秀規

17 福知　敬高

　令和５年
　　２月７日（火）～１０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

前澤　健太

8月8日

2 ８月１７日（水）～１９日（金） セントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール 金津　貴徳
WEB7/30
書類7/31

WEB 8/8
書類 8/9

10 ８月１９日（金）～２１日（日） 花咲スポーツ公園テニスコート 中本　　厚 未定

北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
北ガスアリーナ札幌４６

函館アリーナ
遺愛女子中学校・高等学校アリーナ

4 ８月１７日（水）～２２日（月）

鶴岡市小真木原陸上競技場
鶴岡市小真木原東多目的広場
三川町立三川中学校グラウンド
庄内町八幡スポーツ公園サッカー場
酒田市飯森山多目的グラウンド
庄内空港緩衝緑地多目的広場
酒田市光ケ丘球技場
酒田北港緑地多目的広場

大須賀龍人

8 ８月２３日（火）～２５日（木） 北上総合運動公園北上総合体育館 上家　　純

8月12日秋川まどか


