
名称 事務局所在地 TEL FAX

三重県実行委員会 〒514-0004
三重県津市栄町1-891（吉田山会館内） 059-224-2838 059-224-3001

岐阜県実行委員会 〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1

058-272-1111
（内線3623） 058-278-2825

静岡県実行委員会 〒420-8601
静岡県静岡市葵区追手町9-6 054-221-3784 054-273-6456

愛知県実行委員会 〒460-8534
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6819 052-961-0639

和歌山県実行委員会 〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通1-1 073-441-2927 073-441-3697

県名 会場地市名 開催競技種目 名称 事務局所在地 TEL FAX

三
重
県

津市

女子バレーボール
ハンドボール
柔道
レスリング
なぎなた

津市
実行委員会

〒514-0056
津市北河路町19-１ メッセウイング・みえ2階
津市国体・障害者スポーツ大会推進室内

059-229-3373 059-229-3247

四日市市 男子サッカー
テニス

四日市市
実行委員会

〒510-8601
四日市市諏訪町1-5
四日市市役所
四日市市スポーツ・国体推進部国体推進課内

059-354-8367 059-354-8338

伊勢市

陸上競技
男子バレーボール
男子サッカー
剣道

伊勢市
実行委員会

〒516-0009
伊勢市河崎1-4-35
JA伊勢　伊勢支店２階
伊勢市産業観光部国体推進課内

0596-63-9780 0596-28-9020

鈴鹿市

水泳（水球）
ソフトテニス
ハンドボール
男子サッカー

鈴鹿市
実行委員会

〒513-8701
鈴鹿市神戸1-18-18
鈴鹿市役所
鈴鹿市文化スポーツ部国体推進課内

059-382-9106 059-382-9071

亀山市 ウエイトリフティング 亀山市
実行委員会

〒519-1192
亀山市関町木崎919-1　
亀山市関支所
生活文化部 文化スポーツ課  
国体推進グループ内

0595-96-1225 0595-96-2414

熊野市 ソフトボール 熊野市
実行委員会

〒519-4392
熊野市井戸町796
熊野市役所
熊野市教育委員会社会教育課内

0597-89-4111
（内線415） 0597-89-6614

伊賀市 男子サッカー 伊賀市
実行委員会

〒518-0869
伊賀市上野中町2976-1
上野ふれあいプラザ２階　
伊賀市企画振興部国体推進課内

0595-22-9681 0595-22-9852

菰野町 登山 菰野町
実行委員会

〒510-1292
菰野町大字潤田1250
菰野町役場
菰野町教育委員会事務局教育課
社会教育室内

059-391-1160 059-391-1195

岐
阜
県

岐阜市 ボクシング
空手道

岐阜市
実行委員会

〒500-8825
岐阜市八ツ寺町1-7
岐阜市役所　八ツ寺別館内

058-214-2222 058-214-2224

各務原市 ホッケー 各務原市
実行委員会

〒504-8555
各務原市那加桜町1-69
各務原市教育委員会事務局　スポーツ課内

058-383-1111
（内線3761）

058-383-1231
（直通）

058-389-0218
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■ 県実行委員会

■ 会場地市町実行委員会
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県名 会場地市名 開催競技種目 名称 事務局所在地 TEL FAX

岐
阜
県

海津市 カヌー 海津市
実行委員会

〒503-0695
海津市海津町高須515
海津市役所
海津市教育委員会　スポーツ課内

0584-53-1552 0584-53-1608

高山市 アーチェリー 高山市
実行委員会

〒506-8555
高山市花岡町2-18
高山市役所
スポーツ推進課内

0577-35-3157 0577-35-3414

静
岡
県

静岡市 体操競技
新体操

静岡市
実行委員会

〒420-8602
静岡市葵区追手町５番１号
静岡市役所
スポーツ交流課　高校総体推進室内

054-221-1279 054-221-1459

藤枝市 女子サッカー 藤枝市
実行委員会

〒426-8722
藤枝市岡出山1-11-1
藤枝市役所
藤枝市市民文化部スポーツ・文化局　
サッカーのまち推進課内

054-643-3155 054-643-3327

浜松市 バドミントン 浜松市
実行委員会

〒430-8652
浜松市中区元城町103-2
浜松市役所
浜松市　市民部　スポーツ振興課内

053-457-2421 050-3730-1391

沼津市 相撲 沼津市
実行委員会

〒410-0055
沼津市高島本町1-4
沼津市民体育館
沼津市教育委員会スポーツ振興課内

055-924-6030 055-922-7203

袋井市 弓道 袋井市
実行委員会

〒437-8666
袋井市新屋１－１－１
袋井市役所
スポーツ推進課内

0538-44-3219 0538-44-3117

伊豆市 自転車競技 伊豆市
実行委員会

〒410-2592
伊豆市八幡500-1
伊豆市役所中伊豆支所
伊豆市教育部社会教育課内

0558-83-5477 0558-83-5498

愛
知
県

名古屋市 水泳（競泳・飛込） 名古屋市
実行委員会

〒457-0833
名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16
スポーツ振興会館２階

090-7915-2840 052-614-7560

一宮市 男子バスケットボール 一宮市
実行委員会

〒491-0135
一宮市光明寺字白山前20番地
一宮市総合体育館

0586-85-7006 0586-51-5115

小牧市 女子バスケットボール 小牧市
実行委員会

〒485-8650
愛知県小牧市堀の内3-1
小牧市教育委員会　スポーツ推進課内

0568-39-6626 0568-75-8283

豊田市 卓球 豊田市
実行委員会

〒471-8501
豊田市西町３丁目60番地
生涯活躍部スポーツ課内

0565-34-6632 0565-32-9779

東郷町 ボート 東郷町
実行委員会

〒470-0162
愛知郡東郷町大字春木字北反田14番地
東郷町民会館
東郷町教育委員会　高校総体室

0561-76-0030 0561-38-9445

知多市 フェンシング 知多市
実行委員会

〒478-0047
知多市緑町５番地
知多市民体育館
知多市教育委員会生涯スポーツ課内

0562-33-3362 0562-87-1222

西尾市 少林寺拳法 西尾市
実行委員会

〒445-0006
西尾市小島町大郷1-1
西尾市総合体育館
西尾市教育委員会事務局スポーツ課内

0563-54-0002 0563-54-7762

和
歌
山
県

和歌山県 ヨット 和歌山県
実行委員会

〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通１－１

（和歌山県教育庁健康体育課内）
073-441-2927 073-441-3697
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■ 三重県配宿センター
〒514-0009　津市羽所町375　百五・明治安田ビル5階

（電話）059-269-5020　（FAX）059-269-7077

■ 愛知県岐阜県配宿センター
〒460-0025　名古屋市中区古渡町18-9　TSUNOKYU名古屋ビル4階404号室

（電話）052-212-9311　（FAX）052-212-9313 

■ 静岡県配宿センター
〒422-8062　静岡市駿河区稲川2-2-27　原田ビル3階B

（電話）054-204-2750　（FAX）054-204-2751 
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