平成３０年度科学の甲子園 都道府県大会開催日程 一覧表
No. 都道府県

1

北海道

都道府県大会主催者

北海道教育委員会

都道府県大会実施日

平成30年8月23日現在
都道府県大会実施場所
一次予選：道立高校７校
札幌西高校、室蘭栄高校、函館中部高校、
旭川西高校、北見北斗高校、釧路湖陵高
校、
根室高校

一次予選：平成３０年１０月２１日（日）
決勝大会：平成３０年１２月８日（土）

問い合わせ先

北海道教育庁学校教育局高校教育課高校教育指
導グループＴＥＬ：０１１－２０４－５７６４

決勝大会：札幌啓成高校
2

青森県

青森県教育委員会

平成３０年１１月１１日（日）

青森県総合学校教育センター

青森県教育庁学校教育課高等学校指導グループ
ＴＥＬ：０１７－７３４－９８８３

3

岩手県

岩手県教育委員会

平成３０年１０月２０日（土）

岩手県立総合教育センター

岩手県教育委員会事務局学校教育課高校教育担
当
ＴＥＬ：０１９ー６２９ー６１４１

【1stチャレンジ】
宮城県多賀城高等学校
【2ndチャレンジ】
参加各校
【3rdチャレンジ】
宮城県総合教育センター

宮城県教育庁 高校教育課
ＴＥＬ：０２２－２１１－３６２４

4

宮城県

（主催）宮城県教育委員会
（共催）宮城県高等学校理科研究会

【1stチャレンジ】
平成３０年８月１７日（金）
【2ndチャレンジ】
平成３０年８月下旬～１０月中旬
【3rdチャレンジ】
平成３０年１０月２０日（土）

5

秋田県

秋田県教育委員会

平成３０年１０月２１日（日）

秋田県総合教育センター

秋田県 教育庁 高校教育課 指導班
ＴＥＬ：０１８ー８６０ー５１６５

6

山形県

山形県教育委員会

平成３０年１０月２１日（日）

山形県立東桜学館高等学校

山形県教育センター 研修課
ＴＥＬ：０２３－６５４－２１５５

平成３０年１１月１１日（日）

国立大学法人福島大学
共生システム理工学類

福島県教育庁 高校教育課
ＴＥＬ：０２４－５２１－７７７２

主催 福島県教育委員会
7

福島県

8

茨城県

茨城県教育委員会

平成３０年１１月１１日（日）

つくば国際会議場

茨城県教育庁学校教育部高校教育課
ＴＥＬ：０２９－３０１－５２６０

9

栃木県

栃木県教育委員会

平成３０年１１月１１日（日）

宇都宮大学峰キャンパス

栃木県教育委員会事務局学校教育課
ＴＥＬ：０２８－６２３－３３８２

10

群馬県

群馬県教育委員会
群馬大学

平成３０年１０月２１日（日）筆記競技
平成３０年１２月８日（土）実験競技

群馬大学荒牧キャンパス

群馬県教育委員会事務局高校教育課
ＴＥＬ：０２７－２２６－４６４５

11

埼玉県

埼玉県教育委員会

平成３０年１１月４日（日）

埼玉県立総合教育センター

埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課
ＴＥＬ：０４８－８３０－７３９１

12

千葉県

千葉県教育委員会

平成３０年１１月１７日（土）
予備日 １１月１８日（日）

千葉県総合教育センター

千葉県教育庁教育振興部学習指導課
ＴＥＬ：０４３－２２３－４０５６

13

東京都

東京都教育委員会

平成３０年１１月１１日(日）

東京都立戸山高等学校

東京都教育庁 指導部高等学校教育指導課
ＴＥＬ：０３－５３２０－６８４５

14 神奈川県 神奈川県教育委員会

平成３０年１０月２８日（日） 筆記競技
平成３０年１１月１８日（日） 実技競技

横浜国立大学

総合教育センター 企画広報課
ＴＥＬ：０４６６－８１－１６０９

15

新潟県

新潟県教育委員会

平成３０年１１月１７日（土）～１８日（日）
平成３０年１２月１５日（土）

新潟大学理学部等

新潟県教育庁 高等学校教育課
ＴＥＬ：０２５ー２８０ー５６１１

16

富山県

富山県
富山県教育委員会

平成３０年８月９日（木）

富山大学五福キャンパス

富山県教育委員会 教育企画課
ＴＥＬ：０７６－４４４－４５８３

17

石川県

石川県教育委員会

平成３０年１０月２０日（土）

石川県教員総合研修センター

石川県教育委員会事務局 学校指導課
ＴＥＬ：０７６ー２２５ー１８２８

【チャレンジステージ】
平成３０年９月９日（日）

【チャレンジステージ】
福井大学文京キャンパス

福井県

主催
福井県教育委員会
共催
福井県高等学校教育研究会数学部会
福井県高等学校教育研究会理科部会

【グランプリ本選】
平成３０年９月１７日（月・祝）

【グランプリ本選】
福井県立武生高等学校

第１ステージ 平成３０年１１月１１日（日）
第２ステージ 平成３０年１２月２２日（土）

山梨県総合教育センター

山梨県教育庁高校教育課
ＴＥＬ：０５５－２２３－１７６３

18

共催 国立大学法人福島大学
共生システム理工学類

福井県教育庁 高校教育課
教科指導・主権者教育グループ
ＴＥＬ：０７７６ー２０ー０５４９

19

山梨県

科学の甲子園山梨大会実行委員会

20

長野県

信州サイエンスキャンプ事業推進委員会
平成３０年１１月１７日（土）
（長野県教育委員会が設置）

信州大学理学部

長野県教育委員会事務局 教学指導課
ＴＥＬ：０２６－２３５ー７４３５

21

岐阜県

岐阜県教育委員会

平成３０年１１月１１日（日）

岐阜県総合教育センター

岐阜県教育委員会 学校支援課
ＴＥＬ：０５８ー２７２ー８８４１

一次予選 平成３０年１０月２１日（日）
最終予選 平成３０年１２月２６日（水）

一次予選
東部地区：三島長陵高校
中部地区：静岡県庁
西部地区：磐田南高校

22

静岡県

静岡県教育委員会

静岡県教育委員会高校教育課
ＴＥＬ：０５４ー２２１ー３１４７

最終予選：県総合教育センター

23

愛知県

愛知県教育委員会
愛知県県民文化部
名古屋市教育委員会
愛知県私学協会
愛知県理科教育研究会
愛知県数学教育研究会

トライアルステージ
平成３０年１０月２０日（土）

＜一次予選トライアルステージ＞
愛知県立明和高等学校

グランプリステージ
平成３１年１月２６日（土）

＜最終予選グランプリステージ＞
愛知県総合教育センター

1

愛知県教育委員会高等学校教育課
教科・定通指導グループ
ＴＥＬ：０５２－９５４－６７８７

平成３０年度科学の甲子園 都道府県大会開催日程 一覧表
No. 都道府県

都道府県大会主催者

24

三重県

主催
三重県教育委員会
共催
鈴鹿医療科学大学
三重県高等学校理科教育研究会
三重県高等学校数学教育研究会
三重県高等学校情報教育研究会

25

滋賀県

滋賀県教育委員会

26

京都府

平成30年8月23日現在

都道府県大会実施日

都道府県大会実施場所

問い合わせ先

平成３０年１０月２１日（日）

鈴鹿医療科学大学（千代崎キャンパス）

三重県教育委員会事務局高校教育課
ＴＥＬ：０５９－２２４ー３００２

平成３０年１０月２０日（土）

滋賀県庁 新館７階 大会議室

滋賀県教育委員会事務局 高校教育課
ＴＥＬ：０７７－５２８－４５７５

平成３０年１０月２０日（土）

京都府総合教育センター

京都府教育庁指導部高校教育課
ＴＥＬ：０７５－４１４－５８５４

京都府教育委員会
共催：京都大学
27

大阪府

大阪府教育委員会
大阪工業大学

平成３０年１０月２１日（日）

大阪工業大学 大宮キャンパス

大阪府教育庁
教育振興室高等学校課教務グループ
ＴＥＬ：０６－６９４６－２３８７

28

兵庫県

兵庫県教育委員会

平成３０年１０月２７日（土）

甲南大学

兵庫県教育委員会事務局 高校教育課
ＴＥＬ：０７８ー３６２ー９４４４

平成３０年１１月１１日（日）

県立教育研究所

奈良県教育委員会事務局
学校教育課高校教育係
ＴＥＬ：０７４２－２７ー９８５３

30 和歌山県 和歌山県教育委員会

きのくに科学オリンピック
○筆記競技の部：
平成３０年１０月２０日（土）
○実験・総合競技の部：
平成３０年１１月１１日（日）

和歌山市中央コミュニティセンター

和歌山県教育庁 学校教育局 県立学校教育課
ＴＥＬ：０７３－４４１－３６８１

31

鳥取県

鳥取県教育委員会

平成３０年１１月４日（日）

鳥取県立鳥取東高等学校

鳥取県教育委員会事務局高等学校課
ＴＥＬ：０８５７－２６－７９１７

32

島根県

島根県教育委員会

平成３０年１０月２０日(土）

島根県立出雲高等学校

島根県教育庁 教育指導課
ＴＥＬ：０８５２－２２－５４１２

33

岡山県

岡山県教育委員会

平成３０年１１月１０日（土）

きびじアリーナ

岡山県教育庁 高校教育課
ＴＥＬ：０８６－２２６－７５８５

34

広島県

広島県教育委員会

平成３０年１１月４日(日）

広島県立教育センター

広島県教育委員会事務局教育部高校教育指導課
ＴＥＬ：０８２ー５１３ー４９９４

35

山口県

山口県教育委員会

平成３０年１１月１７日（土）

山口県セミナーパーク

山口県教育庁高校教育課
ＴＥＬ：０８３－９３３－４６２７

36

徳島県

徳島県教育委員会
徳島県高等学校文化連盟自然科学部

平成３０年１１月４日（日）

徳島県立総合教育センター

徳島県教育委員会 学校教育課
高校教育担当
ＴＥＬ：０８８－６２１－３１３４

37

香川県

香川県教育委員会

平成３０年１０月２０日（土）

香川県教育センター

香川県教育委員会事務局高校教育課
ＴＥＬ：０８７－８３２－３７５０

予選：平成３０年１０月１５日（月）

予選：各高等学校等

38

愛媛県

愛媛県教育委員会
本選：平成３０年１１月１０日（土）

本選：愛媛大学

高知県教育委員会

平成３０年１２月２４日（月）

新図書館等複合施設「オーテピア」

高知県教育委員会事務局高等学校課
ＴＥＬ：０８８－８２１ー４９０７

①県内４地区の県立高校
県立小倉高校、県立福岡高校
県立明善高校、県立嘉穂東高校
②九州大学伊都キャンパス

福岡県教育庁教育振興部 高校教育課
TEL：０９２－６４３－３９０５

29

39

奈良県

高知県

奈良県教育委員会

愛媛県教育委員会事務局指導部 高校教育課
ＴＥＬ：０８９－９１２－２９５３

40

福岡県

福岡県教育委員会

①ファーストステージ（筆記競技）
平成３０年６月１０日（日）実施
②セカンドステージ（実技競技）
平成３０年９月２３日（日）

41

佐賀県

佐賀県教育委員会

平成３０年８月９日（木） （予選）
平成３０年１０月２７日（土） （本選）

佐賀県立致遠館高等学校・致遠館中学校
（予選・本選とも）

佐賀県教育庁 学校教育課
ＴＥＬ：０９５２－２５－７２２７

42

長崎県

長崎県教育委員会
長崎大学

平成３０年１１月１７日（土）

長崎大学

長崎県教育庁 高校教育課
ＴＥＬ：０９５－８９４－３３５４

43

熊本県

熊本県教育委員会

平成３０年１２月２日（日）

崇城大学

熊本県教育庁 教育指導局 高校教育課
ＴＥＬ：０９６－３３３－２６８５

44

大分県

大分県教育委員会

平成３０年１１月３日（土）

大分県教育センター

大分県教育庁高校教育課
ＴＥＬ：０９７－５０６－５６０７

45

宮崎県

宮崎県教育委員会

平成３０年１１月１１日（日）

宮崎県教育研修センター

宮崎県教育庁 高校教育課
ＴＥＬ：０９８５ー２６ー７０３３

46 鹿児島県 鹿児島県教育委員会

平成３０年１１月６日（火）～１１月１０日（土）

参加各学校

鹿児島県教育庁 高校教育課
ＴＥＬ：０９９ー２８６ー５２９１

47

平成３０年１０月２０日(土)

沖縄県立総合教育センター

沖縄県教育庁 県立学校教育課
ＴＥＬ：０９８－８６６－２７１５

沖縄県

沖縄県教育委員会

2

