平成３０年度科学の甲子園ジュニア 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

平成30年6月21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

1

北海道

＜主催＞
北海道教育委員会
＜共催＞
札幌市教育委員会
北海道中学校理科教育研究会
北海道算数数学教育会

2

青森県

青森県教育委員会

平成３０年８月４日（土）

青森県総合学校教育センター

青森県教育庁 学校教育課
ＴＥＬ：０１７－７３４－９８９５

3

岩手県

岩手県教育委員会

平成３０年８月２５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
義務教育担当
ＴＥＬ：０１９－６２９－６１３８

4

宮城県

宮城県教育委員会

平成３０年８月２５日(土)

宮城教育大学

宮城県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０２２－２１１－３６４３

秋田県

【予選】
秋田県教育委員会
平成３０年７月２９日（日）
国立大学法人秋田大学教育文化学部 【決勝】
平成３０年８月１８日（土）

【予選】
県立大館国際情報学院中学校
国立大学法人秋田大学
県立横手清陵学院中学校
【決勝】
秋田県総合教育センター

秋田県教育庁 義務教育課 学力向上推進班
ＴＥＬ：０１８－８６０－５１４４

＜１次予選＞
参加申込のあった各中学校
＜２次予選＞
山形大学SCITAセンター

山形県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０２３－６３０－３０５４

5

平成３０年９月９日（日）
※地区予選は、平成３０年８月１８日（土）

北海道札幌南高等学校
※地区予選は、北海道内15会場

北海道教育庁学校教育局義務教育課
ＴＥＬ：０１１－２０４－５９６３

6

山形県

山形県教育委員会

＜１次予選＞
平成３０年８月９日(木)～１９日(日)
＜２次予選＞
平成３０年９月３０日(日)

7

福島県

福島県教育委員会（主催）
福島大学（共催）

平成３０年８月８日（水）

福島大学

福島県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０２４－５２１－７７７４

8

茨城県

茨城県教育委員会

※県予選の実施日が変更になりました。
（県予選）平成３０年７月１７日（火）
（決勝） 平成３０年８月２５日（土）

（県予選）各中学校
（決勝） 茨城県教育研修センター

茨城県教育庁学校教育部義務教育課
ＴＥＬ：０２９－３０１－５２２６

9

栃木県

栃木県教育委員会

平成３０年度８月２５日（土）

栃木県総合教育センター

栃木県教育委員会事務局学校教育課
小中学校教育担当
ＴＥＬ：０２８－６２３－３３９２

10

群馬県

群馬県教育委員会

第１次予選 平成３０年８月４日（土）
第２次予選 平成３０年９月８日（土）

群馬県生涯学習センター

群馬県教育委員会義務教育課
ＴＥＬ：０２７－２２６－４６１６

11

埼玉県

埼玉県教育委員会

平成３０年８月４日（土）

埼玉県立総合教育センター

埼玉県教育局市町村支援部義務教育指導課
ＴＥＬ：０４８－８３０－６７５２

12

千葉県

千葉県教育委員会
千葉市教育委員会（共催）
千葉大学先進科学センター（共催）

平成３０年８月２５日（土）
千葉県総合教育センター
※台風等の荒天の場合は８月２６日（日）を予備日とする。

13

東京都

東京都教育委員会

平成３０年８月２６日（日）

都立富士高等学校附属中学校
都立立川国際中等教育学校

東京都教育庁指導部義務教育指導課
ＴＥＬ：０３－５３２０ー６８４１

14 神奈川県 神奈川県教育委員会

平成３０年８月１７日（金）

神奈川県立保健福祉大学

神奈川県教育委員会 子ども教育支援課
ＴＥＬ：０４５－２１０－８２１７

15

平成３０年９月１９日（水）
（各学校での事前競技は８月中旬～９月１０日に実施）

新潟県立教育センター

新潟県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０２５－２８０ー５６０５

富山県教育委員会 教育企画課
ＴＥＬ：０７６－４４４－４５８３

石川県教育委員会 学校指導課
ＴＥＬ：０７６－２２５－１８２７

新潟県

新潟県教育委員会

16

富山県

富山県
富山県教育委員会

平成３０年８月４日（土）

県内４会場
・新川会場（県立魚津高等学校）
・富山会場（県立富山中部高等学校）
・高岡会場（県立高岡高等学校）
・砺波会場（県立砺波高等学校）

17

石川県

石川県教育委員会

平成３０年９月２９日（土）

石川県教員総合研修センター

【予選会（県下７会場）】
福井大学文京キャンパス
福井大学松岡キャンパス
福井県教育総合研究所
大野市結とぴあ
鯖江市文化センター
若狭湾エネルギー研究センター
県立若狭図書学習センター

予選会 平成３０年８月４日（土）
18

福井県

福井県教育委員会
最終選考会 平成３０年９月２４日（月･祝）

千葉県教育庁教育振興部学習指導課学力向上室
ＴＥＬ：０４３－２２３－４０５６

福井県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０７７６-２０-０５７５

【最終選考会】
福井大学文京キャンパス

19

山梨県

山梨県教育委員会

平成３０年８月２５日（土）

山梨県総合教育センター

山梨県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０５５－２２３－１７６４

20

長野県

長野県教育委員会

平成３０年８月３日（金）～８月５日（日）

長野県総合教育センター

長野県教育委員会事務局教学指導課
ＴＥＬ：０２６－２３５－７４３４

【地区予選大会（筆記競技）】
平成３０年８月２１日（火）岐阜大会
平成３０年８月２１日（火）東濃大会
平成３０年８月２２日（水）飛騨大会
平成３０年８月２３日（木）美濃・可茂大会
平成３０年８月２４日（金）西濃大会

【地区予選大会（筆記競技）】
岐阜市立長良中学校
恵那総合庁舎
飛騨総合庁舎
中濃総合庁舎
西濃総合庁舎

【岐阜県大会（実技競技）】
平成３０年９月２９日（土）

【岐阜県大会（実技競技）】
岐阜大学教育学部

＜予選＞
平成３０年７月２１日（土）

＜予選＞
・東部会場：静岡県東部総合庁舎
・西部会場：静岡県総合教育センター

21

22

岐阜県

静岡県

岐阜県教育委員会
国立大学法人岐阜大学

静岡県教育委員会
＜決勝＞
平成３０年８月４日（土）

23

愛知県

愛知県教育委員会

岐阜県教育委員会 学校支援課
ＴＥＬ：０５８ー２７２－１１１１(内線：３６９６)

静岡県教育委員会 義務教育課 指導班
ＴＥＬ：０５４－２２１－３１０６

＜決勝＞
・静岡県総合教育センター

平成３０年８月５日（日）
平成３０年９月１日（土）

愛知県総合教育センター

1

愛知県教育委員会 義務教育課
ＴＥＬ：０５２－９５４－６７９９

平成３０年度科学の甲子園ジュニア 都道府県大会開催日程 一覧表
No. 都道府県

24

三重県

都道府県大会主催者

三重県教育委員会

平成30年6月21日現在

都道府県大会実施日

都道府県大会実施場所
＜地区予選＞ ５会場
･四日市庁舎
･三重県合同ビル
･伊勢庁舎
･伊賀庁舎
･尾鷲庁舎

＜地区予選＞ 平成３０年８月２１日（火）
＜決勝大会＞ 平成３０年９月８日（土）

問い合わせ先

三重県教育委員会事務局小中学校教育課
ＴＥＬ：０５９－２２４－２９６３

＜決勝大会＞
･三重県総合文化センター
25

滋賀県

滋賀県教育委員会

平成３０年８月８日（水）

コラボしが２１

滋賀県教育委員会事務局 幼小中教育課
ＴＥＬ：０７７－５２８ー４６６０

26

京都府

主催：京都府教育委員会
共催：京都市教育委員会
京都府

平成３０年８月１８日（土）

京都府総合教育センター
京都府総合教育センター北部研修所

京都府教育庁 指導部学校教育課
ＴＥＬ：０７５－４１４－５８３３

27

大阪府

大阪府教育庁

平成３０年８月８日（水）

大阪府教育センター附属高等学校

大阪府教育庁 市町村教育室
小中学校課 学力向上グループ
ＴＥＬ：０６ー６９４１－０３５１（内線３４７９）

28

兵庫県

兵庫県教育委員会

平成３０年８月１７日（金）

神戸常盤アリーナ

兵庫県教育委員会事務局 義務教育課
ＴＥＬ：０７８－３６２－３７７１

29

奈良県

奈良県教育委員会

平成３０年８月２５日（土）

奈良県立教育研究所

奈良県教育委員会事務局 学校教育課
ＴＥＬ：０７４２－２７－９８５４

30 和歌山県 和歌山県教育委員会

平成３０年８月２６日（日）予選会（筆記）
平成３０年９月２３日（日）決勝大会（実技）

予選会：県内８会場
決勝大会：和歌山県立情報交流センターBig・U

和歌山県教育庁学校教育局義務教育課
ＴＥＬ：０７３－４４１－３６６２

31

鳥取県

鳥取県教育委員会

平成３０年８月２２日（水）

北条農村環境改善センター

鳥取県教育委員会事務局 小中学校課
ＴＥＬ：０８５７－２６－７９３５

32

島根県

島根県教育委員会

１次予選 平成３０年７月２８日（土）
２次予選 平成３０年８月１８日（土）

１次予選 島根県内５会場
２次予選 島根県教育センター

島根県教育庁教育指導課
ＴＥＬ：０８５２－２２－５４２１

33

岡山県

岡山県教育委員会

平成３０年９月２９日（土）

岡山大学大学院自然科学研究科棟

岡山県教育庁義務教育課
ＴＥＬ：０８６ー２２６ー７５８４

34

広島県

広島県教育委員会

平成３０年９月１日（土）

広島県立教育センター

広島県教育委員会事務局教育部 義務教育指導課
ＴＥＬ：０８２－５１３ー４９７６

35

山口県

山口県教育委員会

平成３０年８月２５日（土）

やまぐち総合教育支援センター

山口県教育庁義務教育課
ＴＥＬ：０８３－９３３－４５９５

36

徳島県

徳島県教育委員会

平成３０年８月２５日（土）

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
ＴＥＬ：０８８－６２１－３１９７

37

香川県

香川県教育委員会

平成３０年８月２５日（土）

香川県教育センター

香川県教育委員会事務局義務教育課
ＴＥＬ：０８７－８３２－３７４１

38

愛媛県

愛媛県教育委員会

平成３０年８月２４日（金）

愛媛県生涯学習センター

愛媛県教育委員会
事務局指導部 義務教育課
ＴＥＬ：０８９－９１２－１０００（内線４８２７）

予選
平成３０年７月８日（日）
本選
平成３０年８月５日（日）

予選（５会場）
安芸市防災センター
高知会館
高知県教育センター本館
須崎市立市民文化会館
四万十市立中央公民館
本選
高知県教育センター本館

高知県教育委員会事務局小中学校課
ＴＥＬ：０８８－８２１－４６３８

地区大会
平成３０年７月２９日（日）

地区大会
【福岡地区】
【北九州地区】
【北筑後地区】
【南筑後地区】
【筑豊地区】
【京築地区】
【北九州市】
【福岡市】

39

40

高知県

福岡県

高知県教育委員会

福岡県教育委員会
福岡県大会
平成３０年８月２６日（日）

福岡教育事務所
北九州教育事務所
久留米ビジネスプラザ
南筑後教育事務所
筑豊教育事務所
京築教育事務所
八幡西生涯学習総合センター
福岡市教育センター

福岡県教育庁 教育振興部 義務教育課
ＴＥＬ：０９２－６４３－３９１０

福岡県大会
福岡市教育センター

41

佐賀県

佐賀県教育委員会

筆記競技：平成３０年８月８日（水）
実技競技：平成３０年９月２２日（土）

筆記競技：神埼市中央公民館
武雄総合庁舎別館
実技競技：佐賀県立致遠館中学校

佐賀県教育庁 学校教育課
ＴＥＬ：０９５２－２５ー７３９５

42

長崎県

長崎県教育委員会

平成３０年９月２９日（土）

長崎大学文教キャンパス

長崎県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９５－８９４－３３７３

43

熊本県

熊本県教育委員会

平成３０年８月３日（金）

ホテル熊本テルサ

熊本県教育庁教育指導局義務教育課
ＴＥＬ：０９６－３３３－２６８８

44

大分県

大分県教育委員会

１次予選 平成３０年７月３１日（火）
２次予選 平成３０年１０月６日（土）

１次予選 ビーコンプラザ
２次予選 大分県教育センター

大分県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９７ー５０６ー５５３４

45

宮崎県

宮崎県教育委員会

平成３０年８月５日（日）

宮崎県教育研修センター

宮崎県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９８５－２６－７２３９

46 鹿児島県 鹿児島県教育庁義務教育課

平成３０年７月２１日（土）～９月２日（日）

申し込みのあった中学校で実施
（合同チームで参加する場合は，市町村教育委
員会が調整）

鹿児島県教育庁義務教育課
ＴＥＬ：０９９－２８６－５３００
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平成３０年８月２９日（水）

沖縄県立総合教育センター
多目的研修棟

沖縄県教育庁 義務教育課
ＴＥＬ：０９８－８６６－２７４１

沖縄県

沖縄県教育委員会
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