
H30.5.31
　※雨天などで、予備日に開催されることになった場合は、中止になった日の地区（担当校長、養護教諭）が担当してください。

氏　名 学校名 氏　名 勤務校 氏　名 勤務校
陸　上 6/16 (17) 16 浅中陸上競技場 大垣市 水野　和彦 上石津 酒井俊輔 神戸 鈴木　歌子 東
水泳記録会 6/30 30 大垣市民プール 大垣市 兒玉　　努 星和 阪野きよみ 星和
水　泳 7/31 31 大垣市民プール 大垣市 兒玉　　努 星和 阪野きよみ 星和

(ﾌﾞ) 7/7 (8) 7 日新中学校※女子のみ開催 海津市 未定 永井　孝直 城南 未定
7/23･24 23 大垣市総合体育館第１・第２ 大垣市 清水　昭治 興文 磯見　直美 興文

24 大垣市総合体育館第１ 大垣市 清水　昭治 興文 鈴木　歌子 東
7 養老スマイル 養老郡 渡部　千里 東部 高木幸優 東部 和田　　望 東部
7 大野中学校 揖斐郡 奥田　　悟 大野 小林岳矢 不破 高田　諭香 大野

7/21･22･23 21 大垣市杭瀬川スポーツ公園 不破郡 西脇　　優 今須 瀬古　睦穂 不破

22 赤坂スポーツ公園 不破郡 林田　　力 垂井・北 山田　彩加 垂井・北

23 赤坂スポーツ公園 不破郡 原川　拓雄 不破 田中　利奈 今須
 (24:未定） 24 (未定) 不破郡
7/16･21･22 16 大垣市総合体育館第１ 大垣市 伊藤　　敦 西 菅野　裕子 上石津

21 大垣市総合体育館第１ 大垣市 佐野　　篤 北 杉野　智子 北

22 大垣市北部体育館 大垣市 澤田　文彦 西部 安部　治枝 西部
 (23:北部) 23 (大垣市北部体育館) 大垣市 (澤田　文彦) 西部 (安部　治枝) 西部
7/21･22･23 21 輪之内アポロン球場 安八郡 大蔵　徹哉 登龍 石崎　芳美 登龍

21 浅中公園野球場 大垣市 伊藤　　敦 西 細江加代子 西

22 輪之内アポロン球場 安八郡 香田　静夫 輪之内 三輪　桃子 輪之内
(22浅中) 22 (浅中公園野球場) 大垣市 (伊藤　　敦) 西 (細江加代子) 西

23 輪之内アポロン球場 安八郡 香田　静夫 輪之内 三輪　桃子 輪之内

24 浅中公園野球場 安八郡 (大蔵　徹哉) 登竜 (石崎　芳美) 登竜

25 浅中公園野球場 安八郡 (香田　静夫) 輪之内 (三輪　桃子) 輪之内
体　操 7/8 8 大垣市総合体育館第１ 大垣市 平塚　　剛 江並 足立ちかげ 西部 藪　　友香 江並

7/15･16 15 池田町総合体育館 揖斐郡 長井　克義 谷汲 萩山　史菜 谷汲

16 池田町総合体育館 揖斐郡 長井　克義 谷汲 萩山　史菜 谷汲
 (21:未定） 21 (未定) 揖斐郡 (長井　克義) 谷汲 (萩山　史菜) 谷汲
7/21･22 21 大垣市西公園テニス場 海津市 渡部　浩行 城南 清水　陽子 城南

22 大垣市西公園テニス場 海津市 牛丸　関典 平田 森　　千恵 平田

23 大垣市西公園テニス場 海津市

24 大垣市西公園テニス場 海津市
7/21･24 21 大垣城ホール 養老郡 水野　和彦 上石津 和田　　望 東部

24 大垣城ホール 養老郡 渡部　千里 東部 和田　　望 東部
7/21･22 21 池田町総合体育館 揖斐郡 長田　正樹 坂内 神谷　洋子 坂内

22 池田町総合体育館 揖斐郡 長田　正樹 坂内 神谷　洋子 坂内
(24) 24 (未定) 揖斐郡 (長田　正樹) 坂内 (神谷　洋子) 坂内

7/21･22 21 大垣市杭瀬川スポーツ公園 揖斐郡 折戸　克明 北和 武藤　陽子 北和
　(23･24） 22 大垣市杭瀬川スポーツ公園 揖斐郡 折戸　克明 北和 武藤　陽子 北和

23 大垣市杭瀬川スポーツ公園 揖斐郡 (折戸　克明) 北和 (武藤　陽子) 北和

24 大垣市杭瀬川スポーツ公園 揖斐郡 (折戸　克明) 北和 (武藤　陽子) 北和
柔　道 7/15 15 大垣市武道館 海津市 伊藤　和典 日新 田中　真 大垣東 伊藤美千代 日新
剣　道 7/21 21 大垣市武道館 不破郡 曽我　広孝 関ケ原 藤井　淳 関ケ原 清水　友紀 関ケ原
駅　伝 10/28 28 浅中公園陸上競技場周辺 大垣市 水野　和彦 上石津 酒井俊輔 神戸 細江加代子 西

平成３０年度　　西濃地区中学校総合体育大会　日程・会場・担当一覧

競技種目 期日（予備） 会　　　場
専門委員長専門部長

担当郡市
救護担当

山口健太 西部

バスケットボール
池田

(ﾌﾞ)7/7 (8)

杉山一志

サッカー
星和山田暁廣

ハンドボール 後藤　拓 江並

軟式野球

 (24・25:浅中）

後藤尚輝 高田

バレーボール 伊藤広佳 高田

バドミントン 木下翔太 揖斐川

ソフトテニス
　(23･24）

ソフトボール
(23･24)

城南菱田　亘

卓　球 小林　誠 赤坂

池田高橋和希

延期となった日の
部長が担当

延期となった日の
養護教諭が担当


