
平成29年度釧路市における全道・全国・国際大会一覧表
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連絡先

平成29年4月22日（土）～平成29年4月23日（日）
ドリーム杯第17回未来小学生バレーボール全道フェスティバ
ル

全道 スポーツ 全道フェスティバル実行委員会
湿原の風アリーナ釧路
他

730 全道フェスティバル実行委員会

平成29年5月6日（土）～平成29年5月7日（日） 第33回北海道ジュニアトランポリン競技選手権大会 全道 スポーツ 北海道トランポリン協会 湿原の風アリーナ釧路 150
釧路トランポリン協会事務局　熊山
釧路市川上町9-1
電話：0154-22-8371　FAX：0154-24-7228

平成29年5月（予定） 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部総会 全道 総会・大会
全国市区選挙管理委員会連合会
北海道支部

未定 60
釧路市選挙管理委員会事務局　野島
釧路市黒金町7-5
電話　0154-23-5151　ＦＡＸ　0154-31-4578

平成29年6月4日（日）（予定）
平成29年度北海道ソフトバレー・ブロックフェスティバル釧路
大会

全道 スポーツ 北海道ソフトバレーボール連盟 湿原の風アリーナ釧路 220 0154-31-4504

平成29年6月17日（土）～平成29年6月18日（日）

平成29年度北海道高等学校体育大会　第68回北海道高等
学校ソフトボール選手権大会　兼第69回全日本高等学校女
子ソフトボール選手権大会北海道予選会　兼第52回全日本
高等学校男子ソフトボール選手権大会北海道予選会

全道 スポーツ 北海道高等学校体育連盟 釧路市民ソフトボール場 250
釧路市立北陽高等学校　東
釧路市緑ケ岡1-11-8
電話：0154-41-4401

平成29年7月2日（日）（予定） 第13回KUSHIROソフトバレーボール北海道大会 全道 スポーツ 北海道ソフトバレーボール連盟 湿原の風アリーナ釧路 230 釧路ソフトバレーボール連盟

平成29年7月8日（土）
第13回北海道特別支援学校おやじサミット「タンチョウサミット
2017」

全道 総会・大会
第13回北海道特別支援学校おや
じサミット実行委員会

北海道釧路鶴野支援学
校、アクアベール

100
事務局　北海道釧路養護学校　教頭　山本
釧路市暁町11-1
電話：0154-24-7827　FAX：0154-25-3439

平成29年7月8日（土）・平成29年7月9日（日）（予定） 第53回北海道地区国立工業高等専門学校体育大会 全道 スポーツ
北海道地区国立工業高等専門学
校体育協議会

釧路市民球場、釧路市民
テニスコート、湿原の風ア
リーナ釧路

未定
釧路工業高等専門学校　学生課学生支援係　居石
釧路市大楽毛西2-32-1
電話：0154-57-7224　FAX：0154-57-6256

平成29年7月15日(土）・平成28年7月16日（日）（予定） 第32回釧路湿原全国車いすマラソン大会 全国 スポーツ
釧路市
釧路市社会福祉協議会
北海道新聞釧路支社

前夜祭 ：
　 釧路プリンスホテル
大会当日 ：
　釧路市民陸上競技場

100
釧路湿原全国車いすマラソン大会　実行委員会　藤倉
釧路市鳥取南7-2-20　サン・アビリティーズくしろ
電話：0154-51-9865　FAX：0154-51-0161

平成29年7月15日（土）～平成29年7月17日（月）
第42回全道シニア40サッカー大会
兼　第5回全国シニア（40歳以上）サッカー大会北海道予選

全道 スポーツ （公財）北海道サッカー協会　他
釧路市阿寒町総合運動公
園多目的広場　他

350 （公財）北海道サッカー協会

平成29年7月23日（日）（予定） MFJ公認　全道モトクロス選手権第4戦釧路大会 全道 スポーツ 釧路モトクロス協会
高山特設会場
（釧路市高山30番地）

120
釧路モトクロス協会
釧路市春採6-8-25　枽垣
電話：0154-41-6740

平成29年7月24日（月）～平成29年7月29日（土） 2017東日本ジュニア体操競技選手権大会 全国 スポーツ
（社）全日本ジュニア体操クラブ連
盟

湿原の風アリーナ釧路 620 （社）全日本ジュニア体操クラブ連盟

平成29年7月27日(木）（予定） 第67回全道造形教育研究大会釧路大会 全道 総会・大会
北海道造形教育連盟
釧路造形教育研究会

釧路市立共栄小学校 200
釧路市双葉町4-17
釧路市立共栄小学校　校長　小野
電話：0154-23-1695　FAX：0154-23-1696

平成29年7月30日（日）（予定） 第45回釧路湿原マラソン 全国 スポーツ

釧路市、釧路市教育委員会
釧路市体育協会、
釧路地方陸上競技協会
北海道新聞社、道新スポーツ
（一財）釧路市スポーツ振興財団

釧路市民陸上競技場 4,000
釧路市柳町1-1　釧路市柳町スピードスケート場2Ｆ
釧路湿原マラソン実行委員会　中村
電話：0154-31-1230　FAX：0154-31-0869

平成29年7月31日（月）（予定） 釧路湿原国立公園指定30周年記念式典 地区 総会・大会
釧路湿原国立公園指定30周年記
念事業実行委員会

釧路市観光国際交流セン
ター（予定）

200
（仮称）釧路湿原国立公園指定30周年記念事業実行委員会　森
釧路市市民環境部環境保全課内
電話：0154-31-4594　FAX；0154-23-4651

平成29年8月4日（金）～平成29年8月6日（日）
第29回ミニバスケットボール北海道ブロック大会
兼　第38回北海道ミニバスケットボール夏季交歓大会釧路大
会

全道 スポーツ
北海道ミニバスケットボール連盟
（一財）北海道バスケットボール
協会

湿原の風アリーナ釧路、
釧路町総合体育館、釧路
近郊の小学校体育館

1,000
北海道ミニバスケットボール連盟
札幌市北区屯田7-6-2-2　札幌市立屯田小学校内　渡辺
電話：011-771-3151

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。 -　1　-
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平成29年8月5日（土）～平成29年8月6日（日） 日本クレー北海道第7次釧路公式大会 全道 スポーツ
（一財）日本クレー射撃協会
釧路クレー射撃協会

釧路HAP'1総合射撃場 80
釧路クレー射撃協会　高橋
釧路市愛国西4-16-11
電話：090-3775-1576

平成29年8月6日（日）
第44回北海道クラブ対抗選手権大会
兼　第46回全日本クラブ対抗選手権大会北海道予選会

全道 スポーツ 北海道ボウリング連盟 釧路パレスボウル 60 北海道ボウリング連盟

平成29年8月6日（日）
第26回北整全道少年柔道大会
第7回北整全道少年柔道型競技会
第40回北整柔道大会

全道 スポーツ
（公社）北海道柔道整復師会釧路
ブロック

湿原の風アリーナ釧路
（予定）

400 でん接骨院

平成29年8月19日（土）・平成29年8月20日（日）（予定） 釧路ひぶなCUP『さくら眼科』全国オープンテニス大会 全国 スポーツ 釧路ひぶなテニスクラブ 釧路市民テニスコート 200
釧路ひぶなテニスクラブ
釧路郡釧路町柏木町11　鈴木
電話：090-8631-7636

平成29年8月20日（日）（予定） 第72回東北海道都市対抗ソフトテニス大会 全道 スポーツ 釧路ソフトテニス協会 釧路市民テニスコート 200
釧路ソフトテニス協会　佐々木
電話：0154-53-9113　FAX：0154-53-9113

平成29年8月20日（日）
平成29年度第7回全国ママさんバレーボール冬季大会北海
道予選会

全道 スポーツ
北海道ママさんバレーボール連
盟

湿原の風アリーナ釧路 220 北海道ママさんバレーボール連盟

平成29年8月25日（金） 第21回全道会議 全道 会議・研修
（一社）北海道空調衛生工事業協
会

ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル釧路

100 （一社）北海道空調衛生工事業協会

平成29年8月27日（日） 第24回北海道ブロックバウンドテニス親善交流大会 全道 スポーツ （一財）日本バウンドテニス協会 湿原の風アリーナ釧路 120 （一財）日本バウンドテニス協会

平成29年9月2日（土）～平成29年9月3日（日） 第55回全道サイクリング釧路湿原大会 全道 スポーツ
（公財）日本サイクリング協会
北海道サイクリング協会

釧路市、釧路町、釧路近
郊（公道）

300
釧路サイクリング協会　時田
釧路市新橋大通9-1-6
電話：0154-21-5700　FAX：0154-21-3900

平成29年9月6日（水） 第62回青色申告会北海道ブロック大会（釧路大会） 全道 総会・大会
北海道青色申告会連合会
（一社）全国青色申告会総連合

釧路市生涯学習センター 600
釧路市青色申告会
釧路市大町1-1-1　道東経済センタービル5F
電話：0154-41-3131　FAX：0154-42-6633

平成29年9月8日（金）～平成29年9月10日（日）
公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会
第66回北海道地区大会釧路大会

全道 総会・大会 （一社）釧路青年会議所

釧路市民文化会館、釧路
市観光国際交流セン
ター、幸町緑地イベント広
場　等

2,000
一般社団法人釧路青年会議所　平井
釧路市大町1-1-1　道東経済センタービル5F
電話：0154-42-1121　FAX；0154-42-4410

平成29年9月9日（土）～平成29年9月10日（日） 第26回JOCジュニアオリンピックカップ北海道予選会 全道 スポーツ 北海道ハンドボール協会 湿原の風アリーナ釧路 200
北海道ハンドボール協会
電話：011-772-3051

平成29年9月9日（土）～平成29年9月10日（日） 第42回北海道教員バスケットボール選手権大会 全道 スポーツ
北海道教員バスケットボール連盟
（一財）北海道バスケットボール
協会

釧路市内の中学校体育館 150

北海道教員バスケットボール連盟
札幌市北区あいの里5-3-1-10
北海道教育大学附属札幌小学校　岩田
電話：011-778-0640

平成29年9月14日（木）（予定） 第9回全国釧路女相撲大会 全国 スポーツ 釧路女相撲実行委員会 鳥取神社境内 650
釧路女相撲実行委員会　木下
釧路市鳥取大通4-2-18鳥取神社内
電話：0154-51-2404　FAX：0154-51-2927

平成29年9月16日（土）～平成29年9月18日（月）
第25回北海道女子ユース（U-15）サッカー選手権大会
兼　第22回全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会北海道
予選

全道 スポーツ （公財）北海道サッカー協会　他
釧路市阿寒町総合運動公
園多目的広場　他

300 （公財）北海道サッカー協会

平成29年9月16日（土）～平成29年9月18日（月）
道新旗第37回全道女子サッカー選手権大会
兼　第39回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会北海道予
選

全道 スポーツ （公財）北海道サッカー協会　他 釧路市民陸上競技場　他 320 （公財）北海道サッカー協会

平成29年9月17日（日） 第61回吟道大会&道東地区大会 地区 芸術・文化 東北海道岳風会所属釧路支部
釧路市民文化会館小ホー
ル

370
東北海道岳風会所属釧路支部　齋藤
釧路市中島町2-16
電話：0154-24-8609　FAX：0154-24-8609

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。 -　2　-
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平成29年9月22日（金）～平成29年9月24日（日）
第47回北海道朝野球大会（全日本早起野球大会北海道ブ
ロック予選）

全道 スポーツ 北海道朝野球連盟 釧路市民球場　他 500 北海道朝野球連盟

平成29年9月24日（日） 第36回赤十字水上安全法北海道競技大会 全道 スポーツ

日本赤十字社北海道支部、日本
赤十字社北海道支部釧路市地
区、北海道水上安全赤十字奉仕
団協議会

釧路市鳥取温水プール 120 釧路市水上安全法赤十字奉仕団

平成29年9月28日(木）・平成29年9月29日（金）
北海道高等学校文化連盟　第39回全道高等学校図書研究
大会

全道 会議・研修 北海道高等学校文化連盟
釧路市生涯学習センター
市立釧路図書館

600
北海道釧路明輝高等学校
釧路市愛国西1-38-7
電話：0154-36-5001　FAX：0154-36-5002

平成29年9月30日（土）・平成29年10月1日（日）
第39回北海道高等学校弓道選抜大会北北海道大会
兼　第36回全国高等学校弓道選抜大会北北海道予選会

全道 スポーツ 北海道弓道連盟 湿原の風アリーナ釧路 200 釧路地方弓道連盟事務局　和田

平成29年9月下旬（予定） 第64回全道市役所剣道大会兼第50回東西対抗戦 全道 スポーツ 釧路市役所福利厚生会 湿原の風アリーナ釧路 130 釧路市役所福利厚生会

平成29年10月6日（金）
第47回全国小学校国語教育研究大会北海道大会
第72回北海道国語教育研究大会釧路大会

全道 会議・研修
全国小学校国語教育研究会
北海道国語教育連盟
釧路国語教育研究会

釧路市立鶴野小学校、釧
路市立大楽毛中学校

550
標茶町立標茶中学校　校長　松岡
川上郡標茶町常盤9-1
電話：015-485-2047　FAX:015-485-4021

平成29年10月7日（土）・平成29年10月8日（日） 第4回北海道オールシニア交歓大会 全道 スポーツ

北海道シニアバスケットボール連
盟
（一財）北海道バスケットボール
協会

湿原の風アリーナ釧路 300
北海道シニアバスケットボール連盟　佐藤
苫小牧市勇払145-1
電話：0144-33-6965

平成29年10月7日（土）～平成29年10月9日（月）
平成29年度北海道卓球選手権（ジュニア・一般の部）
兼　全日本予選会

全道 スポーツ 北海道卓球連盟 湿原の風アリーナ釧路 1,500 釧路卓球協会

平成29年10月8日(日） 釧路聴力障害者協会60周年記念事業 地区 総会・大会 （一社）釧路聴力障害者協会 未定 120
釧路市川北町4-17　釧路市身体障害者福祉センター内
（一社）釧路聴力障害者協会　杉田
電話：0154-24-7459　FAX：0154-24-7459

平成29年10月12日（木）（予定） 第9回北海道レディースソフトテニス道東大会 全道 スポーツ
北海道レディースソフトテニス協
会

湿原の風アリーナ釧路
他

50
釧路ソフトテニス協会　佐々木
電話：0154-53-9113　FAX：0154-53-9113

平成29年10月15日（日）
一般財団法人北海道水泳連盟公認水泳競技大会
第36回道東選手権水泳競技大会

全道 スポーツ 釧路水泳協会 釧路市鳥取温水プール 310 釧路水泳協会

平成29年10月20日（金）・平成29年10月21日（土）（予定） 第18回北海道法人会女性部会全道大会 釧路大会 全道 総会・大会
（一社）北海道法人会連合会
公益社団法人　釧路地方法人会

ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル釧路

450
公益社団法人　釧路地方法人会　加藤
釧路市大町1-1-1道東経済センタービル
電話：0154-41-3355　FAX:0154-41-0005

平成29年10月27日（金） 北海道教育大学附属釧路小学校・中学校　教育研究発表会 全道 学会
北海道教育大学、北海道教育大
学附属釧路小学校、北海道教育
大学附属釧路中学校

北海道教育大学附属釧路
小学校、北海道教育大学
附属釧路中学校

300
北海道教育大学附属釧路小学校　電話：0154-91-6322
北海道教育大学附属釧路中学校　電話：0154-91-6857

平成29年10月（予定） 平成29年全道造園技能講習会 全道 会議・研修 北海道造園組合連合会 未定 30 土井木材（株）造園事業所

平成29年11月3日（金）（予定） 第7回釧路孝仁会杯ソフトバレーボール北海道大会 全道 スポーツ 社会医療法人　孝仁会 湿原の風アリーナ釧路 250 釧路ソフトバレーボール連盟

平成29年11月8日（水）～平成29年11月12日（日） 第64回北海道学生バドミントン会長杯争奪選手権大会 全道 スポーツ 北海道学生バドミントン連盟 湿原の風アリーナ釧路 800
釧根地区バドミントン協会　谷口
釧路市共栄大通5-2　MTビル3F
電話：0154-64-5234　FAX：0154-64-5234

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。 -　3　-
釧路市産業振興部観光振興室



平成29年度釧路市における全道・全国・国際大会一覧表
平成29年2月20日現在

開催日 大会等の名称
大会
区分

種類
区分

主催者 会場
参集
人員

連絡先

平成29年11月10日(金）（予定） 第46回北海道性教育研究大会釧路大会 全道 会議・研修 北海道性教育研究会
釧路市立美原小学校
釧路市立美原中学校

100
釧路市立美原小学校　奥田
釧路市美原4-2-38
電話：0154-36-2155　FAX：0154-36-2156

平成29年11月17日（金） 第72回北海道社会科教育研究大会釧路大会 全道 学会 北海道社会科教育研究連盟

主会場：
釧路市立湖畔小学校
中学校授業会場：
釧路市立春採中学校

300 釧路地方社会科教育研究会

平成29年11月25日（土）・平成29年11月26日（日）
第9回全道女子ユース（U-15）フットサル大会
兼　第8回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予
選

全道 スポーツ （公財）北海道サッカー協会　他 湿原の風アリーナ釧路 360 （公財）北海道サッカー協会

平成29年11月（予定） 第52回全道高等学校郷土研究発表大会 全道 芸術・文化 北海道高等学校文化連盟 未定 未定 北海道釧路江南高等学校

平成29年11月（予定） 第14回全道高等学校ボランティア研究大会 全道 芸術・文化 北海道高等学校文化連盟 未定 未定 北海道釧路東高等学校

平成29年12月25日（月）～平成29年12月28日（木）
平成29年度（2017年度）第32回北海道中学校バスケットボー
ル新人大会北大会

全道 スポーツ

北海道ジュニアバスケットボール
連盟
（一財）北海道バスケットボール
協会

湿原の風アリーナ釧路、
釧路町総合体育館、釧路
近郊の中学校体育館

900
北海道ジュニアバスケットボール連盟
札幌市手稲区富丘3-5-2-1　札幌市立手稲中学校内　土橋
電話：011-681-7453

平成29年12月中旬（予定） ＦＩＳ公認　ＮＪＲ阿寒スラローム大会 全国 スポーツ
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実
行委員会

国設阿寒湖畔スキー場 180
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-20
電話：0154-67-3200　FAX：0154-67-3024

平成29年12月中旬（予定） FIS公認　第30回ゴールドウィンカップ阿寒スラローム大会 国際 スポーツ
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実
行委員会

国設阿寒湖畔スキー場 180
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-20
電話：0154-67-3200　FAX：0154-67-3024

平成29年12月下旬（予定） 第62回阿寒スピードスケート選手権大会 地区 スポーツ
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実
行委員会

阿寒湖畔スケートリンク 100
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-20
電話：0154-67-3200　FAX：0154-67-3024

平成30年1月7日（日）～平成30年1月9日（火） 第36回北海道中学生新人バドミントン競技選手権大会 全道 スポーツ 北海道バドミントン協会 湿原の風アリーナ釧路 450 北海道バドミントン協会

平成30年1月18日（木）～平成30年1月21日（日）（予定）
平成29年度全国中学校体育大会　第38回全国中学校アイス
ホッケー大会

全国 スポーツ

（公財）日本中学校体育連盟、
（公財）日本アイスホッケー連盟、
北海道教育委員会、釧路市教育
委員会

日本製紙アイスアリーナ、
春採アイスアリーナ

430
第38回全国中学校アイスホッケー大会釧路実行委員会
釧路市春採5-1-19　釧路市立春採中学校　阿部
電話：0154-41-5831　FAX：0154-41-5831

平成30年1月20日（土）・平成30年1月21日（日） WJBL（バスケットボール女子日本リーグ）釧路大会 全国 スポーツ
（一財）日本バスケットボール協
会

湿原の風アリーナ釧路 3,300 （一財）日本バスケットボール協会

平成30年1月中旬（予定） 第40回北海道スポーツ少年団スピードスケート競技大会 全道 スポーツ
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実
行委員会

阿寒湖畔スケートリンク 180
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-20
電話：0154-67-3200　FAX：0154-67-3024

平成30年2月8日（木）～平成30年2月11日（日） 第13回北海道高等学校バレーボール新人大会 全道 スポーツ 北海道バレーボール協会　他 湿原の風アリーナ釧路 1,100 北海道バレーボール協会

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。 -　4　-
釧路市産業振興部観光振興室



平成29年度釧路市における全道・全国・国際大会一覧表
平成29年2月20日現在

開催日 大会等の名称
大会
区分

種類
区分

主催者 会場
参集
人員

連絡先

平成30年2月9日（金）～平成30年2月11日（日）（予定）
第89回北海道スピードスケート選手権大会
第46回北海道スプリントスケート選手権大会

全道 スポーツ 北海道スケート連盟
釧路市柳町スピードス
ケート場

140 釧路スケート連盟事務局

平成30年2月10日（土）・平成30年2月11日（日） 第28回全道少女フットサル大会 全道 スポーツ （公財）北海道サッカー協会　他 湿原の風アリーナ釧路 250 （公財）北海道サッカー協会

平成30年2月18日（日）（予定） 2018北海道たんちょう杯インドアソフトテニス大会 全道 スポーツ 釧路ソフトテニス協会 湿原の風アリーナ釧路 100
釧路ソフトテニス協会　佐々木
電話：0154-53-9113　FAX：0154-53-9113

平成30年2月中旬（予定）
第47回全道阿寒大回転大会
兼　ナスターレース公認大会

全道 スポーツ
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実
行委員会

国設阿寒湖畔スキー場 80
阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会
釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-20
電話：0154-67-3200　FAX：0154-67-3024

平成30年3月10日（土）・平成30年3月11日（日）（予定） 第54回北海道高校インドアソフトテニス選手権大会 全道 スポーツ 北海道ソフトテニス連盟
湿原の風アリーナ釧路
他

200
釧路ソフトテニス協会　佐々木
電話：0154-53-9113　FAX：0154-53-9113

平成30年3月25日（日）～平成30年3月29日（木）（予定） 第12回全日本少年アイスホッケー大会（中学生・男子の部） 全国 スポーツ
釧路市、釧路市教育委員会、（一
財）釧路市スポーツ振興財団、
（公財）日本アイスホッケー連盟

柳町アイスホッケー場、
春採アイスアリーナ、
日本製紙アイスアリーナ

600
全日本少年アイスホッケー大会実行委員会　藤岡
釧路市柳町1-1釧路市柳町スピードスケート場2Ｆ
電話：0154-31-1230　FAX：0154-31-0869

※「国際」は国際大会、「全国」は全国規模の大会、「全道」は全道規模の大会、「地区」は地区大会です。 -　5　-
釧路市産業振興部観光振興室


