








行  事  名 日　程
（平成 27年） 会  場  地 参　加　資　格 問い合わせ先

合氣道 8月29日（土） 紀南文化会館 公益財団法人合氣会和歌山県合氣道連盟加盟の
道場に所属している者

和歌山県合氣道連盟事務局　増尾　登
TEL：0736（62）3793　FAX：0736（61）7290

インディアカ ９月６日（日） 三四六総合運動公
園体育館（仮称）

和歌山県内在住もしくは在職・在学者
インディアカ愛好者

和歌山県インディアカ協会　事務局　江口恵子
TEL：090（8658）2714　FAX：073（453）5170

ウォーキング 9月13日（日） 古座川町松根
（大塔山登山口）

18歳以上の和歌山県内に居住している者
健脚に自信のある者

古座川町教育委員会
TEL：0735（72）3344　FAX：0735（72）2018

ウォークラリー 9月27日（日） 由良町内
太地町内 和歌山県内に居住している者

由良町教育委員会　教育課
TEL：0738（65）1800　FAX：0738（65）3290
太地町教育委員会
TEL：0735（59）2335　FAX：0735（59）3375

エアロビック 5月31日（日） 海南市総合体育館 和歌山県内に居住、在勤する者又は日本エアロビ
ック連盟が認めた者

公益社団法人日本エアロビック連盟事務局
TEL：03（5796）7521　FAX：03（5796）7527

オリエンテーリング 9 月 6日（日） 紀北青少年の家 和歌山県内に居住している者 紀の国わかやま国体かつらぎ町実行委員会事務局
TEL：0736（22）0303　FAX：0736（22）7102

カローリング 9 月 6日（日） 海南市総合体育館 和歌山県内に居住している者 海南市カローリング協会事務局
TEL　090（9887）8711　FAX　073（492）2603

近代 3種 8月23日（日） 有田市立箕島中学校
和歌山県内に在住、在学している小中学生
ただし、小学生は 100m、中学生は 200mを泳
げる者

公益社団法人　日本近代五種協会
TEL：03（3481）2393　FAX：03（3481）2429

キンボールスポーツ 8月30日（日） 三四六総合運動公
園体育館（仮称）

和歌山県内在住、もしくは在職者又は和歌山県キ
ンボール協会加盟団体の会員で構成されたチーム

紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会　田辺市実行委員会事務局
TEL：0739（34）2190　FAX：0739（24）0230

ゲートゴルフ 10月4日（日）
紀美野町農村総合
センターゲートゴ
ルフ場

和歌山県内に在住または在勤・在学する中学生以
上の男女

紀美野町文化センター　和歌山県ゲートゴルフ協会事務局
TEL：073（495）9055　FAX：073（495）9008

3B 体操 ８ 月 30 （日） 高野町立高野山中
学校体育館

⑴　会員の部は、社団法人日本 3B体操協会和歌山県
　支部登録会員 
⑵　一般の部は、公益財団法人日本 3B体操協会和歌
　山県支部登録会員以外の和歌山県内に居住する者

高野町教育委員会
TEL：0736（56）2076　FAX：0736（56）4831

サーフィン 9月20日（日） 磯の浦海水浴場・
サーフィン場 和歌山県内に在住、在勤または在学している者 和歌山県サーフィン連盟　大会受付担当事務局

TEL：090　（5152）1543　

スポーツチャンバラ 9月20日（日） 有田川町立吉備中
学校体育館

和歌山県内に在住、在学、在勤及び在道場（孫支
部を含む）のいずれかに該当する者

和歌山県スポーツチャンバラ協会　事務局（石上）
TEL：073（ 422 ）0308　FAX：073（ 427 ）6328

スポーツ吹矢 9月19日（土） 湯浅スポーツセンター
和歌山県内に居住又は就労している一般社団法人
日本スポーツ吹矢協会の和歌山県内各支部に所属
する本部会員

和歌山県スポーツ吹矢協会　会長　　福原広次
TEL：073（455）8705　FA X：073（455）8705

ソフトバレーボール 9 月 6日（日） 和歌山県立橋本体育館 和歌山県内に在住、在学、在勤する者または橋本
市バレーボール協会からの推薦を受けたチーム

橋本市ソフトバレーボール協会　和田晃三
TEL：　090（9701）0509　

庭球野球 TE-YA 9月13日（土） 和歌山県立橋本体育館
小学生の部：和歌山県内在住及び在学の小学生
一般の部：和歌山県内在住及び在学の小学生から
大人

和歌山庭球野球協会事務局（一般社団法人伊都青年会議所
事務局内）
TEL：0736（42）2690　FAX：0736（42）2691

ティーボール 9月13日（日） ふるさとの川総合公園 和歌山県内在住及び在園、在学の者で構成された
チーム

日本ティーボール協会和歌山県連盟
TEL：0737（23）7403　FAX：0737（23）7404

日本拳法 10月4日（日） 海南市拝待体育館 和歌山県内に在住・在学・在勤の和歌山県日本拳
法連盟に登録している小学生以上の者（男女不問）

和歌山県日本拳法連盟　橋爪健二
TEL：073（492）2228　

バウンドテニス 9月27日（日） 海南市拝待体育館 和歌山県内に在住している者又は和歌山県バウン
ドテニス協会が認めた者

和歌山県バウンドテニス協会 (和歌山ヤクルト販売内 )
TEL：073（473）8960　FAX：073（473）8463

パラグライダー・
ハンググライダー 9月19日（土） 紀の川フライトパーク

和歌山県内に居住している者、または和歌山県フライヤー
連盟が認める者
NP技能証以上及び、それに準拠する技能証を有する者

和歌山県フライヤー連盟
TEL：0736（77）7088　FAX：0736（77）5492

パークゴルフ 9月23日（水）
紀美野町のかみふれあ
い公園内　パークゴル
フ場

中学生以上の和歌山県内に居住している者 紀美野町中央公民館（教育委員会　生涯学習課）
TEL：073（489）5915　FAX：073（489）5400

ビリヤード 9月20日（日） ブラックパール 和歌山県内に居住している者で、日本ビリヤード
協会の発行するCSカードを所有する者

社団法人NBA和歌山県支部　和歌山県ビリヤード協会
(ビリヤードブレイクショット内 )
TEL：0736（63）2717　FAX：0736（63）2717

ビーチラグビー 9月13日（日） 白良浜海水浴場 小学生以上の和歌山県内に居住している者 紀の国わかやま国体白浜町実行委員会事務局
TEL：0739（43）5570　FAX：0739（33）9054

ビーチボールバレー 9月27日（日） 美浜町体育センター　美浜
町立松洋中学校体育館　他

学生、生徒以外の和歌山県内在住もしくは住民登
録を有する者

美浜町中央公民館
TEL：0738（22）7309　FAX：0738（23）5063

武術太極拳 9月13日（日） 海南市総合体育館 和歌山県内に居住している者、または和歌山県武
術太極拳連盟会員

和歌山県武術太極拳連盟　津毛　望方
TEL：073（482）7570　FAX：073（482）7570

ペタンク 9月20日（日） 紀の川市打田若者
広場 小学4年生以上の和歌山県内に在住する者

紀の川市　国体対策局　国体対策課　TEL　0736（77）0894
和歌山県ペタンク協会　デモスポ担当　山口吉次
TEL　073（444）7417

リレーション 3
（3人制ゲートボール） 9月27日（日） 有田川町秋葉多目

スポーツ施設
和歌山県ゲートボール協会会員及び和歌山県内に
在住するゲートボール愛好家

和歌山県ゲートボール協会
TEL：0737（23）7576　FAX：0737（23）7578



行  事  名 日　程
（平成 27年） 会  場  地 参　加　資　格 問い合わせ先

合氣道 8月29日（土） 紀南文化会館 公益財団法人合氣会和歌山県合氣道連盟加盟の
道場に所属している者

和歌山県合氣道連盟事務局　増尾　登
TEL：0736（62）3793　FAX：0736（61）7290

インディアカ ９月６日（日） 三四六総合運動公
園体育館（仮称）

和歌山県内在住もしくは在職・在学者
インディアカ愛好者

和歌山県インディアカ協会　事務局　江口恵子
TEL：090（8658）2714　FAX：073（453）5170

ウォーキング 9月13日（日） 古座川町松根
（大塔山登山口）

18歳以上の和歌山県内に居住している者
健脚に自信のある者

古座川町教育委員会
TEL：0735（72）3344　FAX：0735（72）2018

ウォークラリー 9月27日（日） 由良町内
太地町内 和歌山県内に居住している者

由良町教育委員会　教育課
TEL：0738（65）1800　FAX：0738（65）3290
太地町教育委員会
TEL：0735（59）2335　FAX：0735（59）3375

エアロビック 5月31日（日） 海南市総合体育館 和歌山県内に居住、在勤する者又は日本エアロビ
ック連盟が認めた者

公益社団法人日本エアロビック連盟事務局
TEL：03（5796）7521　FAX：03（5796）7527

オリエンテーリング 9 月 6日（日） 紀北青少年の家 和歌山県内に居住している者 紀の国わかやま国体かつらぎ町実行委員会事務局
TEL：0736（22）0303　FAX：0736（22）7102

カローリング 9 月 6日（日） 海南市総合体育館 和歌山県内に居住している者 海南市カローリング協会事務局
TEL　090（9887）8711　FAX　073（492）2603

近代 3種 8月23日（日） 有田市立箕島中学校
和歌山県内に在住、在学している小中学生
ただし、小学生は 100m、中学生は 200mを泳
げる者

公益社団法人　日本近代五種協会
TEL：03（3481）2393　FAX：03（3481）2429

キンボールスポーツ 8月30日（日） 三四六総合運動公
園体育館（仮称）

和歌山県内在住、もしくは在職者又は和歌山県キ
ンボール協会加盟団体の会員で構成されたチーム

紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会　田辺市実行委員会事務局
TEL：0739（34）2190　FAX：0739（24）0230

ゲートゴルフ 10月4日（日）
紀美野町農村総合
センターゲートゴ
ルフ場

和歌山県内に在住または在勤・在学する中学生以
上の男女

紀美野町文化センター　和歌山県ゲートゴルフ協会事務局
TEL：073（495）9055　FAX：073（495）9008

3B 体操 ８ 月 30 （日） 高野町立高野山中
学校体育館

⑴　会員の部は、社団法人日本 3B体操協会和歌山県
　支部登録会員 
⑵　一般の部は、公益財団法人日本 3B体操協会和歌
　山県支部登録会員以外の和歌山県内に居住する者

高野町教育委員会
TEL：0736（56）2076　FAX：0736（56）4831

サーフィン 9月20日（日） 磯の浦海水浴場・
サーフィン場 和歌山県内に在住、在勤または在学している者 和歌山県サーフィン連盟　大会受付担当事務局

TEL：090　（5152）1543　

スポーツチャンバラ 9月20日（日） 有田川町立吉備中
学校体育館

和歌山県内に在住、在学、在勤及び在道場（孫支
部を含む）のいずれかに該当する者

和歌山県スポーツチャンバラ協会　事務局（石上）
TEL：073（ 422 ）0308　FAX：073（ 427 ）6328

スポーツ吹矢 9月19日（土） 湯浅スポーツセンター
和歌山県内に居住又は就労している一般社団法人
日本スポーツ吹矢協会の和歌山県内各支部に所属
する本部会員

和歌山県スポーツ吹矢協会　会長　　福原広次
TEL：073（455）8705　FA X：073（455）8705

ソフトバレーボール 9 月 6日（日） 和歌山県立橋本体育館 和歌山県内に在住、在学、在勤する者または橋本
市バレーボール協会からの推薦を受けたチーム

橋本市ソフトバレーボール協会　和田晃三
TEL：　090（9701）0509　

庭球野球 TE-YA 9月13日（土） 和歌山県立橋本体育館
小学生の部：和歌山県内在住及び在学の小学生
一般の部：和歌山県内在住及び在学の小学生から
大人

和歌山庭球野球協会事務局（一般社団法人伊都青年会議所
事務局内）
TEL：0736（42）2690　FAX：0736（42）2691

ティーボール 9月13日（日） ふるさとの川総合公園 和歌山県内在住及び在園、在学の者で構成された
チーム

日本ティーボール協会和歌山県連盟
TEL：0737（23）7403　FAX：0737（23）7404

日本拳法 10月4日（日） 海南市拝待体育館 和歌山県内に在住・在学・在勤の和歌山県日本拳
法連盟に登録している小学生以上の者（男女不問）

和歌山県日本拳法連盟　橋爪健二
TEL：073（492）2228　

バウンドテニス 9月27日（日） 海南市拝待体育館 和歌山県内に在住している者又は和歌山県バウン
ドテニス協会が認めた者

和歌山県バウンドテニス協会 (和歌山ヤクルト販売内 )
TEL：073（473）8960　FAX：073（473）8463

パラグライダー・
ハンググライダー 9月19日（土） 紀の川フライトパーク

和歌山県内に居住している者、または和歌山県フライヤー
連盟が認める者
NP技能証以上及び、それに準拠する技能証を有する者

和歌山県フライヤー連盟
TEL：0736（77）7088　FAX：0736（77）5492

パークゴルフ 9月23日（水）
紀美野町のかみふれあ
い公園内　パークゴル
フ場

中学生以上の和歌山県内に居住している者 紀美野町中央公民館（教育委員会　生涯学習課）
TEL：073（489）5915　FAX：073（489）5400

ビリヤード 9月20日（日） ブラックパール 和歌山県内に居住している者で、日本ビリヤード
協会の発行するCSカードを所有する者

社団法人NBA和歌山県支部　和歌山県ビリヤード協会
(ビリヤードブレイクショット内 )
TEL：0736（63）2717　FAX：0736（63）2717

ビーチラグビー 9月13日（日） 白良浜海水浴場 小学生以上の和歌山県内に居住している者 紀の国わかやま国体白浜町実行委員会事務局
TEL：0739（43）5570　FAX：0739（33）9054

ビーチボールバレー 9月27日（日） 美浜町体育センター　美浜
町立松洋中学校体育館　他

学生、生徒以外の和歌山県内在住もしくは住民登
録を有する者

美浜町中央公民館
TEL：0738（22）7309　FAX：0738（23）5063

武術太極拳 9月13日（日） 海南市総合体育館 和歌山県内に居住している者、または和歌山県武
術太極拳連盟会員

和歌山県武術太極拳連盟　津毛　望方
TEL：073（482）7570　FAX：073（482）7570

ペタンク 9月20日（日） 紀の川市打田若者
広場 小学4年生以上の和歌山県内に在住する者

紀の川市　国体対策局　国体対策課　TEL　0736（77）0894
和歌山県ペタンク協会　デモスポ担当　山口吉次
TEL　073（444）7417

リレーション 3
（3人制ゲートボール） 9月27日（日） 有田川町秋葉多目

スポーツ施設
和歌山県ゲートボール協会会員及び和歌山県内に
在住するゲートボール愛好家

和歌山県ゲートボール協会
TEL：0737（23）7576　FAX：0737（23）7578


