
2018.4.27現在

開催日 平成30年4月30日(月)

会場名 福島県いわき市立総合体育館（大体育館）

会場住所 福島県いわき市平下荒川字南作100番地

会場連絡先 0246-29-1171

会場Web	 site http://www.iwakicity-park.or.jp/kamiarakawa/kamiarakawa_taiikukan.html

県大会事務局 〒970-8003	 福島県いわき市平下平窪2-8-7

事務局連絡先 TEL&FAX:0246-24-2668

県連Web	 site http://aero-fukushima.hop.daisuki.cc/
担当者 佐々木　喜栄子

本部調整中

福島県大会

お問い合せ／お申込み先(福島県エアロビック連盟）

本部調整中

岩手県大会

本部調整中

宮城県大会

北海道

本部調整中

東北地区

秋田県大会

本部調整中

青森県大会



開催日 平成30年5月6日(日)

会場名 つくばカピオアリーナ

会場住所 茨城県つくば市竹園1-10-1

会場連絡先 TEL:029-851-2886

会場Web	 site http://www.tcf.or.jp/capio/facility/arena/

県大会事務局 〒315-0005	 茨城県石岡市鹿の子2-6-17

事務局連絡先 TEL&FAX:0299-23-6157

県連Web	 site http://www7b.biglobe.ne.jp/~ibarakikenn_aerobic/
担当者 佐藤　直子

本部調整中

本部調整中

本部調整中

埼玉県大会

茨城県大会

お問い合せ／お申込み先(茨城県エアロビック連盟）

栃木県大会

群馬県大会

東日本地区

新潟県大会

本部調整中



開催日 平成30年6月17日(日)

会場名 千葉ポートアリーナ　サブアリーナ

会場住所 〒260-0025　千葉市中央区問屋町1－20

会場連絡先 TEL:043-241-0006

会場Web	 site https://chibacity.spo-sin.or.jp/shisetu/

県大会事務局 〒261-0012	 千葉県千葉市美浜区磯部6-2-8-405

事務局連絡先 TEL:043-270-2705

県連Web	 site http://caf.seesaa.net/
担当者 稲村	 恵美子

開催日 平成30年5月6日(日)

会場名 県立スポーツ会館

会場住所 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1

会場連絡先 TEL:045-311-0653

会場Web	 site http://www.sports-kanagawa.com/works/kaikan.php

県大会事務局 〒252-1151	 神奈川県綾瀬市小園622

事務局連絡先 TEL&FAX:0467-77-3708

県連Web	 site http://kaf.kir.jp
担当者 吉山喜代美

本部調整中

神奈川県大会

お問い合せ／お申込み先（神奈川県エアロビック連盟）

山梨県大会

本部調整中

千葉県大会

お問い合せ／お申込み先（千葉県エアロビック連盟）

東京都大会



開催日 平成30年5月20日(日)

会場名 松本市総合体育館　サブアリーナ

会場住所 〒390-0801　松本市美須々5-1

会場連絡先 TEL:0263−32-1818

会場Web	 site https://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/sports/taiikukan/matumotsougoutaiikukann.html

県大会事務局 〒390−0851	 長野県松本市島内5304−1

事務局連絡先 TEL:0263−47−0370／FAX:0263-48-0770

県連Web	 site

担当者 太田　りゑ子

開催日 平成30年6月30日(土)

会場名 島田市総合スポーツセンターローズアリーナ

会場住所 静岡県島田市野田1689

会場連絡先 TEL:0547-37-4539

会場Web	 site http://rosearena.main.jp/

県大会事務局 〒427-0019	 静岡県島田市道悦1-4-3-1

事務局連絡先 TEL&FAX:0547-37-8664

県連Web	 site http://shizuaf.seesaa.net/
担当者 坂本　里津子

お問い合せ／お申込み先（静岡県エアロビック連盟）

本部調整中

お問い合せ／お申込み先（長野県エアロビック連盟）

静岡県大会

愛知県大会

本部調整中

三重県大会

中部地区

長野県大会



開催日 平成30年5月20日(日)

会場名 東美濃ふれあいセンター

会場住所 岐阜県中津川市茄子川1683-797

会場連絡先 TEL:0573-68-8000

会場Web	 site http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/eastmino/

県大会事務局 〒508-0038	 岐阜県中津川市新町5-18	 ダンスカンパニーFLAT	 BACK

事務局連絡先 TEL&FAX:0573-65-7374

県連Web	 site

担当者 森川　たか子

本部調整中

福井県大会　

本部調整中

岐阜県大会

お問い合せ／お申込み先（岐阜県エアロビック連盟）

富山県大会

石川県大会　

本部調整中



開催日 平成29年7月30日(日)

会場名 守山市民体育館大アリーナ

会場住所 〒524-0051	 滋賀県守山市三宅町100

会場連絡先 TEL:077-583-5354/FAX:077-583-5853

会場Web	 site http://www.moriyama-s-p.com/

県大会事務局 滋賀県守山市梅田町6-41-1307

事務局連絡先 TEL:077-582-3038/FAX:077-582-3038

県連Web	 site http://xn--ccklw3ftdwht845b6c4b.jp/sporec/sporec.html
担当者 今堀　裕子

開催日 平成30年6月24日(日)

会場名 ひまわりドーム・サブアリーナ

会場住所 〒590-0441	 大阪府泉南郡熊取町久保5丁目3番1号

会場連絡先 TEL:072-453-5200／FAX:072-453-4001

会場Web	 site http://www.town.kumatori.lg.jp/shisetsu/himawari_dome/

県大会事務局 大阪府淀川区三津屋北1-14-5

県連Web	 site https://osaka-aerobicfederation.localinfo.jp

担当者 沢野真子

本部調整中

和歌山大会

本部調整中

お問い合せ／お申込み先(滋賀県エアロビック連盟）

大阪府・和歌山県大会

［合同開催（大阪府主催）］

お問い合せ／お申込み先（大阪府エアロビック連盟）

奈良県大会

西日本地区

滋賀県・京都府大会

［合同開催・滋賀県主催］



本部調整中

鳥取県大会

本部調整中

島根県大会

本部調整中

広島県大会

本部調整中

兵庫県大会

岡山県大会

本部調整中



開催日 平成30年5月5日(祝土)

会場名 スポーツセンターまんのう	 メインアリーナ

会場住所 香川県仲多度郡まんのう町吉野下957 
会場連絡先 TEL:0877-73-3611

会場Web	 site http://www.mizuno.co.jp/school/facility/shisetsu_63/index.html

県大会事務局 〒761-0905　香川県さぬき市大川町南川152-5

事務局連絡先 TEL&FAX:087-943-1923

県連Web	 site

担当者 遠藤慎介

本部調整中

佐賀県大会

本部調整中

山口県大会

本部調整中

大分県大会

本部調整中

香川県・高知県・徳島県・愛媛県大会

［合同開催（香川県主催）］

お問い合せ／お申込み先(香川県エアロビック連盟）

九州地区

福岡県大会



鹿児島県大会

本部調整中

沖縄県大会

本部調整中

長崎県大会

宮崎県大会

本部調整中

熊本県大会

本部調整中

本部調整中


