
年 主催県 目　　的 備　　　考　　（その他の御訪問県）

昭和２１年 11月1日 ～ 11月3日 －
京阪神地
区

第１回国体

昭和２２年 10月23日 ～ 11月2日 行幸 石川県 第２回国体 福井県，富山県（御巡幸を兼ねる）

昭和２３年 10月29日 ～ 11月3日 － 福岡県 第３回国体

昭和２４年 10月30日 行幸啓 東京都 第４回国体 神奈川県

昭和２５年 10月27日 ～ 10月29日 行幸啓 愛知県 第５回国体

昭和２６年 10月25日 ～ 10月29日 行幸啓 広島県 第６回国体

昭和２７年 10月18日 ～ 10月22日 行幸啓 福島県 第７回国体 宮城県、山形県

昭和２８年 10月19日 ～ 10月28日 行幸啓 愛媛県 第８回国体 京都府、高知県、岡山県、徳島県、香川県

昭和２９年 8月6日 ～ 8月23日 行幸啓 北海道 第９回国体 岩手県（御巡幸を兼ねる）

昭和３０年 9月22日 行幸啓 神奈川県 第１０回国体

昭和３１年 10月27日 ～ 11月2日 行幸啓 兵庫県 第１１回国体 大阪府

昭和３２年 10月25日 ～ 10月30日 行幸啓 静岡県 第１２回国体 栃木県

昭和３３年 10月18日 ～ 10月27日 行幸啓 富山県 第１３回国体 石川県、岐阜県

昭和３４年 9月22日 行幸啓 東京都 第１４回国体 埼玉県

昭和３５年 10月21日 ～ 10月25日 行幸啓 熊本県 第１５回国体

昭和３６年 10月6日 ～ 10月14日 行幸啓 秋田県 第１６回国体 山形県、青森県、岩手県

昭和３７年 10月19日 ～ 10月26日 行幸啓 岡山県 第１７回国体 京都府，愛知県

昭和３８年 10月24日 ～ 10月31日 行幸啓 山口県 第１８回国体 兵庫県，岡山県

昭和３９年 6月5日 ～ 6月12日 行幸啓 新潟県 第１９回国体

昭和４０年 10月23日 ～ 10月28日 行幸啓 岐阜県 第２０回国体

昭和４１年 10月21日 ～ 10月29日 行幸啓 大分県 第２１回国体 熊本県

昭和４２年 10月22日 ～ 10月26日 行幸啓 埼玉県 第２２回国体

昭和４３年 9月30日 ～ 10月7日 行幸啓 福井県 第２３回国体 兵庫県，京都府

昭和４４年 10月24日 ～ 10月31日 行幸啓 長崎県 第２４回国体

昭和４５年 10月9日 ～ 10月15日 行幸啓 岩手県 第２５回国体

昭和４６年 10月23日 ～ 10月26日 行幸啓 和歌山県 第２６回国体

昭和４７年 10月20日 ～ 10月27日 行幸啓 鹿児島県 第２７回国体

昭和４８年 10月12日 ～ 10月16日 行幸啓 千葉県 第２８回国体

昭和４９年 10月19日 ～ 10月23日 行幸啓 茨城県 第２９回国体

昭和５０年 10月24日 ～ 10月28日 行幸啓 三重県 第３０回国体

昭和５１年 10月22日 ～ 10月25日 行幸啓 佐賀県 第３１回国体

昭和５２年 9月30日 ～ 10月3日 行幸 青森県 第３２回国体

昭和５３年 10月13日 ～ 10月16日 行幸 長野県 第３３回国体

昭和５４年 10月13日 ～ 10月16日 行幸 宮崎県 第３４回国体

昭和５５年 10月11日 ～ 10月16日 行幸啓 栃木県 第３５回国体

昭和５６年 10月12日 ～ 10月16日 行幸啓 滋賀県 第３６回国体 京都府

昭和５７年 10月2日 ～ 10月5日 行幸 島根県 第３７回国体 京都府

昭和５８年 10月14日 ～ 10月16日 行幸 群馬県 第３８回国体

昭和５９年 10月11日 ～ 10月14日 行幸 奈良県 第３９回国体 大阪府

昭和６０年 10月19日 ～ 10月22日 行幸 鳥取県 第４０回国体

昭和６１年 10月11日 ～ 10月14日 行幸 山梨県 第４１回国体

昭和６２年 10月24日 ～ 10月25日 御名代 沖縄県 第４２回国体 御名代として皇太子同妃両殿下が御臨席

昭和６３年 10月15日 ～ 10月20日 京都府 第４３回国体
２巡目の京都国体から
皇太子同妃両殿下が御臨席となった

＜ 秋季国体 ＞
月　　　日


