
回数 年度 開催地 大会名 日付 場所

第１回 明治３３年度 東京市 東京大会 1月 帝国ホテル

第２回 明治３４年度 大阪市 大阪大会 4月17日 岸松館

第３回 明治３５年度 京都市 京都大会 5月3日 平野屋

第４回 明治３６年度 名古屋市 愛知大会 5月21日 東陽館

第５回 明治３９年度 神戸市 兵庫大会

第６回 明治４０年度 長崎市 長崎大会 10月7日

第７回 明治４１年度 伊勢山田市 三重大会 5月21日

第８回 明治４２年度 横浜市 神奈川大会 5月19日 喜楽座

第９回 明治４３年度 仙台市 宮城大会 5月7日 仙台市公会堂

第１０回 明治４４年度 豊橋市 愛知大会 5月14日 八町高等小学校／東雲座

第１１回 明治４５年度 宇都宮市 栃木大会 6月1日 二荒神社　神楽殿

第１２回 大正３年度 岡山市 岡山大会 6月10日 鶴鳴館

第１３回 大正４年度 京城市 京城大会 9月16日 南山公園倭城台

第１４回 大正５年度 甲府市 山梨大会 5月21日 太田町公園

第１５回 大正６年度 東京市 東京大会 5月23日 福井楼

第１６回 大正７年度 福岡市 福岡大会 10月15日 九州劇場

第１７回 大正８年度 久留米市 福岡大会 5月7日 恵比須座／丸嘉亭

第１８回 大正９年度 京都市 京都大会 5月22日 京都市公会堂

第１９回 大正１０年度 札幌・小樽・函館 北海道大会 9月14日

第２０回 大正１１年度 大阪市 大阪大会 5月25日 中之島中央公会堂

第２１回 大正１２年度 上海市・長崎市 長崎大会 5月15日～20日 上海市・長崎市

第２２回 大正１３年度 島根県 島根大会 5月21日

第２３回 大正１４年度 熊本県 熊本大会 4月5日 演芸館／公会堂

第２４回 大正１５年度 新潟県 新潟大会 5月11日 大竹座

第２５回 昭和２年度 福岡県 福岡大会 5月5日 九州劇場

第２６回 昭和３年度 香川県 香川大会 5月5日 演芸館

第２７回 昭和４年度 大分県 大分大会 5月18日 松潯館／大成館

第２８回 昭和５年度 東京都 東京大会 3月26日

第２９回 昭和６年度 大連市 大連大会 5月16日 協和会館／湖月、扇芳亭

第３０回 昭和７年度 栃木県 栃木大会 5月31日 栃木県公会堂／八百駒本店

第３１回 昭和８年度 広島県 広島大会 5月13日 歌舞伎座／大万、大華楼、山萬

第３２回 昭和９年度 宮崎県 宮崎大会 5月12日 公会堂／泉亭、鶴水館

第３３回 昭和１０年度 樺太市 樺太大会 8月11日

第３４回 昭和１１年度 高知県 高知大会 5月6日

第３５回 昭和１２年度 愛知県 愛知大会 5月25日 公会堂／南陽館

代表者会議 昭和１３年度 三重県 三重大会

第３６回 昭和１４年度 東京都 東京大会

第３７回 昭和１５年度 鹿児島県 鹿児島大会 4月12日 公会堂

第３８回 昭和１６年度 群馬県 群馬大会

第３９回 昭和１７年度 石川県 石川大会

代表者会議 昭和１８年度 大阪府

第４０回 昭和２７年度 東京都 東京大会 5月11日 浅草体育館／浅草体育館

第４１回 昭和２８年度 愛知県 名古屋大会 5月17日 八勝館／八勝館

第４２回 昭和２９年度 大阪府 大阪大会 5月16日 新大阪ホテル／つる家

第４３回 昭和３０年度 北海道 北海道大会 8月6日 札幌市グランドホテル／登別グランドホテル

第４４回 昭和３１年度 静岡県 静岡大会 5月4日 清水市市民会館／玉川楼

第４５回 昭和３２年度 秋田県 秋田大会 6月9日 スポーツセンター／秋田クラブ

第４６回 昭和３３年度 福岡県 福岡大会 5月11日 電気ホール／福岡スポーツセンター

第４７回 昭和３４年度 京都府 京都大会 5月10日 弥栄会館／京都岡崎勧業館

第４８回 昭和３５年度 新潟県 新潟大会 5月15日 イタリア軒／鍋茶屋

第４９回 昭和３６年度 東京都 東京大会 5月14日 浜町明治屋／台東体育館

第５０回 昭和３７年度 長野県 長野大会 6月17日 松本市民会館／魚網

第５１回 昭和３８年度 山口県 山口大会 5月27日 山口県体育館／山口県体育館

第５２回 昭和３９年度 福井県 福井大会 1月5日 福井市体育館／福井市体育館

第５３回 昭和４０年度 宮城県 宮城大会 5月11日 県民会館／スポーツセンター

第５４回 昭和４１年度 大分県 大分大会 5月22日 国際観光会館大ホール／城島高原グランドホテル

第５５回 昭和４２年度 広島県 広島大会 5月7日 広島公会堂／県立体育館

第５６回 昭和４３年度 北海道 北海道大会 7月6日 旭川市公会堂／北海道植銀ビル大ホール

第５７回 昭和４４年度 千葉県 千葉大会 5月18日 千葉県文化会館／千葉県文化会館

第５８回 昭和４５年度 大阪府 大阪大会 7月18日 大阪厚生年金会館・ロイヤルホテル

第５９回 昭和４６年度 長崎県 長崎大会 5月16日 長崎市公会堂／富貴楼、花月、橋本、一力、松亭

第６０回 昭和４７年度 愛知県 愛知大会 5月21日 愛知県勤労会館／各料理店(４軒)

第６１回 昭和４８年度 福島県 福島大会 5月20日 福島県文化センター／県体育館

第６２回 昭和４９年度 群馬県 群馬大会 5月19日 県民会館／問屋町センター

第６３回 昭和５０年度 東京都 東京大会 5月24日 区立渋谷公会堂／京王プラザホテル

第６４回 昭和５１年度 石川県 金沢大会 5月22日 観光会館／金沢実践倫理記念会館

第６５回 昭和５２年度 島根県 島根大会 5月16日 島根県民会館／市立体育館

第６６回 昭和５３年度 新潟県 新潟大会 5月21日 新潟県民会館／イタリア軒

第６７回 昭和５４年度 神奈川県 神奈川大会 5月27日 県立県民ホール／重慶飯店、同発新館、華正楼
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第６８回 昭和５５年度 京都府 京都大会 4月1日 国立京都国際会館／国際会館

第６９回 昭和５６年度 長野県 長野大会 5月24日 長野市民会館／清風園、上田館、圓山荘、笹屋ホテル

第７０回 昭和５７年度 静岡県 静岡大会 5月12日 静岡市民文化会館／県産業会館

第７１回 昭和５８年度 山形県 山形大会 6月18日 山形県民会館／山形グランドホテル

第７２回 昭和５９年度 福岡県 福岡大会 5月25日 福岡サンパレス／福岡国際センター

第７３回 昭和６０年度 岐阜県 岐阜大会 6月12日 岐阜市文化センター／長良川鵜飼屋形船中

第７４回 昭和６１年度 兵庫県 兵庫大会 5月21日 姫路市市民会館／ロイヤルパレス大和殿

第７５回 昭和６２年度 宮城県 宮城大会 5月15日 仙台市民会館／江陽グランドホテル

第７６回 昭和６３年度 広島県 広島大会 5月21日 広島グランドホテル／広島グランドホテル

第７７回 平成１年度 滋賀県 滋賀大会 6月17日 びわ湖温泉ホテル紅葉／びわ湖温泉ホテル紅葉

第７８回 平成２年度 大阪府 大阪大会 5月13日 ロイヤルホテル／ロイヤルホテル

第７９回 平成３年度 熊本県 熊本大会 5月18日 ニュースカイホテル／ニュースカイホテル

第８０回 平成４年度 岩手県 岩手大会 5月24日 盛岡市立中央公民館／八幡平ロイヤルホテル

第８１回 平成５年度 東京都 東京大会 5月21日 ロイヤルパークホテル／ロイヤルパークホテル

第８２回 平成６年度 三重県 三重大会 5月21日 ホテル花水木／ホテル花水木

第８３回 平成７年度 北海道 釧路大会 8月23日 パシフィックホテル新館／釧路市観光国際交流センター

第８４回 平成８年度 富山県 富山大会 5月17日 富山第一ホテル／富山第一ホテル

第８５回 平成９年度 青森県 青森大会 5月21日 ホテル青森／ホテル青森

第８６回 平成１０年度 新潟県 新潟大会 5月20日 ホテル新潟

第８７回 平成１１年度 京都府 京都大会 6月20日 京都会館／都ホテル

第８８回 平成１２年度 島根県 島根大会 5月24日 ホテル一畑

第８９回 平成１３年度 長崎県 長崎大会 5月15日 長崎市民会館文化ホール／一力、富貴楼、橋本

第９０回 平成１４年度 岐阜県 岐阜大会 8月27日 岐阜グランドホテル／川原、鵜飼

第９１回 平成１５年度 徳島県 徳島大会 10月4日 アスティとくしま

第９２回 平成１６年度 山形県 山形大会 10月5日 オーヌマホテル

第９３回 平成１７年度 静岡県 静岡大会 9月12日 グランドホテル浜松

第９４回 平成１８年度 香　港 香港大会 5月14日 香港コンベンションセンター

第９５回 平成１９年度 石川県 石川大会 5月14日 金沢城五十間長屋／二の丸公園

第９６回 平成２０年度 宮城県 宮城大会 8月8日 江陽グランドホテル

第９７回 平成２１年度 神奈川県 神奈川大会 10月15日 パシフィコ横浜平和会議場／横浜グランドインターコンチネンタルホテル

第９８回 平成２２年度 長崎県 長崎大会 6月14日 ホテルニュー長崎／富貴楼、一力、橋本、花月

第９９回 平成２３年度 大阪府 大阪大会 7月3日 リーガロイヤルホテル

第１００回 平成２４年度 東京都 東京大会 6月24日 野村コンファレンスプラザ日本橋大ホール／コレド室町日本橋三井ホール

第１０１回 平成２５年度 京都府 京都大会 5月14日 京都ホテルオークラ

第１０２回 平成２６年度 広島県 広島大会 6月6日 グランドプリンスホテル広島

第１０３回 平成２７年度 北海道（旭川） 北海道大会 6月17日 旭川グランドホテル

第１０４回 平成２８年度 岩手県 岩手大会 6月9日 ホテルメトロポリタン盛岡ＮＥＷ WING

第１０５回 平成２９年度 愛知県 愛知大会 6月5日 名古屋観光ホテル

第１０６回 平成３０年度 栃木県 栃木大会 6月5日


