
都道府県 種目 開催月 会場

富山 玉掛け ４月 富山市

富山 フォークリフト 5月 富山市

石川 玉掛け 5月 小松市

山形 玉掛け ６月 西置賜郡

新潟 フォークリフト ６月 上越市

岩手 小型クレーン ６月 滝沢市

千葉 玉掛け 7月 大網白里市

千葉 フォークリフト 7月 千葉市

千葉 ガス溶接 7月 大網白里市

千葉 床上クレーン 7月 大網白里市

千葉 車両系(整地) 7月 大網白里市・山武郡

東京 ガス溶接 7月 練馬区

千葉 小型クレーン 7月 大網白里市

千葉 車両系(解体) 7月 大網白里市・山武郡

東京 玉掛け 7月 練馬区

東京 車両系(整地) 7月 練馬区

神奈川 フォークリフト 7月 泉区

埼玉 フォークリフト 7月 狭山市

埼玉 ガス溶接 7月 狭山市

北海道 玉掛け 8月 勇払郡

茨城 フォークリフト 8月 常陸大宮市

茨城 床上クレーン 8月 鹿島市
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千葉 不整地 8月 大網白里市

東京 小型クレーン 8月 練馬区

東京 車両系(解体) 8月 練馬区

埼玉 玉掛け 8月 狭山市

茨城 玉掛け 8月 常陸大宮市

茨城 車両系(整地) 8月 常陸大宮市

栃木 玉掛け 8月 足利市

栃木 フォークリフト 8月 足利市

群馬 玉掛け 8月 太田市

群馬 フォークリフト 8月 太田市

群馬 ガス溶接 8月 太田市

愛知 玉掛け 9月 豊田市

愛知 フォークリフト 9月 蒲郡市

宮城 車両系(整地) 9月 角田市

三重 玉掛け 9月 四日市市

埼玉 床上クレーン 9月 狭山市

愛知 床上クレーン 9月 豊田市

愛知 不整地 9月 名古屋市

三重 フォークリフト 9月 津市

三重 ガス溶接 9月 津市

三重 床上クレーン 9月 四日市市

岐阜 玉掛け 10月 加茂郡

大阪 フォークリフト 10月 貝塚市

秋田 玉掛け 10月 にかほ市
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京都 玉掛け 10月 木津川市

滋賀 玉掛け 10月 東近江市

滋賀 不整地 10月 東近江市

埼玉 車両系(整地) 10月 狭山市

埼玉 小型クレーン 10月 狭山市

大阪 玉掛け 10月 大阪市大正区

大阪 床上クレーン 10月 大阪市大正区

大阪 小型クレーン 10月 貝塚市

兵庫 フォークリフト 10月 神戸市

京都 フォークリフト 10月 木津川市

滋賀 玉掛け 10月 東近江市

滋賀 フォークリフト 10月 東近江市

滋賀 小型クレーン 10月 東近江市

滋賀 車両系(整地) 10月 東近江市

奈良 玉掛け 10月 天理市

奈良 フォークリフト 10月 葛城市

奈良 ガス溶接 10月 葛城市

奈良 床上クレーン 10月 天理市

和歌山 床上クレーン 10月 紀の川市

和歌山 小型クレーン 10月 橋本市

山口 玉掛け 11月 下松市

山口 ガス溶接 11月 防府市

山口 床上クレーン 11月 下松市

埼玉 車両系(解体) 11月 狭山市
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和歌山 玉掛け 11月 橋本市

和歌山 フォークリフト 11月 橋本市

山口 フォークリフト 11月 長門市

佐賀 玉掛け 11月 小城市

長崎 玉掛け 11月 西彼杵郡

佐賀 車両系(解体) 12月 小城市

熊本 玉掛け 12月 玉名郡

鹿児島 玉掛け 12月 出水市

鹿児島 小型クレーン 12月 出水市

佐賀 車両系(整地) 12月 小城市

兵庫 玉掛け 2月 丹波市

長崎 フォークリフト 2月 佐世保市

鹿児島 フォークリフト 2月 出水市

鹿児島 車両系(整地) 2月 出水市

北海道 床上クレーン 3月 勇払郡

兵庫 ガス溶接 3月 丹波市

兵庫 小型クレーン 3月 丹波市

鹿児島 車両系(解体) 3月 出水市
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