
秋田県 北秋田市 VS 愛知県 扶桑町

北海道 知内町 VS 沖縄県 大宜味村 秋田県 仙北市 VS 神奈川県 大井町

北海道 愛別町 VS 秋田県 井川町 秋田県 三種町 VS 徳島県 三好市

北海道 剣淵町 VS 福岡県 大任町 秋田県 美郷町 VS 神奈川県 湯河原町

北海道 苫前町 VS 群馬県 上野村 福島県 南会津町 VS 香川県 多度津町

青森県 新郷村 VS 島根県 海士町

青森県 田子町 VS 沖縄県 与那国町

秋田県 小坂町 VS 群馬県 南牧村 岩手県 滝沢市 VS 鹿児島県 奄美市

秋田県 上小阿仁村 VS 熊本県 山江村 秋田県 能代市 VS 岡山県 赤磐市

秋田県 八郎潟町 VS 宮崎県 諸塚村 秋田県 大館市 VS 茨城県 行方市

秋田県 大潟村 VS 岐阜県 七宗町 秋田県 湯沢市 VS 京都府 京丹後市

秋田県 東成瀬村 VS 岡山県 新庄村 福島県 伊達市 VS 岐阜県 羽島市

  秋田県 藤里町 VS 新潟県 関川村 茨城県 常陸太田市 VS 奈良県 広陵町

山形県 鮭川村 VS 沖縄県 伊江村 埼玉県 秩父市 VS 愛知県 碧南市

神奈川県 寒川町 VS 広島県 三次市

北海道 芦別市 VS 長野県 佐久穂町 富山県 南砺市 VS 沖縄県 石垣市

北海道 鷹栖町 VS 岩手県 軽米町 山梨県 富士吉田市 VS 大分県 豊後大野市

北海道 東神楽町 VS 山形県 中山町 兵庫県 南あわじ市 VS 徳島県 鳴門市

北海道 枝幸町 VS 秋田県 羽後町 島根県 雲南市 VS 福岡県 八女市

北海道 新得町 VS 神奈川県 山北町

岩手県 大槌町 VS 埼玉県 小鹿野町 秋田県 横手市 VS 香川県 丸亀市

秋田県 八峰町 VS 山梨県 　南部町　 秋田県 由利本荘市 VS 山梨県 甲斐市

秋田県 五城目町 VS 神奈川県 松田町 秋田県 大仙市 VS 兵庫県 豊岡市

神奈川県 真鶴町 VS 鹿児島県 和泊町 山形県 鶴岡市 VS 茨城県 取手市

神奈川県 伊勢原市 VS 長崎県 大村市

北海道 美唄市 VS 神奈川県 大磯町 神奈川県 座間市 VS 福岡県 大牟田市

北海道 士別市 VS 和歌山県 上富田町 岐阜県 関市 VS 京都府 福知山市

北海道 名寄市 VS 佐賀県　 神埼市

北海道 芽室町 VS 秋田県 潟上市 秋田県 秋田市 VS 神奈川県 秦野市

青森県 藤崎町 VS 長野県 東御市 山形県 米沢市　※2 VS 山口県 宇部市

岩手県 陸前高田市 VS 鹿児島県 南さつま市

岩手県 葛巻町　※2 VS 沖縄県 北中城村 東京都 江戸川区

秋田県 男鹿市 VS 鹿児島県 阿久根市 富山県 高岡市

秋田県 鹿角市 VS 大分県 杵築市 ※1　オープン参加とは、国内の自治体とは対戦しない参加方法です。

※2　カテゴリーを越えての対戦（葛巻町：2、米沢市：5）

カテゴリー3　（人口15,000～35,000人未満）

カテゴリー6　（人口160,000人以上）

オープン参加　※1

チャレンジデー2019対戦表
119自治体　58市1区46町14村

カテゴリー1　（人口6,000人未満）

カテゴリー4　（人口35,000～75,000人未満）

カテゴリー2　（人口6,000～15,000人未満）

カテゴリー5　（人口75,000～160,000人未満）

VS V北海道 幕別町 秋田県 にかほ市 広島県 北広島町


