島根県高等学校体育連盟事務局
〒６９０－８５２８
松江市古志原4丁目1－10 松江工業高等学校内
専用電話 （0852） 26 - 3842
ＦＡ Ｘ （0852） 26 - 3695
E-mail
koutairen@helen.ocn.ne.jp

令和４年度 島根県高等学校体育連盟行事一覧表
月

種 目

４ 月

５ 月
２６～２８ 県総体 （出雲市）

１． 陸

上

競

６ 月

７ 月

８ 月

９ 月

１６～１９ 中国選手権大会 （出雲市）

１７～１８ 県新人大会 （益田市）

１０ 月

４ 県総体 （松江市）

泳

３． 駅

伝

中国選手権大会
２２～２４ 競泳（広島市）
２２～２４ 水球（広島市）
２３～２４ 飛込（福山市）

２７～２８ 県新人大会 （松江市）

県選手権大会
トラック （大田市）
ロード （雲南市・奥出雲町）

２７～２８ 県総体 トラック （大田市）

県選手権大会 兼 中国大会県予選
体操競技 （浜田市）
新体操
（松江市）

２８～２９ 県総体 新体操 （松江市）

車 １７
２４

５． 体

操 ２３～２４
２９

２３～２４ 中国大会県予選 （松江市）

６． 剣

道

７． 柔

道

８． 弓

道

９． 相

撲

２３～２４ 中国大会県予選 （松江市）

２８～２９ 県総体 （浜田市）

手

球

１２． 登

山

１１～１２ 中国選手権大会 （広島市）

４ 県総体 （隠岐の島町）
１２ 中国選手権大会 （岡山市）
２９ 中国大会県予選 （松江市）

２～ ４ 県総体 （松江市）
１７～１９ 中国選手権大会 （岡山市）

２８～３０ 中国大会県予選 （松江市）

２～ ４ 県総体 （出雲市）
１７～１９ 中国選手権大会 (出雲市）

１６～１７ 県選手権大会 （三瓶山）

２～４ 県総体 （三瓶山）

道

１１． 卓

５ 県総体 ロード （雲南市・奥出雲町）
中国選手権大会
１０～１２
トラック （倉吉市）
１８～１９ ロード （三原市）
３～ ４ 県総体 体操競技 （浜田市）
１７～１９ 中国選手権大会
体操競技 (米子市）
新体操 （鳥取市）
３～ ４ 県総体 （益田市）
１７～１９ 中国選手権大会 （福山市）

２～ ４ 県総体 （出雲市）
１７～１９ 中国選手権大会 （米子市）

２３～２４ 中国大会県予選 （大田市）

１０． 空

２７～２８ 県総体 前期 （浜田市）

１３． バ ス ケ ッ ト ボ ー ル
１５～１７ 中国大会県予選 （出雲市）

１４． バ レ ー ボ ー ル

３～ ４ 県総体 後期 (松江市）
１７～１９ 中国選手権大会 （広島市）

１３～１５ 中国選手権大会 （岡山市）
２６～２８ 県総体 （松江市）

１６～１７ 中国大会県予選 (浜田市）

６～８ 中国選手権大会 （浜田市・江津市）

３～４ 県総体 （江津市）

２３～２４ 中国大会県予選 （雲南市）

１４～１５ 中国選手権大会 （米子市）

４～５ 県総体 （浜田市）

２７～２８ 県総体 前期 男子（松江市）
２９
県総体 女子（松江市）

２～ ４ 県総体 後期 （松江市）
１８～２０ 中国選手権大会
男子（益田市） 女子（松江市）

１５． ハ ン ド ボ ー ル
１６． ソ フ ト ボ ー ル
１７． サ

ッ

カ

ー

１８． バ ド ミ ン ト ン

２～ ４ 県総体 （松江市）
２４～２６ 中国選手権大会 （岡山市）

２１～２３ 中国大会県予選 （出雲市）

１６～１７ 中国大会県予選 (安来市）

７～８ 中国選手権大会 （安来市）

３～４ 県総体 （安来市）

２８ 県総体 （海士町）

１７～１９ 中国選手権大会 （広島市）

１４～１５ 中国選手権大会 （出雲市）

４ 県総体 （出雲市）

１９． フ ェ ン シ ン グ
２０． レ

ス

リ

ン

グ
１７ 中国大会県予選 （江津市）

２１． ラ

グ

ビ
ニ

全国高等学校総合体育大会
大会日程
競技種目
会場地
総合開会式
7/28 アスティとくしま
陸上競技
8/3～7 大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
7/28～8/1 とくぎんトモニアリーナほか
バレーボール 女子
7/23～30
男子
サッカー
大塚スポーツパークほか
7/25～30
女子
7/23～28 吉野川市民プラザほか
バドミントン
弓 道
8/6～9 とくぎんトモニアリーナ
7/29～8/3 阿南光高等学校ホッケー場ほか
ホッケー
体 操
新体操 8/13～14 高松市総合体育館
7/26～8/1 高松市総合体育館ほか
バスケットボール
バレーボール 男子
8/3～7 丸亀市民体育館ほか
登 山
8/5～9 スポーツセンターまんのうほか
トラック 8/4～6 高松競輪場
自転車競技
ロード
8/7 綾川町特設ロードレースコースほか
フェンシング
8/4～8 高松市総合体育館
8/8～10 Ｐｉｋａｒａスタジアム
アーチェリー
8/12～15 丸亀市民体育館
なぎなた
カヌー
8/2～6 坂出市府中湖カヌー競技場
体操競技 8/7～9 愛媛県総合運動公園体育館
体 操
7/29～8/3
男子
卓 球
宇和島市総合体育館
女子
8/3～8
男子
8/1～4
今治市営スポーツパークテニスコート
ソフトテニス
7/28～31
女子
7/29～8/4 松山市総合コミュニティセンターメインアリーナほか
ハンドボール
8/6～10 愛媛県武道館
柔 道
8/10～14 玉川湖ボートコースほか
ボート
ウエイトリフティング
8/4～8 新居浜市市民体育館ほか
8/17～20 伊予三島運動公園体育館
空手道
8/15～18 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ
競泳
8/17～20 高知県立春野総合運動公園水泳場
水 泳
飛込
8/20～23 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ
水球
8/18～22
男子
高知県立春野総合運動公園ソフトボール場
ソフトボール
女子
8/3～7
7/26～28 高知県立県民体育館
相 撲
剣 道
8/5～8 高知県立春野総合運動公園体育館
レスリング
8/1～4 高知県立県民体育館
7/27～8/3 高知県立春野総合運動公園テニス場ほか
テニス
7/27～8/2 南国市立スポーツセンター
ボクシング
7/29～31 高知県立春野総合運動公園体育館
少林寺拳法
8/12～16 和歌山ヨットセーリングセンター
ヨット

県名

１０ 県新人大会 トラック （大田市）

２０ 中国選手権大会 （境港市）

２５ 全国高校駅伝 （京都）

未定 県新人大会 ロード （三原市）

２０～２１ 県新人大会 体操競技 （松江市）

２～４

県総体 （出雲市）

２２ 県選手権大会 （出雲市）

２４． ウェイトリフティング
ケ

３ 県新人大会 新体操 (松江市）

２２～２３ 県選手権大会 （浜田市）

全国選抜大会
２３～２４ 体操競技（静岡）
２６ 新体操（四日市市）
１６～１７ 県新人大会 （松江市）

１１～１２ 中国新人大会 （廿日市）
２６～２８ 全国選抜大会 (愛知 春日井市）
２０～２１ 全国選手権大会 （東京）

２２～２３ 県新人大会 （松江市）

１２～１３ 中国新人大会 （宇部市）

１７～１８ 県選手権大会 （浜田市）

１７ 県新人大会
（東部：松江市 西部：益田市）

２９～３０ 県選手権大会 （江津市）

１８～２０ 中国新人大会 （広島市）

２３～２５ 全国選抜大会 （熊本市）

１６ 県新人大会 （隠岐の島町）

２３ 中国新人大会 （周南市）

１８～１９ 全国選抜大会 （高知市）

香川
２０～２２ 中国選抜大会 （広島市）

２３ 県新人大会 （松江市）

９～１１ 県選手権大会 （浜田市）

１６～１８ 県新人大会 (松江市）

１５～１６ 中国大会県予選 （雲南市・奥出雲町）

２６． ボ

ー

ト

２７． カ

ヌ

ー

２８． ス

キ

ー

２９． ダ

ン

ス

３０． ボ

２７～２８ 県総体 （雲南市･奥出雲町）

２７ 県総体 （美郷町）
（予備日：２９日）

１１～１２ 中国選手権大会
（山口 岩国市）

１６～１８ 全国選抜中国地区予選 （出雲市）

１２～１３ 県新人クライミング大会 兼
全国選抜県予選 （三瓶山）

２４～２５

町）

２８～３０ 県選手権大会 （出雲市）

６ 県選手権大会

２３～２９ 全国選手権大会 （東京）

１３～１５ 県新人大会 （松江市）

１０～１２ 中国新人大会 （出雲市）

１１～１３ 県選手権大会 （松江市）

１７～１８ 県新人大会
（江津市・浜田市・益田市）

４～８ 全日本高校選手権大会 (東京）

３～５ 中国新人大会 （広島市）

１２～１３ 県新人大会 （松江市）

２３～２５ 全国選抜中国地区予選 兼
中国新人県予選 （温泉津町）

２８～３０ 中国選手権大会 （岡山 奈義

(松江市）

シ

ン

１７～１８ 県選手権大会 （安来市）

高知
１０～１１ 県選手権大会 （出雲市）

２２～２３ 県新人大会 （出雲市）

１８～２０ 中国新人大会 （山口市）

２１～２２ 県選手権大会 1次 （出雲市）
２２
〃 女子の部 (出雲市）
２９～３０ 県選手権大会 2次（益田市・浜田市）

５～７ 女子：全日本選手権中国予選
（鳥取市）
５
県選手権大会 決勝 (松江市）

全国選抜クライミング大会
（埼玉 加須市）

１５～１６ 県新人大会 （安来市）

２８～１／９ 全国高校選手権大会（首都圏）
３０～１／８ 全日本女子選手権大会（兵庫）

８～１０ 中国選手権大会 （松江市）

４
県総体 （松江市）
１７～１９ 中国選手権大会

２４ 中国大会県予選 （湖陵町）

（山口 周防大島町）

２８ 県総合選手権大会 （隠岐の島町）

ッ

１７～１９ 中国選手権大会 （広島市）

１６～１９ 中国選手権大会 （瀬戸内市）

３４． な

ぎ

な

た

３５． 軟

式

野

球

１２ 中国選手権大会
（広島 安芸太田町）

２１～２３ 全国高校女子7人制大会 （埼玉）

３ 全国総体県予選 （出雲市）

１７～１８ 県新人大会（個人）
（浜田市・益田市）

２９～３０ 県新人大会（団体） （出雲市）

１９～２０ 全国選抜中国予選 兼
中国新人大会 （山口）

１７～１８ 県選手権大会 （出雲市）

２８～３０ 県新人大会 （浜田市・江津市）

２７～１／７ 全国高校総体 （東大阪市）

２７～２９ 全国選抜大会 （新潟市）

1５ 県新人大会 （江津市）

１２～１９

２２～２３ 春季選手権大会 兼
２８～３１ 中国地区大会 （倉敷市）
中国地区大会県予選 （浜田市）

３～４ 県総体 （浜田市）

通

全国選抜中国ブロック予選
（広島・山口）

陸上競技
卓球
ソフトテニス
柔道
剣道
バレーボール
バスケットボール
バドミントン

１４～１５ 全国選抜中国予選 兼
中国新人大会 （福山市）

２８－３０ 全国選抜大会 （名古屋市）

１４～１５ 中国選抜大会 （倉敷市）

２５～２８ 全国選抜大会
（石川 金沢市）

２２～２７ 全国選抜大会 （岐阜）

１８～２１ 全国選抜大会
（静岡 浜松市）

２２～２３ 中国新人大会
（鳥取 湯梨浜町）
※ア ・・・ アルペン
ク ・・・ クロスカントリー

大会日程
会場地
7/31～8/3 駒沢オリンピック公園陸上競技場

県総体 ５～６ ア（琴引） １２～１３ ク（芸北）
県選手権 ７ ア（琴引） １４～１５ ク（芸北）
２２ 県新人大会 クロスカントリー（大田市）
２３～２５ 中国選手権大会（氷ノ山）

７～１１ 全国高校総体 （山形市）
２１～２４ 全国選抜大会 ノルディック
（長野 野沢温泉村）

７～１０ 全国選抜大会 アルペン
（長野 山ノ内町）
１０～１２ 中国新人大会 （氷ノ山）

１３ 県ダンス発表会 （出雲市）

7/25～28 駒沢体育館

8/8～10 サニーテニスコート（千葉）
8/6～7 未定

１３ 県新人大会 （出雲市）

２０～２２

中国新人大会 （岡山市）

未定 全国選抜大会 (未定）

7/31～8/1 日本武道館

8/2～6
8/3～7

平塚サンライフアリーナ
東京体育館
8/16～19 小田原アリーナ

９ 県選手権大会 （隠岐の島町）

１６ 県新人大会 兼
全国選抜県予選 （大田市）

日程

長野市

1/12・13

６ 中国選抜大会 （安芸太田町）

（広島 安芸太田町）

１１ 県新人大会 （出雲市）

７／３０～８／２
全国選手権大会東中国大会 (倉敷市）

１４～１５ 県秋季選手権大会 （浜田市）

２７～２８ 全国選抜大会 （静岡）

全国高体連研究大会
会場地

２２ 県新人大会 （隠岐の島町）

２８～３１ 全国選手権大会

９ 全国選手権大会県予選 （浜田市）

２４～３１ 全国選抜大会 （埼玉）

２０～２６ 全国選抜大会 （福岡市）

１４～１５ 県新人大会 （雲南市・奥出雲町） １０/２９～３０ 全国選抜中国地区予選
（雲南市・奥出雲町）
１８ 県新人大会 （美郷町）

１７～１９ 中国新人大会 （広島）

２４～２６ 全国選抜大会
（長崎 島原市）

１１ 県新人大会 （出雲市）

１８～２０ 全国選抜中国地区予選 （岡山市）

２３～２９ 全国選抜大会
（男子 三重 女子 岐阜）

２４～２８ 全国選抜大会
（岩手 花巻市）

２７～２９ 中国選抜大会 （山口）

４ 県総体 （出雲市）
１８ 中国選手権大会 （鳥取市）

１１ 定時制通信制体育大会 （松江市）

３６． 定

県新人大会
３～４
1次予選 （松江市）
１０～１２ 2次予選 （浜田市）
１０
女子決勝（浜田市）

１８～２０ 全国選抜中国予選 兼
中国新人大会 （岩国市）

ト

３３． ラ イ フ ル 射 撃

全国選抜中国地区予選 兼
中国新人大会 （周南市）

１３～１５ 全国選抜中国地区予選 （広島市）

２２ 県選手権大会（隠岐の島町）
２９ 県新人大会 （松江市）

和歌山

３～５

全国選抜大会
１７～２１ 女子（鹿児島市）
２４～２８ 男子（長崎 大村市）

２８～３０ 県新人大会（松江市）

全国高校定時制通信制体育大会

グ

３１． ア ー チ ェ リ ー
３２． ヨ

２４～２７ 全国選抜大会
（愛知 豊田市）

愛媛

２０～２１ 県新人大会地区予選
（松江・出雲・益田）

競技種目

２８ 県総体 （出雲市）

ク

２３～２５ 全国選抜大会 （福岡市）

４～６ 県新人大会 兼
全国選抜県予選 （益田市）

５
県総体 （出雲市）
１８～１９ 中国選手権大会 （下関市）
４
県総体 （奥出雲町）
１６～１９ 中国選手権大会 兼
全国総体中国地区予選
（山口 岩国市）
３～５ 中国選手権大会 （鳥取市）

ー

（出雲市）

中旬～下旬 全国選抜大会
トラック（福岡）
ロード（未定）

徳島

１５～１８ 全国高校7人制大会 （長野）

２～ ４ 県総体 （松江市）
１８～２０ 中国選手権大会 （松江市）

９～１０ 松江・石見 地区予選
ス １０～１１
出雲 地区予選
２３～２４ 本選 （松江市）
２２～２４ 中国大会県予選 （出雲市）

ッ

３ 月

１０～１１ 県新人大会

２３． ソ フ ト テ ニ ス

２５． ホ

２ 月

ー
県個人選手権大会

２２． テ

１ 月

中国新人大会
２２～２３ 競泳 （倉敷市）
１５～１６ 水球 （山口市）
２８～２９ 県選手権大会 （出雲市）

転

１２ 月

技

２． 水

４． 自

１１ 月

１～２ 中国新人大会 （山口市）

５～８ 秋季中国地区大会 （鳥取）

分科会

第１分科会「競技力の向上」
第２分科会「健康と安全」
第３分科会「部活動の活性化」
講演

２４～２６ 全国選抜大会 (福井市）

２５～２６ 全国選抜大会
（兵庫 伊丹市）

