
開催期日 会　　　　　　場

4/2(土)･3(日) JA全農杯杯全国小学生選抜ｻｯｶｰIN四国(ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ2022) ｻｯｶｰ競技 愛媛

4/3(日)～10/2(日) 第46回四国ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　ﾘｰｸﾞ戦 ｻｯｶｰ競技 四国各県

2022四国大学ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　兼
第71回全日本大学ｻｯｶｰ選手権大会　四国地区予選

ｻｯｶｰ競技 四国各県

JFA　U-15　女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　2022　四国　ﾘｰｸﾞ戦 ｻｯｶｰ競技 四国各県

4/10(日) 第10回さぬきうどん杯ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 香川:観音寺市総体

4/12(火) 中四国ｵｰﾌﾟﾝｺﾞﾙﾌ四国地区ｱﾏﾁｭｱ予選 ｺﾞﾙﾌ競技 愛媛:滝の宮CC

4/17(日) 第42回四国地区ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 徳島:鳴門(主管:香川県)

令和4年度四国大学春季男子ﾘｰｸﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:坂出市総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第36回四国小学生男子･女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛

4/30(土)･5/1(日) 四国小学生ﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

4月～10月 第16回四国ﾘｰｸﾞ ﾎｯｹｰ競技 香川:三菱ｹﾐｶﾙ香川人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ　他

第62回全日本実業団男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会四国予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛

第43回全日本ｸﾗﾌﾞ男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会四国予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:坂出市総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第43回全日本ｸﾗﾌﾞ女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会四国予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:坂出市総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

5/4(水)･5(木)
6/18(土)

XF　CUP　2022　第4回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ女子ｻｯｶｰ大会(U-18) ｻｯｶｰ競技 愛媛

四国SC対抗水泳競技大会 競泳競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

四国中学生ﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 高知:春野運動公園ﾃﾆｽ場

5/7(土)･8(日)･14(土)･15(日) 令和4年度四国大學新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高知

5/7(土)～7/10(日) 第37回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 四国各県

5/8(日) 第59回四国ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

5/8(日)または5/15(日) 第38回四国ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 徳島:ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

5/11(水)･12(木) 四国女子ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技 ｺﾞﾙﾌ競技 愛媛:滝の宮CC

5/13(金)･14(土) 第51回四国大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川:高松

第57回全日本大学女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会四国予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第57回全日本大学男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会四国予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第61回全国実業団対抗ﾃﾆｽ大会四国予選(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ) ﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第42回全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会(西地区大会)四国予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:三好市池田体

第27回ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ四国予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:三好市池田体

5/14(土)～28(土) 第46回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-18)大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 四国各県

第71回四国弓道選手権大会 弓道競技 高知

四国四県剣道大会 剣道競技 愛媛

5/15(日)～10/9(日) 2022ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽﾘｰｸﾞ四国(Iﾘｰｸﾞ) ｻｯｶｰ競技 四国各県

5/17(火)～25(水) 第70回四国ﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 愛媛:県総合運動公園

第73回四国地区大学総合体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭ-

第38回四国地区選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 徳島:ｽｴﾋﾛﾎﾞｳﾙ

5/21(土)～29(日) 第49回全国自治体職員ｻｯｶｰ選手権大会　四国地区予選会 ｻｯｶｰ競技 徳島

5/27(金)～29(日) 令和4年度四国大学総合体育大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:北島北公園体

5/28(土)･29(日) 第39回全日本少年軟式野球四国大会 軟式野球競技 愛媛

大　　　　　　　会　　　　　　　名

4/23(土)･24(日)

5/1(日)

5/7(土)･8(日)

5/14(土)

4/9(土)～10月

5/14(土)･15(日)

5/21(土)･22(日)

5/15(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

5/29(日) 第47回四国ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 高知

5/31(火)～6/3(金) 四国ｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技 ｺﾞﾙﾌ競技 香川:坂出CC

5月 国体四国予選会 綱引競技 香川:綾川町総合運動公園体

5月～ U-13四国ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　2022ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾘｰｸﾞ　ﾘｰｸﾞ戦 ｻｯｶｰ競技 四国各県

6/1(水) 第34回四国地域桑名杯大会 ﾃﾆｽ競技 愛媛:松山中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

6/11(土) 令和4年度四国高等学校選手権大会 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ) 広島:中央森林公園

令和4年度四国高等学校選手権大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 調整中

ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ･ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ四国選手権大会　兼
国体県予選会(ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ･ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ)

ｶﾇｰ競技 高知:本山町寺下ｶﾇｰ場

6/11(土)～19(日) 第73回四国地区大学総合体育大会(四国ｲﾝｶﾚ)(男子) ｻｯｶｰ競技 徳島

四国ｼｬﾄﾙ大会 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技 愛媛:鬼北町日吉地区ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022(ｻｯｶｰ競技会)　四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ｻｯｶｰ競技 愛媛

6/17(金)･18(土) 令和4年度四国高等学校選手権大会 山岳競技 徳島

第73回四国大学総合体育大会(四国ｲﾝｶﾚ)(ﾌｯﾄｻﾙ競技) ｻｯｶｰ競技 徳島

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:伊予

体操競技
新体操競技(男子)

愛媛:県総体

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知県民体

卓球競技 愛媛:県総体

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高知:高知県立青少年ｾﾝﾀｰ

ﾃﾆｽ競技 高知:春野運動公園ﾃﾆｽ場

6/18(土) 四国小学生ｺﾞﾙﾌ大会 ｺﾞﾙﾌ競技 愛媛:新居浜CC

中国四国学生水泳選手権大会 競泳競技 香川:県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

令和4年度四国高等学校選手権大会
四国UJ(王座)選手権大会

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 高知:南国市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

ﾎｯｹｰ競技 徳島:阿南光高等学校人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

新体操競技
(女子)

愛媛:松山市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭ-

ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 徳島:穴吹高

ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 香川:高松市ﾖｯﾄ競技場

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 徳島:徳島

自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 香川:高松競輪場

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛媛

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 香川:高松市牟礼総体

柔道競技 高知:県立武道館

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知

ｶﾇｰ競技 愛媛:大洲市鹿野川ﾀﾞﾑ湖ｶﾇｰ競技場

ｱｰﾁｪﾘｰ競技 香川:三木町農村運動広場

空手道競技 調整中

なぎなた競技 徳島:鳴門高

少林寺拳法競技 高知:春野運動公園体

令和4年度四国高等学校選手権大会

6/11(土)･12(日)

6/12(日)

6/17(金)～19(日)

6/18(土)･19(日)

令和4年度四国高等学校選手権大会



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

弓道競技 高知

ﾎﾞｰﾄ競技 愛媛:玉川湖ﾎﾞｰﾄｺｰｽ

ｻｯｶｰ競技
(女子)

徳島

剣道競技 高松:香川総体

6/18(土)･20(月) 令和4年度四国高等学校選手権大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:高松市東部運動公園　他

陸上競技 徳島:ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

ｻｯｶｰ競技
(男子)

徳島

中四国ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ大会 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技 高知:青少年ｾﾝﾀｰ

令和4年度四国高等学校選手権大会 相撲競技 県営相撲場

6/22(水) 四国女子ｼﾆｱｺﾞﾙﾌ大会 ｺﾞﾙﾌ競技 高知:土佐山田GC

6/24(金)～26(日)または
7/1(金)～3日(日)

四国大学総体(ｲﾝｶﾚ) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技
徳島:とくぎんﾄﾓﾆｱﾘｰﾅ
またはｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

6/25(土) 中四国医系学生水泳競技大会 競泳競技 香川:県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第36回四国ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会 新体操競技(女子) 徳島:ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰ体

第44回ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会　兼
第44回ｽﾎﾟｰﾂ少年団交流大会四国予選

軟式野球競技 高知

6/25(土)～7/16(土)
2022四国大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ　兼
第46回総理大臣杯　全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ　四国地区予選

ｻｯｶｰ競技 四国各県

第68回全日本総合男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会四国予選会
第74回全日本総合女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会四国予選会

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 なぎなた競技 高知

第72回四国地区大学総合体育大会剣道競技の部 剣道競技 徳島

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 馬術競技 高知:調整中

第59回四国地区高等専門学校体育大会(ｻｯｶｰ競技)　兼
第55回全国高等学校専門学校ｻｯｶｰ選手権大会　四国大会

ｻｯｶｰ競技 徳島

第66回髙松宮賜杯軟式野球(1部)四国大会 軟式野球競技 愛媛:西条市

第66回髙松宮賜杯(2部)軟式野球四国大会 軟式野球競技 香川:ﾚｸｻﾞﾑｽﾀｼﾞｱﾑ

第15回四国小学生県対抗ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 香川:牟礼総体

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 徳島

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 新体操競技(女子) 高知:南国市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第59回四国高等専門学校体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:善通寺市民体　他

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全日本男女ｼﾞｭﾆｱ
柔道体重別選手権大会四国地区予選会

柔道競技 愛媛:県武道館

第29回四国女子ｽﾛｰﾋﾟｯﾁ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:坂出市総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

ｶﾇｰ競技
(ｽﾗﾛｰﾑ･ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ)

高知:本山町地家ｶﾇｰ場

空手道競技(形) 高知:調整中(S)

第45回四国ﾎｯｹｰ競技社会人選手権大会 ﾎｯｹｰ競技 香川:三菱ｹﾐｶﾙ香川人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

中四国小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 調整中

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会　兼　第63回四国一般体操競技選手権大会 体操競技 高知:青少年ｾﾝﾀｰ

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ｶﾇｰ競技(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 高知:須崎市浦ノ内湾ｶﾇｰ競技場

第34回四国ｸﾗﾌﾞ6･9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男女選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知

第52回四国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技 高知:青少年ｾﾝﾀｰ

7/3(日)

6/18(土)･19(日) 令和4年度四国高等学校選手権大会

7/10(日)

6/18(土)～20(月) 令和4年度四国高等学校選手権大会

7/1(金)～3(日)

第73回四国大学総合体育大会

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会

7/9(土)･10(日)

6/19(日)

6/26(日)

6/25(土)･26(日)

7/2(土)

7/2(土)･3(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

7/10(日) JFA　第9回全日本U-18ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 徳島

第59回四国高専体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知:南国

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 高知:ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ

令和4年度第73回四国高等学校選手権大会　兼
令和4年度全国高等学校総合体育大会四国地区予選会

競泳競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

第30回四国小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:丸亀市総合ﾃﾆｽｺｰﾄ

第59回四国高等専門学校体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 香川:善通寺市民体(MS)

7/16(土)～18(月) 四国ｼﾞｭﾆｱﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度第73回四国高等学校選手権大会　兼
令和4年度全国高等学校総合体育大会四国地区予選会

飛込競技 高知:春野総合運動公園水泳場

2022日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ軟式野球競技四国大会 軟式野球競技 愛媛:今治

全日本ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会四国ﾌﾞﾛｯｸ予選会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 香川:高松市牟礼総体

弓道競技 高知

ﾎﾞｰﾄ競技 愛媛:玉川湖ﾎﾞｰﾄｺｰｽ

令和4年度第73回四国高等学校選手権大会　兼
令和4年度全国高等学校総合体育大会四国地区予選会

水球競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会　水球競技四国予選 水球競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

四国高等学校ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
愛媛:伊予

第12回四国地区中学生空手道選手権大会 空手道競技 香川:高松市香川総体

第9回四国地区少年少女空手道選手権大会 空手道競技 香川:高松市香川総体

7/20(水)･21(木) 四国ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権競技 ｺﾞﾙﾌ競技 愛媛:北条CC

第9回四国中学生ﾎｯｹｰ選手権大会 ﾎｯｹｰ競技 愛媛:松前町国体記念ﾎｯｹｰ公園

第17回全四国弓道大会 弓道競技 香川:三豊市弓道場

第18回四国中学生弓道大会 弓道競技 高知

7/26(火)･27(水) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会(少年男子) ｺﾞﾙﾌ競技 高知:Kochi黒潮CC

陸上競技 香川:屋島ﾚｸｻﾞﾑﾌｨｰﾙﾄﾞ

体操競技
新体操競技(男子)

香川:調整中

第92回坦石杯近県ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:仁尾公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 軟式野球競技 高知

第14回ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:丸亀土器川公園

第44回全日本中学校男女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会四国予選会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島

第49回全国高等専門学校選手権大会四国予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 調整中

四国地区大学総合体育大会合気道演武大会 合気道競技 調整中

第18回全日本大学ﾌｯﾄｻﾙ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 徳島

7月上旬 OHK2022ｽﾎﾟｰﾂ岡山　小中学生F競技会 ｽｹｰﾄ競技(F) 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷ｱｲｽｱﾘｰﾅ

8/1(月)～3(水) 第60回四国中学校総合体育大会 ｻｯｶｰ競技 高知

8/3(水) 四国中学校総合体育大会 剣道競技 観音寺:市総体

8/4(木) 四国ｸﾗﾌﾞ対抗ｺﾞﾙﾌ決勝競技 ｺﾞﾙﾌ競技 香川:志度CC

8/5(金)･6(土) 令和4年度四国中学校総合体育大会 新体操競技(女子) 高知:南国市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

水球競技 高知:春野総合運動公園水泳場

ﾃﾆｽ競技 高知:春野運動公園

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会

7/17(日)

7/18(月)

7/24(日)

7/30(土)･31(日)

令和4年度四国中学校総合体育大会

8/6(土)･7(日)

7月

7/15(金)～17(日)

7/16(土)･17(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:四国中央

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:松茂町総体

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知県民体

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛媛

柔道競技 高知:県立武道館

ﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第58回全国社会人ｻｯｶｰ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 徳島

8/7(日) 令和4年度四国中学校総合体育大会 競泳競技 愛媛:ｱｸｱﾊﾟﾚｯﾄまつやま

卓球競技 徳島:ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高知:南国市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

8/11(木) 令和4年度四国中学校総合体育大会 相撲競技 徳島

8/13(土) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 高知

第21回四国小学生体操競技選手権大会 体操競技 徳島:ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰ体

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高知:南国市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

8/19(金)･21(日) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高知:春野総合運動公園球技場

8/19(金)～21(日) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾎｯｹｰ競技 高知:土佐山田ｽﾀｼﾞｱﾑ 他

8/20(土) 令和4年度四国ﾏｽﾀｰｽﾞ 陸上競技 高知:春野総合運動公園陸上競技場

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高知:春野総合運動公園

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 香川:多度津高

ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高知:春野

ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高知:春野総合運動公園

柔道競技 高知:県立武道館

剣道競技 高知

8/22(月) 四国教職員剣道大会 剣道競技 高知

8/22(月)･23(火) 第18回夏季四国高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会団体 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 高知

8/26(金)～28(日) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知県民体

第13回日本実業団ﾘｰｸﾞ四国予選会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛媛

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 愛媛

第5回全日本ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴｲｼﾞｶｯﾌﾟｱｰﾁｪﾘｰ大会四国大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 香川:高松東高池戸G

第70回四国陸上競技選手権大会 陸上競技 香川:Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

第51回四国学童選手権水泳競技大会 競泳競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

第1回U18四国ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭ-

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 高知:岡豊高

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知

卓球競技 愛媛:県総体

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技(成年･少年) 高知:高知

第71回四国四県対抗相撲選手権大会
第40回四国小学生相撲選手権大会

相撲競技 高知

四国ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 愛媛

8/27(土)

令和4年度四国中学校総合体育大会

8/6(土)･7(日)

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会

令和4年度四国中学校総合体育大会8/8(月)･9(火)

8/13(土)･14(日)

8/20(土)･21(日) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会

8/27(土)･28(日)

8/21(日)

8/28(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

四国選手権 ｸﾚｰ射撃競技 愛媛:松山総合ｸﾚｰ射撃場

第33回四国ﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ親善交流大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 愛媛:新居浜市立体

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ競技 調整中

第11回ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ四国ｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ大会 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ競技 調整中

第61回飯塚ｱｲｽﾊﾟﾚｽ杯争奪大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 福岡:飯塚ｱｲｽﾊﾟﾚｽ

ｻﾏｰｶｯﾌﾟ2022Fｽｹｰﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 滋賀:県立ｱｲｽｱﾘｰﾅ

第49回西日本中小学生Fｽｹｰﾄ大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 京都:木下ｱｶﾃﾞﾐｰ京都ｱﾘｰﾅ

8月中旬 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 銃剣道競技 高知:調整中

9/1(木)･2(金) 四国Mｼﾆｱ･Gｼﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権競技 ｺﾞﾙﾌ競技 高知:土佐CC

9/3(土) 第36回全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ四国予選 ﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第92回全日本選手権大会四国予選会 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 愛媛:松山工業高

第42回四国地区ﾀｰｹﾞｯﾄｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 香川:三木町農村運動広場

天皇杯･皇后杯全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会四国ﾌﾞﾛｯｸﾗｳﾝﾄﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島

第43回四国地区空手道選手権大会 空手道競技 香川:高松市総体

第29回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 県総合運動公園

9/4(日)･10(土)･11(日) 皇后杯　JFA　第44回全日本女子ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技
高松:東部運動公園
県総合運動公園

9/10(土) 岡山･香川二県対抗剣道大会 剣道競技 善通寺:市民体

第5回全日本社会人O-40/O-50バスケットボール選手権大会四国ﾌﾞﾛｯｸ予選 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:今治市営中央体

第42回四国学童軟式野球大会 軟式野球競技 徳島

SKFA2022ﾌｼﾞﾊﾟﾝCUP　第5回四国U-12ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 徳島

第7回四国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰいそじ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 愛媛

第72回暁星杯近県ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:観音寺市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

9/14(水)･15(木) 四国ｼﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権競技 ｺﾞﾙﾌ競技 愛媛:ｻﾝｾｯﾄﾋﾙｽﾞCC

9/24(土)･25(日) 第14回四国高校新人交流大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

第15回全日本ﾕｰｽ(U15)水球競技選手権大会(桃太郎ｶｯﾌﾟ)四国ﾌﾞﾛｯｸ予選会 水球競技 高知:春野総合運動公園水泳場

第7回四国ﾌﾞﾛｯｸﾍﾟﾀﾝｸ交流大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 高知:高知

9月 日本ﾄﾘﾑPresents　第14回全国女子選抜ﾌｯﾄｻﾙ大会　四国地区予選 ｻｯｶｰ競技 愛媛

9月上旬 第25回中国四国ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰ交流競技大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

9月下旬～10月下旬 第25回四国大学ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾂｱｰ愛媛大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:松山

第40回四国大学秋季女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:坂出市総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

全日本ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権四国ﾌﾞﾛｯｸ予選会 新体操競技(女子) 観音寺:市総体

第31回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ四国予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 香川:高松市香川総体

第40回四国大学秋季男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:坂出市総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

令和4年度第27回四国総合ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 香川:坂出市体(MS)

10/2(日) 第37回四国石鎚旗争奪実年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛

10/5(水) 第40回四国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ大会 ﾃﾆｽ競技 愛媛:松山中央公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

10/8(土) 第31回四国小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 愛媛:愛媛県総合運動公園体育館

8月上旬

10/1(土)･2(日)

9/25(日)

10/1(土)

8月

8/28(日)

9/3(土)･4(日)

9/11(日)

9/4(日)

9/10(土)･11(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

10/8(土)･9(日) 第11回あやがわCUP小中学生ﾎｯｹｰ交流大会 ﾎｯｹｰ競技 香川:綾川町ふれあい運動公園人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第24回四国高等学校新人体育大会 陸上競技 徳島:ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

第74回全日本大学選手権四国予選会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:各大学体育館

第69回四国卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄ以下の部) 卓球競技 愛媛:県総体

10/15(土)･16(日)･29(土) JFA　第26回全日本U-18女子ｻｯｶｰ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 愛媛

10/15(土)～11/6(日) 第31回全日本高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

日本選手権四国ﾌﾞﾛｯｸ予選 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

第20回四国ﾊｲｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:坂出市総社ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

10/19(水)･20(木) 四国ﾐｯﾄﾞｱﾏﾁｭｱｺﾞﾙﾌ選手権競技 ｺﾞﾙﾌ競技 徳島:ﾚｵﾏ高原GC

10/21(金)･22(土)
10/29(土)･30(日)

第58回四国大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知

第37回四国小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 徳島

第37回吉野川杯四国ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島

令和4年度四国高等学校新人体育大会 ｶﾇｰ競技 香川:府中湖ｶﾇｰ競技場

10/22(土)～11/6(日) 2022四国大学ｻｯｶｰ新人戦　兼　第6回全日本大学ｻｯｶｰ新人戦　四国地区予選 ｻｯｶｰ競技 香川

第25回四国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙことぶき大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川:丸亀

第20回四国一般男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 高知

第3回四国ﾌﾞﾛｯｸ武術太極拳競技大会･交流大会 武術太極拳競技 愛媛:西条市総体

ねんりんﾋﾟｯｸ愛媛ﾘﾊｰｻﾙ大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 愛媛:砥部町ゆとり公園体

10/26(水) 第27回四国ﾌﾞﾛｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ交歓大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 徳島:入田球技場

10/27(木) 四国ｱﾝﾀﾞｰﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｺﾞﾙﾌ大会 ｺﾞﾙﾌ競技 愛媛:ﾀｶｶﾞﾜ新伊予GC

10/29(土) 中･四国学生合気道演武大会 合気道競技 調整中

10/29(土)･30(日) 令和4年度全国高校選抜ﾎﾞｰﾄ競技大会四国予選会 ﾎﾞｰﾄ競技 愛媛:玉川湖ﾎﾞｰﾄｺｰｽ

四国小学生選手権 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体　他

第27回四国壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:丸亀

第4回四国総合男子選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島

10月～11月 第2回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ女子ｻｯｶ-ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ(U-18)　四国大会 ｻｯｶｰ競技 愛媛

10月中旬 第23回中四国STｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷ｱｲｽｱﾘｰﾅ

10月下旬 第27回全国ｼﾞｭﾆｱ･ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会四国地区予選 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

11/3(木)･5(土)･6(日) 高円宮杯　JFA　第34回全日本U-15ｻｯｶｰ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 香川･愛媛･徳島

11/5(土) 第31回全日本大学女子ｻｯｶｰ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 徳島

11/5(土)～13(日) JFA　第27回全日本U-15女子ｻｯｶｰ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 香川

第15回四国ｼﾞｭﾆｱ秋季大会 水球競技 高知:春野総合運動公園水泳場

第19回四国ｼﾆｱ軟式野球四国大会 軟式野球競技 香川:県営第2野球場

第4回四国ﾌﾞﾛｯｸ武術太極拳ジュニア交流大会 武術太極拳競技 香川:高松市香川総体

第31回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ選手選考会 武術太極拳競技 香川:高松市香川総体

第29回四国ﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ選手権大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰ体

11/12(土)･13(日) 令和4年度四国高等学校選抜大会 ﾎｯｹｰ競技 愛媛:松前町国体記念ﾎｯｹｰ公園

11/13(日) 第34回四国ﾏｽﾀｰｽﾞ軟式野球大会 軟式野球競技 香川:県営第2野球場

10/22(土)･23(日)

10/30(日)

10/23(日)

11/6(日)

10/15(土)･16(日)

10/16(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第21回四国ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 高知

第50回四国勤労者弓道選手権大会 弓道競技 香川:三豊市弓道場

11/17(木) 四国女子ｲﾝﾀｰｸﾗﾌﾞ親善競技 ｺﾞﾙﾌ競技 徳島:四国CC

11/18(金)～20(日) 令和4年度四国高等学校選抜大会 ﾃﾆｽ競技 高知:春野総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

11/19(土) 第50回四国王座決定戦 軟式野球競技 高知

第69回一般男子四国駅伝競走大会　兼　第27回一般女子四国駅伝競走大会
第66回高校男子四国駅伝競走大会　兼　第33回高校女子四国駅伝競走大会

陸上競技 高知

第28回四国中学校新人男子･女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:丸亀土器川公園

11/20(日) 第20回四国高等学校弓道新人大会 弓道競技 高知

第21回ﾙｰｾﾝﾄｶｯﾌﾟ四国ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第69回東四国弓道選手権大会 弓道競技 香川:三豊市弓道場

11/26(土) 高円宮杯　JFA　U-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　2022四国ｸﾛｰﾊﾞｰﾘｰｸﾞ　入替戦 ｻｯｶｰ競技 高知

11/26(土)･27(日) 第26回四国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会 卓球競技 香川:坂出市立体

11/27(日) 第16回ｼﾆｱ四国ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｶｯﾌﾟ ｻｯｶｰ競技 愛媛

11月上旬 第34回OHK杯Fｽｹｰﾄ大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 香川:ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

第55回四国自転車競技選手権大会 自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 香川:高松競輪場

第33回四国ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

12/3(土) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 香川:ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

かつおｶｯﾌﾟ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ　他

四国四県対抗ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾄｰﾅﾒﾝﾄ四国決勝大会 ﾃﾆｽ競技 高知

JFA　U-12ｶﾞｰﾙｽﾞｹﾞｰﾑ2022四国 ｻｯｶｰ競技 高知

12/4(日) JFA　第34回全日本O-30女子ｻｯｶｰ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

第4回全日本社会人選手権大会四国ﾌﾞﾛｯｸ予選 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:県総合運動公園

四国女子学童交流大会 軟式野球競技 高知

JFA　第28回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 徳島

第46回四国ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　ﾁｬﾚﾝｼﾞﾁｰﾑ代表決定戦 ｻｯｶｰ競技 徳島

高円宮杯　JFA　U-18ｻｯｶｰﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ　2022　四国　参入戦 ｻｯｶｰ競技 調整中

第34回四国ﾌﾞﾛｯｸﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会 卓球競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

第51回中国四国銃剣道選手権大会 銃剣道競技(成年･少年) 広島:海田市駐屯地

12/17(土)･18(日) 令和4年度四国高等学校新人体育大会 柔道競技 愛媛:県武道館

JFA　U-15女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2022四国参入戦 ｻｯｶｰ競技 調整中

2022四国女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　参入戦 ｻｯｶｰ競技 調整中

12/18(日) 令和4年度四国中学校新人体育大会 ﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

12/24(土)･25(日)
令和4年度四国高等学校新人体育大会
四国UJ(全日本)選手権大会

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 香川:高松工芸高

12/26(月)～28(水) 第13回男子西日本･女子全日本高専ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体　他

12/27(火)･28(水) 令和4年度四国高等学校ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 愛媛:松山市総合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

第42回全国高等学校空手道選抜大会四国地区予選 空手道競技 調整中

第52四国ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ選手権大会　兼
特別国体冬季大会香川県･愛媛県予選会

ｽｹｰﾄ競技(S) 香川:ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

12月下旬

11/13(日)

11/23(水)

11月下旬

12/11(日)

12/3(土)･4(日)

12/10(土)･11(日)

12/17(土)～25(日)

11/19(土)･20(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

1/7(土)･8(日) 四国SC新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 競泳競技 愛媛:ｱｸｱﾊﾟﾚｯﾄまつやま

1/9(月) U-15四国ｸﾗﾌﾞ選手権大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

1/14(土) 第47回高校選抜ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選手権大会四国地区予選会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 香川:とらまる体

全国高等学校選抜四国地区予選会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 香川:多度津高

第23回四国高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 愛媛:新居浜

全日本高等学校選抜大会四国予選(団体) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 徳島

第51回全国高校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会四国予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 愛媛:愛媛県総合運動公園体育館

1/15(日) 第13回四国地区高校ｵｰﾌﾟﾝｲﾝﾄﾞｱ･ｱｰﾁｪﾘｰ大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 香川:観音寺一高

1/21(土) 第11回四国小学生ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:善通寺市民体

高松市協会長杯近県小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 香川:高松市香川総体　他

全日本高等学校選抜大会四国予選(個人) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:丸亀市民体

第30回四国地区ｲﾝﾄﾞｱｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高知:高知県立障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

1/22(日)または29(日) 第45回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会水球競技四国予選(ABC) 水球競技 高知:春野総合運動公園水泳場

1/22(日)･29(日) 第46回四国ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　入替戦 ｻｯｶｰ競技 四国各県

1/28(土)･29(日) 第58回四国実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 愛媛:愛媛県総合運動公園体育館

1/29(日) JFA　第19回全日本女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

1月中旬 第17回全国小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権大会四国予選 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

2/3(金)～5(日) 第46回全国高等学校ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選抜大会四国予選会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

2/4(土)･5(日) 第23回四国高等学校剣道新人体育大会 剣道競技 徳島

全日本ｼﾞｭﾆｱU17水球選手権大会　四国ﾌﾞﾛｯｸ予選会 水球競技 香川:県総合水泳ﾌﾟｰﾙ

第50回全国高等学校選抜卓球大会四国地区予選会 卓球競技 香川:坂出市立体

第58回阿讃高等学校弓道大会 弓道競技 徳島:鳴門

2022四国女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ入替戦 ｻｯｶｰ競技 香川

JFA　U-15女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2022四国入替戦 ｻｯｶｰ競技 香川

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:県総合運動公園

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 県営ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

第69回四国卓球選手権大会(一般･ｼﾞｭﾆｱの部) 卓球競技 愛媛:県総体

2/11(土)～19(日) 第25回四国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ新人大会(U-15) ｻｯｶｰ競技
徳島
愛媛

2/12(日) 令和4年度四国中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 香川:坂出市体

2/13(月)～21(火) 第11回四国ｵｰﾌﾟﾝﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権大会 ﾃﾆｽ競技 徳島:大神子ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

2/18(土)･19(日) 第18回四国称号者錬成･講習会 弓道競技 香川:三豊市弓道場

第44回四国ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体

ｵﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:今治市営中央体

第27回四国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知

第18回四国ｱｲﾗﾝﾄﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 高知:高知市総体

U-13四国ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　2022ｻｻﾞﾝｸﾛｽﾘｰｸﾞ参入戦 ｻｯｶｰ競技 徳島

2月中旬 第12回広島ｵｰﾌﾟﾝｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技会 ｽｹｰﾄ競技(S) 広島:ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

2月下旬 第34回四国ｽﾗﾛｰﾑ選手権大会･第62回四国ｽｷｰ競技大会 ｽｷｰ競技 鳥取:だいせんﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ

2/25(土)･26(日)

1/14(土)･15(日)

2/11(土)･12(日)

1/21(土)･22(日)

令和4年度四国高等学校新人体育大会

2/5(日)

2/26(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

3/4(土) 第56回四国ｱｲｽﾎｯｹｰ選手権大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 香川:ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

3/4(土)･5(日) 小学生近県交流大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:鳴門ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

第21回四国中学校選抜卓球大会 卓球競技 高知:県立県民体

四国4県対抗柔道大会
四国柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会四国地区予選会
四国女子柔道選手権大会　兼　全日本女子柔道選手権大会四国地区予選会

柔道競技 徳島

東四国射撃大会兼四国冬季片手撃ち大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 高松:国分寺

3/11(土) 第9回四国小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ新人大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 香川:丸亀市民体

第35回中学校近県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体　他

第20回　JFA　四国ｶﾞｰﾙｽﾞ･ｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 愛媛

第29回四国高等学校新人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知

令和4年度四国中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選抜優勝大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

近県小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高松:香川総体　他

四国錬成剣道大会 剣道競技 高松:牟礼総体

3/26(土)～10/8(土) 高円宮杯　JFA　U-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　2022四国ｸﾛｰﾊﾞｰﾘｰｸﾞ　ﾘｰｸﾞ戦 ｻｯｶｰ競技 四国各県

令和4年度四国高専ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川:高松

第5回四国ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 徳島

第52回四国馬術大会 馬術競技 香川:調整中

第50回中四国ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷ｱｲｽｱﾘｰﾅ

第43回中四国Fｽｹｰﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 広島:ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

JFA　第21回全日本O-50ｻｯｶｰ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

JFA　第22回全日本O-60ｻｯｶｰ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

JFA　第16回全日本O-70ｻｯｶｰ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

第38回全国選抜ﾌｯﾄｻﾙ大会　四国地区予選 ｻｯｶｰ競技 高知

JFA　第10回全日本O-40ｻｯｶｰ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

SuperSports　XEBIO　第19回　四国ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ　2022　ﾘｰｸﾞ戦 ｻｯｶｰ競技 四国各県

第6回　四国女子ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ　2022 ｻｯｶｰ競技 四国各県

Abeam　Systems　presents　第6回四国大学ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 四国各県

EXILE　CUP　2022 ｻｯｶｰ競技 高知

JFA　第16回全日本ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 徳島

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会(成年男子) ｻｯｶｰ競技 高知

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会(少年男子) ｻｯｶｰ競技 高知

第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会(女子) ｻｯｶｰ競技 高知

2022四国大学ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　兼　第71回全日本大学ｻｯｶｰ選手権大会　入替戦 ｻｯｶｰ競技 調整中

JFA　第13回全日本U-15女子ﾌｯﾄｻﾙ大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

JFA　第28回全日本U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　四国大会 ｻｯｶｰ競技 高知

SuperSports　XEBIO　第19回四国ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022ﾁｬﾚﾝｼﾞﾁｰﾑ決定戦 ｻｯｶｰ競技 愛媛

SuperSports　XEBIO　第19回四国ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022　入替戦 ｻｯｶｰ競技 高知

高円宮杯　JFA　U-18ｻｯｶｰﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ　2022四国ﾘｰｸﾞ戦 ｻｯｶｰ競技 四国各県

四国ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 調整中

調整中

3月上旬

3月下旬

3/5(日)

3/18(土)･19(日)

3/11(土)･12(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第4回U-12四国ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

第5回Beach　Soccer地域女子ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ ｻｯｶｰ競技 調整中

第5回U15ｸﾗﾌﾞ･Bﾕｰｽﾘ-ｸﾞ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛,徳島,高知

第42回関西中学生ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会四国地区予選 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第73回四国地区大学総合体育大会ﾗｸﾞﾋﾞｰ競技 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第37回四国地域GB選手権大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川

第30回四国ｵ-ﾌﾟﾝGB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:塩江ﾎﾀﾙと文化の里運動公園

第21回四国地域社会人GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

国体県予選会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第3回四国四県対抗戦 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 徳島

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｷｬﾗﾊﾞﾝ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 調整中

調整中


