
開催期日 会　　　　　　場

3/19(土)～10/16(日) 2022ﾌﾟﾚﾅｽなでしこﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 出場ﾁｰﾑﾎｰﾑｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

3/31(木)～4/3(日) 第48回西日本小･中学生大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 大阪:大阪ﾌﾟｰﾙ

4/2(土)･3(日) 全日本選抜体重別選手権大会 柔道競技 福岡:福岡国際ｾﾝﾀｰ

4/6(水)～10(日) 大阪ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ2022 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 大阪:堺

JOC杯ｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 東京:駒沢体

第30回OHK杯小学生(U10)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

4/16(土)･17(日) 第26回岡山市長杯女子選手権 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷

第37回皇后杯全日本女子柔道選手権大会 柔道競技 神奈川:横浜文化体

第20回全日本選抜剣道八段優勝大会 剣道競技 愛知:名古屋

4/20(水)～24(日) 令和4年度日本ﾘｰｸﾞﾋﾞｯｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ 卓球競技 福島:南相馬市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

4/23(土) 第26回中学生ﾍﾙｽﾋﾟｱ杯 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷

JOC杯全日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 神奈川:横浜武

高松市長杯近県ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 香川:高松市牟礼総体

第30回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会 武術太極拳競技 神奈川:神奈川県立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

2022ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ　第1戦 ｶﾇｰ競技 新潟:五十嵐川特設ｶﾇｰ競技場

第66回全日本銃剣道優勝大会 銃剣道競技 東京:日本武道館

4/28(木) 全国柔道高段者柔道大会 柔道競技 東京:講道館

4/28(木)～5/1(日) 第82回全日本ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 愛媛:新居浜

第4回瀬戸内ｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第60回若水杯 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:高松市亀水ﾃﾆｽｺｰﾄ　他

全日本柔道選手権大会 柔道競技 東京:講道館

第70回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 剣道競技 大阪

第41回瀬戸内都市対抗軟式野球大会(岡山･福山･香川) 軟式野球競技 広島:福山

2022ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ　兼　2022年度ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ日本代表選手選考会 ｶﾇｰ競技 富山:井田川ｶﾇｰ競技場

4/30(土)～5/3(火) 第12回豊橋ｶｯﾌﾟ小学生大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 愛知:ｱｸｱﾘｰﾅ豊橋

4月～9月 第47回社会人ﾎｯｹｰﾘｰｸﾞ 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

4月～12月 高円宮杯　JFA　U-18ｻｯｶｰﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 出場ﾁｰﾑﾎｰﾑｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

5/1(日) 第43回四国ﾀﾞﾝｽ競技香川大会　併催ｼﾞｭﾆｱ競技会 ﾎﾞｰﾙﾙｰﾑﾀﾞﾝｽ競技 香川:高松市総体(S)

第98回日本選手権水泳競技大会 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 東京:東京辰巳国際水泳場

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ2022 ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 和歌山:和歌山ｾｰﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

5/1(日)～5(木) 中四国学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会春季ﾘｰｸﾞ戦 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 広島:広島経済大学石田記念体

5/2(月)･3(火) 第73回全日本弓道大会 弓道競技 京都

春季ﾗｲﾌﾙ&ﾋﾟｽﾄﾙ射撃競技･広島大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 広島:安芸太田

第118回全日本剣道演武大会 剣道競技 京都

5/2(月)～10(火) 2022世界ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 ｷﾞﾘｼｬ

第36回暁星杯近県高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 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

全国少年柔道大会 柔道競技 東京:講道館

5/7(土)･8(日) 全日本選抜ﾗｲﾌﾙ射撃競技大会(50mﾗｲﾌﾙ) ﾗｲﾌﾙ射撃競技 熊本:上益城郡

5/1(日)～3(火)

5/5(木)

大　　　　　　　会　　　　　　　名

4/9(土)･10(日)

4/23(土)･24(日)

4/24(日)

4/17(日)

4/29(金)

5/2(月)～5(木)

4/30(土)･5/1(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第51回全日本ﾌｨｰﾙﾄﾞ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 滋賀:米原市ｸﾞﾗﾝｽﾉｰ奥伊吹特設ｺｰｽ

NHK杯第55回全日本選抜選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 埼玉:新狭山ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

5/13(金)～16(月) 第44回西日本軟式野球大会(1部) 軟式野球競技 山口

第29回全日本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 埼玉

ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021関西開催記念大会
令和4年度全日本ｶﾇｰﾏﾗｿﾝ選手権大会　兼
2022ICF世界ｶﾇｰﾏﾗｿﾝ選手権大会選考会
SUP 2022ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ･ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄWMG記念関西ｵｰﾌﾟﾝ　兼
ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾊﾟﾄﾞﾙﾎﾞｰﾄ海外派遣選考会
第10回全日本学生ｶﾇｰ長距離選手権大会

ｶﾇｰ競技 京都:久美浜湾ｶﾇｰ競技場

2022ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第2戦
2022ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第2戦

ｶﾇｰ競技 岡山:旭川特設ｶﾇｰ競技場

第20回中四国関西高校新人大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷

5/15(日)
第69回中四国学生剣道選手権大会
第54回中四国女子学生剣道選手権大会

剣道競技 愛媛

5/18(水)･19(木) 第16回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ交歓大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 滋賀

5/20(金)～22(日) 第46回中･四国馬術大会 馬術競技 岡山:蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ

5/21(土)･22(日) 第39回西日本壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 長崎:時津

5/21(土)～10/16(日) 天皇杯　JFA　第102回全日本ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 出場ﾁｰﾑﾎｰﾑｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

5/22(日) 第106回高等学校相撲金沢大会 相撲競技 石川:金沢市卯辰山相撲場

5/27(金)～29(日) 第48回全日本実業団産業別選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 三重:津ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

5/27(金)～30(月) 第5回全日本ｼﾆｱ軟式野大会 軟式野球競技 埼玉

5/28(土) 第59回全日本合気道演武大会 合気道競技 東京:日本武道館

全日本実業柔道団対抗大会 柔道競技 広島:広島ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ

第52回西日本射撃競技選手権大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 熊本:上益城郡

第63回都道府県対抗なぎなた大会 なぎなた競技 栃木:関東ﾎｰﾃｷにしかた体

第66回西日本学生剣道大会
第36回西日本女子学生剣道大会

剣道競技 福岡:久留米ｱﾘｰﾅ

5/28(土)～6/1(水) 2022年日本ﾗﾝｷﾝｸﾞｻｰｷｯﾄ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 埼玉:さいたま

5月 全国ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢ｵｰﾌﾟﾝ大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 大阪府:場所未定

5月中旬 第13回関西･一宮ｾﾌﾞﾝｽﾞ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 愛知:一宮市光明寺公園球技場

6/3(金)～5(日) 第34回ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝﾚﾃﾞｨｰｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 東京:平和島ｽﾀｰﾎﾞｳﾙ

6/4(土)･5(日) 第106回日本選手権･混成競技 陸上競技 秋田:秋田県営

第106回日本陸上競技選手権大会 陸上競技 大阪:ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居

第38回U20日本選手権 陸上競技 大阪:ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居

6/10(金)～13(月) 第44回西日本軟式野球大会(2部) 軟式野球競技 大分

令和4年度沼尻杯全国中学生選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 茨城:ｱﾀﾞｽﾄﾘｱみとｱﾘｰﾅ

第37回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ)
長野:木祖村
または群馬:CSC

第69全日本勤労者弓道選手権大会 弓道競技 東京:全弓連中央道場

OWSｵｰｼｬﾝｽﾞｶｯﾌﾟ2022  ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技 千葉:館山市北条海岸

第66回全国銃剣道能美大会 銃剣道競技 石川:寺井町民体

第59回西日本勤労者剣道大会 剣道競技 高知

6/15(水)～19(日) 第72回全日本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 大阪:大阪

第98回日本選手権水泳競技大会 競泳競技 東京:東京辰巳国際水泳場

明治杯全日本選抜選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 東京:駒沢体

5/14(土)･15(日)

5/13(金)～15(日)

6/9(木)～12(日)

6/11(土)･12(日)

6/16(木)～19(日)

5/28(土)･29(日)

6/12(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第15回全国社会人ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会(個人) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 富山:高岡

第55回全日本ｼﾆｱ選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 愛知:稲沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

夏季本部大会 ｸﾚｰ射撃競技 千葉:成田射撃場

第37回全国選抜GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 山梨

第3回全日本ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 福島

JFA　第22回全日本O-60ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 愛媛

JFA　第16回全日本O-70ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 愛媛

Fﾘｰｸﾞ2022/2023　Division1 ｻｯｶｰ競技 出場ﾁｰﾑﾎｰﾑｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

Fﾘｰｸﾞ2022/2023　Division2 ｻｯｶｰ競技 出場ﾁｰﾑﾎｰﾑｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

6/21(火)～25(土) 高松宮記念杯第10回全日本社会人選手権 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 福井:福井,永平寺

第51回ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 北海道

令和4年度日本ﾘｰｸﾞ(前期) 卓球競技 和歌山:和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ

6/23(木)～26(日)
全日本選手権　ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ　U-23,E
全日本選手権個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ･ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会
日本ﾊﾟﾗｻｲｸﾘﾝｸﾞ選手権･ﾛｰﾄﾞ大会

自転車競技(ﾛｰﾄﾞ) 広島:中央森林公園

令和4年度全国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会 卓球競技 香川:高松市総体

第58回西日本選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 滋賀:ﾗﾋﾟｭﾀﾎﾞｳﾙ彦根

6/25(土) 全日本選手権　ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ　ｼﾞｭﾆｱ,U17 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ) 京都:南丹市美山町

尽誠杯争奪中学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

令和4年度西日本ｼﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛知

全日本学生柔道優勝大会 柔道競技 調整中

2022ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第3戦
2022ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第3戦

ｶﾇｰ競技 青森:岩木川ｶﾇｰ競技場

第55回全日本社会人ﾀｰｹﾞｯﾄ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 東京:江東区夢の島公園

6/25(土)～27(月) JFA　第21回全日本O-50ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

6/26(日) 日本ｳﾙﾄﾗﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽ選手権 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 長崎:五島長崎

6/30(木)～7/3(日) 第72回全日本実業団卓球選手権大会 卓球競技 徳島:ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

6月 第37回香川県近県学生剣道定期大会 剣道競技 香川大

7/15(金)～25(月) 2022ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ･ﾕｰｽ選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ

7/2(土)
第56回全日本女子学生剣道選手権大会
第16回全日本女子学生剣道東西対抗試合

剣道競技 東京

全日本社会人選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 埼玉:富士見市総体

第42回全国ｸﾗﾌﾞ選手権大会(西地区大会) ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 長崎:長崎

第62回全日本学生選手権 自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 静岡:日本CSC

ｻﾝﾎﾟｰﾄ高松ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ2022 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 香川:高松ｻﾝﾎﾟｰﾄ

7/3(日)
第70回全日本学生剣道選手権大会
第69回全日本学生剣道東西対抗試合

剣道競技 東京

7/6(水)～10(日) 第92回全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) 卓球競技 愛知:ｽｶｲﾎｰﾙ豊田

7/8(金)～10(日) 第39回全日本武術太極拳選手権大会 武術太極拳競技 東京:東京体

令和4年度西日本ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 鹿児島

第11回東かがわ市長杯ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 香川:とらまる体

第30回わかしゃち国体記念青少年銃剣道大会 銃剣道競技 愛知:豊川市総体

第14回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 剣道競技 東京

6/25(土)･26(日)

6/22(水)～26(日)

6/24(金)～26(日)

6/18(土)･19(日)

6/17(金)～19(日)

7/10(日)

7/2(土)･3(日)

7/9(土)･10(日)

6/18(土)～20(月)

6/18(土)～2/5(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

7/15(金)～17(日) 夏季ﾗｲﾌﾙ＆ﾋﾟｽﾄﾙ射撃競技･広島大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 広島:安芸太田

7/16(土)･17(日) 第17回全日本小学生中学生大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 東京:江東区夢の島公園

第75回全日本9人制実業団男子選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 福岡:久留米　他

第74回全日本9人制実業団女子選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 福岡:久留米　他

ひわさうみがめﾄﾗｲｱｽﾛﾝ(2022)　兼　四国ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 徳島:美波

令和4年度全日本少年少女合気道錬成大会 合気道競技 東京:日本武道館

令和4年度全国中学生ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 茨城:高萩

2022JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ･ﾄﾗｯｸ　U-17,U-15
全日本選手権ﾄﾗｯｸﾏｽﾀｰｽﾞ

自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 長野:松本,美鈴湖自転車競技場

中国･四国･九州ﾌﾞﾛｯｸ本部大会 ｸﾚｰ射撃競技 岡山:県ｸﾚｰ射撃場

7/21(木)～24(日) 第40回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 北海道:札幌

7/22(金)～24(日) 令和4年度全国少年少女ｶﾇｰ大会 ｶﾇｰ競技 山梨:精進湖ｶﾇｰ競技場

7/22(金)～27(水) 第50回全国自治体職員ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 鹿児島

7/23(土) 第34回全国高校生銃剣道大会 銃剣道競技 宮城:岩沼市総体

全国夏季ﾋﾟｽﾄﾙ射撃競技大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 埼玉:長瀞

第30回全国中学生なぎなた大会 なぎなた競技 三重:ｻｵﾘｰﾅ

令和4年度全日本少年少女武道(剣道)錬成大会 剣道競技 東京

第43回全日本ｸﾗﾌﾞ男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 北海道:札幌　他

第62回全日本ｸﾗﾌﾞ女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 兵庫:たつの　他

第62回全日本実業団男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 青森:青森

7/23(土)～25(月) 第24回西日本小学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島

7/23(土)～28(木) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 徳島:吉野川　他

7/23(土)～30(土) 令和4年度全国高等学校総合体育大会
ｻｯｶｰ競技
(男子)

徳島

第33回全国都道府県中学生相撲選手権大会 相撲競技 大阪:堺市大浜公園相撲場

全国高等学校ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権大会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 栃木:那須塩原

7/24(日)～8/4(木) 第46回　日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-18)大会 ｻｯｶｰ競技 群馬　他

7/25(月)～27(水) 第46回全日本中学選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 京都:ｷｮｰｲﾁﾎﾞｳﾙ宇治

7/26(火)～28(木) 令和4年度第100回全国高等学校相撲選手権大会 相撲競技 高知:県立県民体

7/26(火)～30(土) 令和4年度全国高等学校総合体育大会
ｻｯｶｰ競技
(女子)

徳島

7/26(火)～31(日) ﾖﾈｯｸｽ秋田ﾏｽﾀｰｽﾞ大会2022 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 秋田:秋田

7/27(水)～31(日)
8/1(月)

令和4年度全国高等学校総合体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体　他

7/27(水)～8/2(火) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 高知:南国市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

7/27(水)～8/3(水) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ﾃﾆｽ競技 高知:春野運動公園ﾃﾆｽ場

7/28(木)･29(金) 第56回全国道場少年剣道大会 剣道競技 東京

第42回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ6人制女子選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 山形:山形

第39回全日本小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 秋田

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ令和4年度全国中学生ｶﾇｰ大会 ｶﾇｰ競技 石川:木場潟ｶﾇｰ競技場

7/28(木)～8/4(木) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛媛

7/29(金)～31(日) 全国少年少女選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 東京:代々木第一体

7/23(土)～25(月)

7/28(木)～31(日)

7/23(土)･24(日)

7/24(日)

7/16(土)～18(月)

7/17(日)

7/17(日)･18(月)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

令和4年度全日本卓球選手権大会(ﾎｰﾌﾟｽ以下の部) 卓球競技 兵庫:ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸

令和4年度全国高等学校総合体育大会 少林寺拳法競技 長野:県立武道館

令和4年度全国高等学校総合体育大会(女子) ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島　他

第38回若葉ｶｯﾌﾟ全国小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 京都:長岡京

7/29(金)～8/4(木) NPBｶﾞｰﾙｽﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ2022 軟式野球競技 石川

7/29(金)～8/8(月) 第91回全国高等学校卓球選手権大会 卓球競技 愛媛:宇和島市総体

7/30(土)･31(日) 第49回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会個人 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 長崎

7/30(土)～8/1(月) 第68回全日本教員ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 和歌山:紀の川

第36回全日本小学生女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 滋賀:草津

第36回全日本小学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 岡山:久米南　他

7/30(土)～8/3(水) 男子第85回･女子第64回全国高等学校ﾎｯｹｰ選手権大会 ﾎｯｹｰ競技 徳島:橘港中浦緑地公園ﾎｯｹｰ場 他

7/30(土)～8/4(木) 高松宮記念杯第73回全日本高校選手権大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:松山　他

7月 西日本UJ(王座)選手権大会 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 調整中

7月下旬 第9回全国高等学校7人制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 長野:ｻﾆｱﾊﾟｰｸ

8/1(月) 令和4年度全国高等学校定時制･通信制課程総合体育大会 剣道競技 東京

令和4年度全国高等学校定時制･通信制課程総合体育大会 陸上競技 東京:駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場

第46回全日本高校選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 調整中

8/1(月)～4(木) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 高知:県立県民体

8/1(月)～9(火) XF　CUP　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 群馬

8/2(火)～6(土) 令和4年度全国高等学校定時制･通信制課程総合体育大会(男子) ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 神奈川:平塚

8/3(水) 全日本少年武道(銃剣道)錬成大会 銃剣道競技 東京:日本武道館

8/3(水)～6(土) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ｶﾇｰ競技 香川:府中湖ｶﾇｰ競技場

陸上競技 徳島:ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄｽﾀｼﾞｱﾑ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技(男子) 香川:丸亀市民体　他

第53回全日本青年銃剣道大会 銃剣道競技 東京:日本武道館

第19回全国高等学校合気道演武大会 合気道競技 東京:東京武道館

第42回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ6人制男子選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 岡山:岡山

第35回全国小学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 京都:京田辺　他

第13回全国中学生ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｶｯﾌﾟ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 埼玉:さいたま

第44回ｽﾎﾟｰﾂ少年団軟式野球交流大会 軟式野球競技 奈良

自転車競技(ﾄﾗｯｸ･ﾛｰﾄﾞ) 香川:高松競輪場,綾川町

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技(女子) 高知:高知

JFA　第9回全日本U-18ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

8/4(木)～8(月) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 香川:高松市総体

8/5(金) 第30回全日本銃剣道選手権大会 銃剣道競技 東京:日本武道館

第98回日本選手権水泳競技大会 飛込競技 栃木:日環ｱﾘｰﾅ栃木

第67回全日本実業団ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 三重

JFA　ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ　第32回　全日本U-12ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 東京

令和4年度全国高等学校総合体育大会

7/29(金)～31(日)

7/29(金)～8/1(月)

7/30(土)～8/2(火)

8/1(月)～3(水)

8/3(水)～7(日) 令和4年度全国高等学校総合体育大会

8/4(木)～7(日)

8/4(木)

8/5(金)～7(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 愛媛:新居浜

剣道競技 高知

第30回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ大会(交流型･順位決定型･11人制) ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 愛知:豊田

8/5(金)～9(火) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 山岳競技 まんのう

2022ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第4戦
2022ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第4戦

ｶﾇｰ競技 岩手:奥州いわさｶﾇｰ競技場

2022ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第4戦
2022ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第4戦
令和4年度日本ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｭﾆｱ選手権大会
令和4年度日本ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｵｰﾀｰｼﾞｭﾆｱ選手権大会

ｶﾇｰ競技 青森:岩木川ｶﾇｰ競技場

第12回小学生競技大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 愛知:稲沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

第27回全国ｼﾞｭﾆｱGB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 埼玉

第21回全国社会人GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 埼玉

第54回西日本大学男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 山口:宇部

第54回西日本大学女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

8/6(土)～9(火) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 弓道競技 徳島

8/6(土)～10(水) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 柔道競技 愛媛:県武道館

8/7(日) 第61回全日本学生なぎなた選手権大会 なぎなた競技 長野

8/7(日)～9(火) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 体操競技 愛媛:総合運動公園体

8/8(月)～10(水) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 香川:Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ

8/8(月)～11(木) 第21回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｼﾞｭﾆｱ男子選手権大会
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
大阪:阪南

8/8(月)～14(日) 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会 軟式野球競技 東京

第42回全日本小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東京,神奈川,埼玉,千葉

第67回全国教職員卓球選手権大会 卓球競技 岡山:ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山

8/10(水)･11(木) 第22回全国少年少女空手道選手権大会 空手道競技 東京:武蔵野森総合ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ

8/10(水)～12(金) 日本ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2022 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 東京:東京辰巳国際水泳場

第27回ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 鹿児島:霧島,鹿児島,姶良

男子61回女子52回西日本学生選手権大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 山口:周南

8/11(木) 第64回全国教職員剣道大会 剣道競技 長野

第69回全国国公立大学選手権水泳競技大会 競泳競技 石川:金沢ﾌﾟｰﾙ

第27回亀城杯近県高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ　他

全日本教職員弓道選手権大会 弓道競技 佐賀

第42回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ9人制男子選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 静岡:静岡

2022ﾏﾄﾞﾝﾅｶｯﾌﾟin伊予市ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｼﾞｬﾊﾟﾝ女子ｼﾞｭﾆｱ選手権大会
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

令和4年度全国高等学校定時制･通信制課程総合体育大会(女子) ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 神奈川:平塚

ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 和歌山:和歌山ｾｰﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ﾎﾞｰﾄ競技 愛媛:玉川湖ﾎﾞｰﾄｺｰｽ

8/12(金) 第19回全国中学生弓道大会 弓道競技 名古屋

8/12(金)･13(土) 第16回全国中学生少林寺拳法大会 少林寺拳法競技 神奈川:藤沢市秋葉台文化体

8/12(金)～14(日) 第45回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾎｯｹｰ交流大会 ﾎｯｹｰ競技 東京:大井ﾎｯｹｰ競技場

8/9(火)～12(金)

8/10(水)～14(日)

8/11(木)･12(金)

令和4年度全国高等学校総合体育大会

8/5(金)～8(月)

8/6(土)～8(月)

8/6(土)･7(日)

令和4年度全国高等学校総合体育大会

8/11(木)～14(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第42回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ9人制女子選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大阪:大阪

第36回ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ(一般男子)
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
神奈川:藤沢

第23回ﾀﾞｲﾊﾂ全国小学生ABCﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 熊本:八代

8/12(金)～16(火) 第61回全日本教職員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:松山

8/12(金)～17(水) 2022全日本ｼﾞｭﾆｱ体操競技選手権大会,東西決勝大会 体操競技 神奈川:横浜武道館

令和4年度全国高等学校総合体育大会 新体操競技 香川:高松市総体

第10回全日本学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 愛知:名古屋

第40回全国ﾎｰﾌﾟｽ卓球大会(団体) 卓球競技 東京:東京体

第22回全日本中学生男子･女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 大阪:大阪

令和4年度全国高等学校総合体育大会 なぎなた競技 丸亀:市民体

令和4年度全国高等学校総合体育大会　兼
第90回日本高等学校選手権水泳競技大会

競泳競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

全日本学生選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 東京:駒沢体

8/15(月)～24(水) 第37回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会 ｻｯｶｰ競技 北海道

8/16(火)～19(金) 令和4年度第24回全国高等学校定時制･通信制課程総合体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 神奈川:小田原

競泳競技 宮城:ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ

飛込競技 宮城:ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ

令和4年度全国高校ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 大阪:堺市金岡公園体

飛込競技 高知:県立春野総合運動公園

空手道競技 愛媛:伊予三島総合運動公園

8/17(水)～22(月)
令和4年度全国中学校体育大会
第53回全国中学校ｻｯｶｰ大会

ｻｯｶｰ競技 山形

陸上競技 福島:とうほう･みんなのｽﾀｼﾞｱﾑ

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 北海道:函館

第33回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ女子選手権大会
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
大阪:堺町

8/18(木)～22(月) 第44回全国中学校軟式野球大会 軟式野球競技 北海道

8/18(木)～24(水) 第7回全日本中学女子軟式野球大会 軟式野球競技 京都

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 北海道

剣道競技 釧路

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 秋田:秋田

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 青森:弘前

卓球競技 北海道:苫小牧市総体

令和4年度全国高等専門学校体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:松山

令和4年度全国高等学校総合体育大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技(男子) 高知:高知

文部科学大臣杯2022年度日本ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｼﾞｭﾆｱ選手権大会 ｶﾇｰ競技 山梨:精進湖ｶﾇｰ競技場

8/20(土) 第38回全国小学生陸上競技交流大会 陸上競技 神奈川:日産ｽﾀｼﾞｱﾑ

全国高専陸上大会 陸上競技 愛媛:ﾆﾝｼﾞﾆｱｽﾀｼﾞｱﾑ

第67回日本泳法大会 日本泳法 兵庫:神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

第34回西日本中学生ﾙｰｾﾝﾄｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第21回中国四国地区ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 岡山:ｱﾐﾊﾟﾗﾎﾞｳﾙ

8/19(金)～21(日) 令和4年度全国中学校体育大会

8/20(土)･21(日)

8/18(木)～21(日)

令和4年度全国中学校体育大会

8/19(金)～22(月)

令和4年度全国中学校体育大会

8/17(水)～20(土)
令和4年度全国高等学校総合体育大会　兼
第90回日本高等学校選手権水泳競技大会

8/15(月)～18(木)

8/17(水)～19(金)

令和4年度全国中学校体育大会
第62回全国中学校水泳競技大会

8/13(土)～15(月)

8/13(土)･14(日)

8/12(金)～14(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

体操競技 宮城:ｶﾒｲｱﾘｰﾅ仙台

相撲競技 北海道:福島町総体

第52回全日本中学生ﾎｯｹｰ選手権大会 ﾎｯｹｰ競技 宮城:栗原市築館多目的競技場他

第19回全日本一般男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 福岡:福岡　他

令和4年度全国高等学校総合体育大会　兼
第90回日本高等学校選手権水泳競技大会

水球競技 高知:くろしおｱﾘｰﾅ

令和4年度全国中学校体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 北海道:札幌

8/20(土)～24(水)
第56回　高等専門学校体育大会ｻｯｶｰ競技　兼
第55回　全国高等専門学校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

8/21(日)～25(木) 第39回全日本少年軟式野球大会 軟式野球競技 神奈川

飛込競技 大阪:丸善ｲﾝﾃｯｸ大阪ﾌﾟｰﾙ

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 神奈川:横浜国際ﾌﾟｰﾙ

令和4年度全国中学校体育大会 柔道競技 福島:福島県須賀川ｱﾘｰﾅ

競泳競技 東京:東京辰巳国際水泳場

水球競技 京都:京都ｱｸｱﾘｰﾅ

8/22(月)～28(日) 第27回世界ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会2022 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東京:渋谷

第44回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ決勝大会団体 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛知

新体操競技 岩手:北上総体

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 北海道:帯広

8/23(火)～29(月) 2022日韓中ｼﾞｭﾆｱ交流競技会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 中国

8/26(金)･27(土) 第57回全国高等専門学校体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:松山

第91回全日本選手権自転車競技大会,ﾄﾗｯｸ,ﾊﾟﾗｻｲｸﾘﾝｸﾞ 自転車競技(ﾄﾗｯｸ) 静岡:伊豆ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ

第45回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ卓球大会 卓球競技 山口:防府市ｿﾙﾄｱﾘｰﾅ防府

第61回実業団対抗ﾃﾆｽ大会(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟﾙ大会) ﾃﾆｽ競技 静岡:花川運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ　他

第62回丸亀近県ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:丸亀市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

第54回全国高等専門学校体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第40回全国ﾎｰﾌﾟｽ･西日本ﾌﾞﾛｯｸ大会 卓球競技 高知:南国市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

2022ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第5戦
2022ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ第5戦

ｶﾇｰ競技 山口:阿武川特設ｶﾇｰｺｰｽ

幸村杯第6回全国女子なぎなた大会
幸村杯第6回全国高等学校男子なぎなた選手権大会

なぎなた競技 和歌山:九度山文化ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第69回中四国学生剣道優勝大会
第49回中四国女子学生剣道優勝大会

剣道競技 岡山

8/29(月)～31(水) 第98回日本学生選手権水泳競技大会 競泳競技 東京:東京辰巳国際水泳場

8/29(月)～9/1(木) 第98回日本学生選手権水泳競技大会 水球競技 神奈川:横浜国際ﾌﾟｰﾙ

8/29(月)～9/4(日) ﾀﾞｲﾊﾂ･ﾖﾈｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ2022ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 大阪:大阪

8/31(水)～9/4(日) 中四国学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会秋季ﾘｰｸﾞ戦 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 山口:KB周南総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第17回全国高校選抜選手権 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 北海道:苫小牧

第18回全国高等学校合同ﾁｰﾑﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
第12回全国高等学校女子7人制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 長野:ｻﾆｱﾊﾟｰｸ

8月中旬～下旬 第30回全国中学生空手道選手権大会 空手道競技 調整中

8月下旬
第9回全日本UJﾎﾞｸｼﾝｸﾞ王座決定戦
第76回全日本大学王座決定戦

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 調整中

9/1(木)～3(土) 第77回日本大学対抗選手権大会 自転車競技(ﾄﾗｯｸﾞ) 鹿児島:根占自転車競技場

9/1(木)～4(日) 第30回全日本新体操ｸﾗﾌﾞ選手権 新体操競技 東京:東京体

8/22(月)～25(木)

8/20(土)･21(日)

8/28(日)

8/26(金)～28(日)

8/27(土)･28(日)

8月上旬

第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

8/22(月)～26(金) 第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季水泳競技大会

令和4年度全国中学校体育大会

令和4年度全国中学校体育大会

8/23(火)～25(木)

8/20(土)～22(月)

8/20(土)～23(火)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

9/2(金)～4(日) 第49回全国高等専門学校選手権大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 高知

9/2(金)～7(水) 第65回全日本社会人ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 愛知:一宮

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022 競泳競技 岩手:盛岡市立総合ﾌﾟｰﾙ

第98回日本学生選手権水泳競技大会 飛込競技 大阪:丸善ｲﾝﾃｯｸ大阪ﾌﾟｰﾙ

第50回全日本社会人ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 群馬

第46回全日本高等専門学校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:丸亀

第77回国民体育大会(公開競技) ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 栃木

9/3(土)～5(月) 第31回全日本実年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 広島:尾道

9/3(土)～6(火) 第66回髙松宮賜杯(1部)全日本軟式野球大会 軟式野球競技 長野

第98回日本学生選手権水泳競技大会(ﾏｰﾒｲﾄﾞｶｯﾌﾟ) ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 神奈川:横浜国際ﾌﾟｰﾙ

第77回日本大学対抗選手権大会 自転車競技(ﾛｰﾄﾞ) 鹿児島

第63回選抜高校相撲宇佐大会 相撲競技 大分:宇佐市総合運動場宇佐相撲場

第26回日本ﾛﾝｸﾞﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 新潟:佐渡

第61回全日本女子剣道選手権大会 剣道競技 奈良

9/7(水)～9(金) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022岩手大会 ｺﾞﾙﾌ競技 岩手:安比高原GC(男女)

9/7(水)～11(日)
日本選手権大会　令和4年度日本学生ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権大会
第18回日本ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｼﾞｭﾆｱ･ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ小松大会

ｶﾇｰ競技 石川:木場潟ｶﾇｰ競技場

9/8(木)～11(日) 第40回全日本ﾏｽﾀｰｽﾞｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 秋田:三種

9/9(金)～11(日) JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ　兼　第33回ISSFｼﾞｭﾆｱﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 埼玉:長瀞

9/10(土) 第77回国民体育大会 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技 栃木:市貝町塩田調整池

全日本ｼﾞｭﾆｱ柔道体重別選手権大会 柔道競技 埼玉:県立武道館

第70回西日本男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 山口

第66回髙松宮賜杯(2部)全日本軟式野球大会 軟式野球競技 宮城

第27回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 長野:伊那

第57回全日本大学男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 富山:富山

水球競技 栃木:県立温水ﾌﾟｰﾙ館

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

栃木:足利

体操競技 栃木:宇都宮

弓道競技 栃木:宇都宮

第77回国民体育大会 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 栃木:日環ｱﾘｰﾅ栃木

2022日本学生ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権大会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 香川:観音寺

9/13(火)～15(木) 第77回国民体育大会 飛込競技 栃木:日環ｱﾘｰﾅ栃木

9/13(火)～16(金) 三菱　全日本ﾃﾆｽ選手権西日本大会(本戦WC決定試合) ﾃﾆｽ競技 兵庫:ﾌﾞﾙﾎﾞﾝﾋﾞｰﾝｽﾞﾄﾞｰﾑ

9/15(木)～18(日) 第22回全日本新体操ｸﾗﾌﾞ団体選手権 新体操競技 東京:東京体

9/15(木)～19(月)
第74回全日本社会人選手権大会
第21回全日本女子選手権大会(ｼﾞｭﾆｱ)

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 北海道:紋別

9/16(金)～18(日) 第57回全日本大学女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 愛知:安城

第41回全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 福岡:北九州

秋季ﾗｲﾌﾙ＆ﾋﾟｽﾄﾙ射撃競技･広島大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 広島:安芸太田

9/16(金)～21(水) 天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会 軟式野球競技 佐賀

9/16(金)～19(月)

9/11(日)

9/10(土)･11(日)

9/3(土)･4(日)

9/10(土)～13(火) 第77回国民体育大会

9/10(土)～12(月)

9/4(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第77回国民体育大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 栃木

第29回JOC杯全日本ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 広島

OHK杯第28回坂出市小中学生ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ選手権大会 ｶﾇｰ競技 香川:府中湖ｶﾇｰ競技場

第6回ISPS　HANDA　CUPｱｰﾁｪﾘｰ大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 愛知:岡崎市中央総合公園

第47回中四国実業団選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 鳥取:YSPﾎﾞｳﾙ

第77回国民体育大会 競泳競技 栃木:日環ｱﾘｰﾅ栃木

第37回全日本壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 山形:山形　他

第68回全日本総合男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 三重:熊野　他

JFA　U-18　女子ｻｯｶｰﾌｧｲﾅﾙｽﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 京都

第68回全日本東西対抗剣道大会 剣道競技 兵庫:神戸

第17回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 剣道競技 大阪

第77回国民体育大会 新体操競技 栃木:小山

第39回全日本世代交流GB大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 島根

9/22(木) 全国障がい者大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 東京:港区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第41回全日本ｸﾗﾌﾞ卓球選手権大会 卓球競技 石川:いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022岩手大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 岩手:盛岡ｽﾀｰﾚｰﾝ

9/22(木)～26(月) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022 ｻｯｶｰ競技 岩手

第2回全日本ﾏｽﾎﾞｸｼﾝｸﾞ大会 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 青森:青森中央学院大

第11回全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ･ｽﾎﾟﾚｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 長野:長野

第74回全日本総合女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 鹿児島:南九州

第17回全日本ﾊｲｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 岐阜:下呂

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 岩手:北上

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 岩手

空手道競技 岩手:県営武道館

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 岩手:花巻　他

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 岩手

軟式野球競技 岩手

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技(女子) 岩手:花巻

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技(男子) 岩手:花巻

ﾃﾆｽ競技 岩手:盛岡市立太田ﾃﾆｽｺｰﾄ

第25回全国ﾔﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ優勝大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大阪:門真

第26回全日本ｼﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 熊本

第43回全日本社会人ﾌｨｰﾙﾄﾞ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 岩手:八幡平市いこいの村岩手

ｸﾚｰ射撃ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ｸﾚｰ射撃競技 栃木:ﾆｯｺｰ栃木総合射撃場

第77回国民体育大会(公開競技) 武術太極拳競技 栃木:TKCいちごｱﾘｰﾅ

9月上旬～10月初旬 2022中四国九州Fｽｹｰﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 岡山:岡山国際

9月下旬 第33回全日本STｽｹｰﾄ距離別選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 長野:野辺山(帝産)

10/1(土) 第10回U10中･四国大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 香川:ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022

9/17(土)･18(日)

9/18(日)･19(月)

9/22(木)～25(日)

9/23(金)～25(日)

9/23(金)～26(月) 日本ｽﾎﾟ-ﾂﾏｽﾀ-ｽﾞ2022

9/24(土)･25(日)

9/18(日)

9/17(土)～19(月)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

第98回日本選手権水泳競技大会 ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ競技 千葉:館山市北条海岸

第4回全日本GAｶｯﾌﾟｱｰﾁｪﾘｰ大会 兼 2022年GA育成選手選考会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 静岡:掛川市つま恋ﾘｿﾞｰﾄ彩の郷

全日本弓道選手権大会 弓道競技 三重:伊勢

第36回全日本ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 宮崎:宮崎

第77回国民体育大会 相撲競技 栃木:県立県北体

10/1(土)～4(火)　 第77回国民体育大会 ﾎﾞｰﾄ競技 栃木:谷中湖特設ボート競技場

10/1(土)～5(水) 第77回国民体育大会 卓球競技 栃木:TKCいちごｱﾘｰﾅ

第84回全日本ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権　35･45･55･65･75･85歳以上 ﾃﾆｽ競技 福岡:博多の森ﾃﾆｽ競技場

第84回全日本ﾍﾞﾃﾗﾝﾃﾆｽ選手権　40･50･60･70･80歳以上 ﾃﾆｽ競技 愛知:東山公園ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ競技 三重

空手道競技 栃木:小山

なぎなた競技 栃木:関東ﾎｰﾃｷにしかた体

ﾃﾆｽ競技 栃木:栃木県総合運動公園

ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 栃木:足利市民体

ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 千葉

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ競技 栃木:上三川

ｻｯｶｰ競技
(成年男子)

栃木

ﾎｯｹｰ競技 栃木:日光市ﾎｯｹｰ場 他

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 栃木:宇都宮

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 三重:佐野市運動公園

ｻｯｶｰ競技
(少年男子)

栃木

10/3(月)～5(水) 第77回国民体育大会剣道大会 剣道競技 栃木

10/3(月)～6(木)　 第77回国民体育大会
ｻｯｶｰ競技

(少年女子)
栃木

10/5(水)･6(木) 第35回全国GG交歓大会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 群馬

10/5(水)～7(金) 第77回国民体育大会 ｺﾞﾙﾌ競技
栃木:ﾎｳﾗｲCC(成年男子)
栃木:西那須野CC(少年男子)
栃木:塩原CC(女子)

10/5(水)～8(土) 第77回国民体育大会 自転車競技(ﾄﾗｯｸ/ﾛｰﾄﾞ) 栃木:宇都宮競輪場

10/5(水)～10(月) 第77回国民体育大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 栃木:足利ｽﾀｰﾚｰﾝ

10/6(木)～9(日) 第77回国民体育大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 栃木:宇都宮

陸上競技 栃木:栃木県総合運動公園

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 栃木:大沢体

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 栃木:小山

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 栃木:栃木　他

馬術競技 栃木:那須塩原

第98回日本選手権水泳競技大会 水球競技 東京:東京辰巳国際水泳場

第36回全国実業団対抗ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ(全国A大会) ﾃﾆｽ競技 広島:広島広域公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 栃木:宇都宮　他

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 栃木

軟式野球競技 栃木

10/1(土)･2(日)

第77回国民体育大会10/7(金)～10(月)

10/6(木)～10(月)　 第77回国民体育大会

10/7(金)～9(日)

10/2(日)～4(火) 第77回国民体育大会

10/1(土)～9(日)

10/1(土)～3(月)

第77回国民体育大会

第77回国民体育大会10/2(日)～5(水)　

10/2(日)～6(木)　



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 栃木:大田原

ｶﾇｰ競技
(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ)

栃木:谷中湖特設ｶﾇｰ競技場

ｶﾇｰ競技
(ｽﾗﾛｰﾑ･ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ)

栃木:鬼怒川特設ｶﾇｰ競技場

10/8(土)･9(日) 第40回全日本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 東京:東京体

柔道競技 栃木:栃木ﾕｳｹｲ武道館

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 栃木:太田原他

ｱｰﾁｪﾘｰ競技 栃木:那須烏山市緑地運動公園

銃剣道競技 栃木:県立壬生高

第77回国民体育大会 ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ競技 栃木:茂木町

第28回日本ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権大会 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 東京:台場

男子第64回･女子第44回全日本社会人ﾎｯｹｰ競技選手権大会 ﾎｯｹｰ競技
東京:大井ﾎｯｹｰ競技場(男子)
広島:広島広域公園第2球技場(女子)

第24回全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ･ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 福島:福島

令和4年度全日本卓球選手権大会(団体の部) 卓球競技 鹿児島:あいﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱﾘｰﾅ松元

10/14(金)～20(木) 第73回全日本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 山梨:甲府

全日本女子ｵｰﾌﾟﾝ選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 静岡:焼津市民体

第16回西日本小学生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

第38回全日本GB選手権大会 ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 福井

第37回日本ﾍﾟﾀﾝｸ選手権大会 ﾍﾟﾀﾝｸ競技 富山:富山

第25回全日本ｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ茨城大会 ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 茨城:竜ケ崎市総体

10/15(土)～17(月) 第21回全日本ｴﾙﾃﾞｽﾄｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 石川:輪島

10/15(土)～19(水) 第58回全国社会人ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 鹿児島

10/19(水)･20(木) 全日本大学ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 東京:駒沢体

10/20(木)～23(日) 第92回全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部) 卓球競技 滋賀:YMITｱﾘｰﾅ

第53回U16陸上競技大会 陸上競技 愛媛:ﾆﾝｼﾞﾆｱｽﾀｼﾞｱﾑ

第16回U18陸上競技大会 陸上競技 愛媛:ﾆﾝｼﾞﾆｱｽﾀｼﾞｱﾑ

第77回天皇賜杯･皇后賜杯全日本ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

第64回全日本ﾀｰｹﾞｯﾄ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 東京:江東区夢の島公園

第13回西日本ｼﾆｱ選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 岡山:ｻﾝﾌﾗﾜｰﾎﾞｳﾙ

第64回日本選手権(25m)水泳競技大会 競泳競技 東京:東京辰巳国際水泳場

令和4年度日本選手権大会
令和4年度日本ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｵｰﾀｰｼﾞｭﾆｱ選手権大会
第45回NHK杯全日本ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ競技大会

ｶﾇｰ競技 東京:葛西ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｾﾝﾀｰ

全日本選手権大会 ｸﾚｰ射撃競技 福岡:県立総合射撃場

第20回中･四国･関西高校生大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷

10/22(土)～30(日) 第97回三菱全日本ﾃﾆｽ選手権(予選:10/19(水)～21(金)) ﾃﾆｽ競技 調整中

第75回全日本新体操選手権大会 新体操競技 群馬:高崎ｱﾘｰﾅ

第36回日本実業団ﾘｰｸﾞ ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 京都

第56回全日本社会人卓球選手権大会 卓球競技 長野:安曇野市総体

令和4年度全日本卓球選手権大会(ｶﾃﾞｯﾄの部) 卓球競技 奈良:ﾛｰﾄｱﾘｰﾅ奈良

10/28(金)～31(月) 第21回全国社会人西ﾌﾞﾛｯｸ　9人制男女優勝大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 京都:宇治

10/21(金)～23(日)

10/22(土)･23(日)

10/28(金)～30(日)

10/15(土)･16(日)　

第77回国民体育大会10/7(金)～10(月)

10/8(土)～10(月) 第77回国民体育大会

10/9(日)

10/14(金)～16(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

10/28(金)～31(月) 第26回西日本軟式野球選手権大会 軟式野球競技 徳島

全国社会人ｵｰﾌﾟﾝ選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 埼玉:富士見市総体

第29回全日本ｸﾗﾌﾞ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 千葉

講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 柔道競技 千葉:ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ

第26回西日本ｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 高知:四万十　他

日本選手権大会　令和4年日本ﾜｲﾙﾄﾞｳｵｰﾀｰ選手権大会
2022ｶﾇｰﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ最終戦
2022ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ最終戦

ｶﾇｰ競技 鹿児島:川内川轟の森特設ｶﾇｰ競技場

第73回全日本弓道遠的選手権大会 弓道競技 東京:全弓連中央道場

10/29(土)～31(月) 第22回全国障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会(いちご一会とちぎ大会)
陸上競技　他
(身体･知的)

栃木:ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑとちぎ　他

10/29(土)～11/1(火) 第29回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 三重

第3回日本ｴｲｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾄﾗｲｱｽﾛﾝ･ﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 宮崎:宮崎

第70回全日本学生剣道優勝大会 剣道競技 大阪

10月下旬
第12回さぬきｻｲｸﾙ･ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ　宝山湖大会
兼第45回四国地域自転車道路競走大会

自転車競技(ﾛｰﾄﾞ) 香川:宝山湖

11/2(水)～6(日)
第59回全日本社会人ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会
第14回全日本女子選抜ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 北海道:士別

11/3(木) 第70回全日本剣道選手権大会 剣道競技 東京

11/3(木)～6(日) 第51回全日本都道府県対抗選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 鹿児島:ｻﾝﾗｲﾄｿﾞｰﾝ

11/3(木)～7(月) 高松宮記念杯男子65回女子58回全日本学生選手権大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 愛知:豊田市　他

令和4年度全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球選手権大会 卓球競技 静岡:小笠山総合運動公園

全日本選抜ﾗｲﾌﾙ射撃競技大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 埼玉:長瀞

第5回社会人選手権水泳競技大会 競泳競技 佐賀:SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ

第31回西日本実年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 鳥取

第18回西日本ﾊｲｼﾆｱｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 長崎:時津

11/5(土)～7(月) JFA　第10回全日本O-40ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 静岡

11/5(土)～2/12(日) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝS/Jﾘｰｸﾞ2022 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東京　他

11/6(日) 第17回全国ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ競技会香川大会 社交ﾀﾞﾝｽ競技 香川:橘ノ丘総合運動公園ｱﾘｰﾅ

11/10(木)～12(土) 第44回全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ決勝大会 ﾃﾆｽ競技 東京:昭和の森ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ

11/11(金)～13(日) 第55回全日本新人選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 山形:山形ﾌｧﾐﾘｰﾎﾞｳﾙ

11/11(金)～14(月) 第17回ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ(STEP-4)(男子) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 宮崎

11/11(金)～27(日) 全国地域ｻｯｶｰﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾘｰｸﾞ　2022 ｻｯｶｰ競技 群馬,徳島,埼玉

第23回全日本中学生都道府県対抗ﾎｯｹｰ選手権大会 ﾎｯｹｰ競技 福井:福井県立ﾎｯｹｰ場　他

第7回ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ･ﾌﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 宮城:仙台

第22回三木町長杯中国･四国小･中学生大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 香川:ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

全国青年剣道大会 剣道競技 東京

ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 神奈川

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ競技 神奈川

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ競技 神奈川:茅ヶ埼柳島ｽﾎﾟｰﾂ公園

ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ競技 神奈川:相模原市立総体

卓球競技 神奈川:横須賀市総体

ﾍﾟﾀﾝｸ競技 神奈川:横浜,川崎　他

第34回全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ)

第34回全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ)11/12(土)～15(火)

11/5(土)･6(日)

11/12(土)～14(月)

10/29(土)･30(日)

11/4(金)～6(日)

10/30(日)

11/12(土)･13(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

弓道競技 神奈川

ﾃﾆｽ競技 神奈川:横浜市三ツ沢ﾃﾆｽｺｰﾄ

ｻｯｶｰ競技 神奈川

第34回全国健康福祉祭ねんりんﾋﾟｯｸかながわ2022 武術太極拳競技 神奈川:大和ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育会館

第41回全日本女子学生剣道優勝大会 剣道競技 愛知:春日井

11/13(日)～15(火) 第34回全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ) ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 神奈川:小田原

11/14(月) 第34回全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ) ｺﾞﾙﾌ競技 神奈川:大箱根CC

11/16(水)～20(日) 令和4年度日本ﾘｰｸﾞ(後期) 卓球競技 三重:ｻｵﾘｰﾅ

第30回全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰｼﾙﾊﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知

第40回全日本ｼﾞｭﾆｱ新体操選手権大会 新体操競技 群馬:高崎ｱﾘｰﾅ

第39回全日本ｼﾆｱ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:高松　他

冬季ﾗｲﾌﾙ＆ﾋﾟｽﾄﾙ射撃競技･広島大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 広島:安芸太田

全日本大学選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 大阪:堺市金岡公園体

2022年度少林寺拳法全国大会 少林寺拳法競技 大阪:丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ

西日本地区ﾍﾟﾀﾝｸ選手権大会(予定) ﾍﾟﾀﾝｸ競技 三重:松阪

11/22(火)～27(日) 2022全日本選手権大会 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 東京:墨田区総体

11/23(水) 2022日本体操祭 一般体操 東京:代々木体育館

第92回全日本9人制総合男子選手権大会
第91回全日本9人制総合女子選手権大会

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大阪:大阪

第55回全日本実業団選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 埼玉:新狭山ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

11/25(金)～28(月) 第17回ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ(STEP-4)(女子) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 宮崎

第27回中･四国地区全日本女子大会代表決定戦 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 調整中

第61回全国学生合気道演武大会 合気道競技 東京:日本武道館

全国中学生選抜選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 東京:駒沢体

第49回中四国社会人選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 山口:下関ﾛｲﾔﾙﾎﾞｳﾙ

令和4年度全日本学生選抜卓球選手権大会 卓球競技 北海道:苫小牧市総体

第65回西日本なぎなた選手権大会 なぎなた競技 大阪:調整中

全日本団体選手権大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 東京:墨田区総体

全日本選手権大会 ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢 東京:墨田区総体

第48回西日本･第39回西日本ｼﾞｭﾆｱ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 調整中

第68回西日本ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 福岡:福岡

11月下旬 第2回全日本ﾉｰﾋﾞｽｶｯﾌﾟ第1戦 ｽｹｰﾄ競技(S) 長野:野辺山(帝産)

11月下旬～12月上旬 第46回全日本選抜ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 兵庫:ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

12/1(木)～4(日) ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ2022(50m) 競泳競技 東京:東京辰巳国際水泳場

令和4年度全日本卓球選手権大会(ﾏｽﾀｰｽﾞの部) 卓球競技 岡山:ｼﾞｯﾌﾟｱﾘｰﾅ岡山

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑ東京 柔道競技 東京:東京体

12/3(土) 第22回全日本男子なぎなた選手権大会 なぎなた競技 兵庫:県武道館

12/3(土)～11(日) 第74回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ選手権大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 東京

12/4(日)
第71回全日本相撲選手権大会
第34回全日本小学生相撲優勝大会

相撲競技 東京:国技館

11/19(土)･20(日)

第34回全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ)11/12(土)～15(火)

12/2(金)～4(日)

11/26(土)･27(日)

11/26(土)

11月上旬

11月

11/18(金)～21(月)

11/18(金)～20(日)

11/25(金)～27(日)

11/13(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

12/4(日) 皇后盃第67回全日本なぎなた選手権大会 なぎなた競技 兵庫:県武道館

12/7(水)～11(日) 第74回日本選手権大会(男子) ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 山口:周南

12/8(木)～11(日) 第40回日本ﾘｰｸﾞ ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛知

12/9(金)～11(日) 第17回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技大会(個人) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 山梨:甲府

12/10(土) 第50回全日本空手道選手権大会(団体) 空手道競技 東京:東京武道館

全日本選手権大会 自転車競技(ｼｸﾛｸﾛｽ) 調整中

令和4年度日本ﾘｰｸﾞ(JTTLﾌｧｲﾅﾙ4) 卓球競技 宮崎:宮崎市総体

第16回全日本学生剣道オープン大会 剣道競技 北海道:札幌

12/10(土)～26(月) JFA　第27回全日本U-15女子ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

12/10(土)～27(火) 高円宮杯　JFA　第34回全日本U-15ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 東京,群馬　他

12/11(日) 第50回全日本空手道選手権大会(個人) 空手道競技 東京:日本武道館

12/17(土) 令和4年度日本ﾘｰｸﾞ(JTTL選抜全国ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ大会) 卓球競技 神奈川:横浜武道館

12/17(土)･18(日) 第57回全国都道府県対抗自転車競技大会 自転車競技(ﾄﾗｯｸ/ﾛｰﾄﾞ) 静岡:伊豆ﾍﾞﾛﾄﾞﾛｰﾑ

第30回全国中学校駅伝競走大会 陸上競技 滋賀:希望が丘

第42回中四国学生剣道新人大会 剣道競技 広島:福山

12/22(木)～25(日) 天皇杯全日本選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 東京:駒沢体

第28回全国高校対抗選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 三重:津ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

第41回全国高等学校弓道選抜大会 弓道競技 熊本

12/23(金)～26(月) 第31回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 徳島:徳島　他

第54回全国高等学校選抜大会 ﾎｯｹｰ競技 東京:大井ﾎｯｹｰ競技場

第31回全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 石川:金沢

12/24(土)･25(日) 第30回中四国九州ｼﾞｭﾆｱ大会(小･中) ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 広島:ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

12/24(土)～27(火) 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) 水球競技
岡山:倉敷市屋内水泳ｾﾝﾀｰ
　　 児島ﾏﾘﾝﾌﾟｰﾙ

12/24(土)～30(金) 第76回全日本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 東京:調布

12/25(日) 第73回全国高等学校駅伝競走大会 陸上競技 京都

12/25(日)～28(水) 第36回全国都道府県対抗中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大阪:大阪

12/25(日)～29(木) JFA　第46回全日本U-12ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 鹿児島

12/27(火)～1/7(土) 第102回全国高等学校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 大阪:東大阪市花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

12/28(水)･29(木) 第48回西日本高校選抜大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 香川:ﾄﾚｽﾀ白山ｱｲｽｱﾘｰﾅ

第89回全日本選手権大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 調整中

高円宮杯　JFA　U-18ｻｯｶｰﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞ　2022　ﾌﾟﾚｰｵﾌ ｻｯｶｰ競技 調整中

高円宮杯　JFA　U-18ｻｯｶｰﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞ2022ﾌｧｲﾅﾙ ｻｯｶｰ競技 調整中

12月上旬 特別国体全国予選会 ｽｹｰﾄ競技(F) 調整中

第42回全日本ｼﾞｭﾆｱｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 東京:江戸川

第71回全日本大学ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

第91回全日本Fｽｹｰﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 大阪:ﾗｸﾀﾌﾞ

第45回全日本ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 大阪:ﾗｸﾀﾌﾞ

1/4(水)･5(木) 第75回東京卓球選手権大会(ﾎｰﾌﾟｽ･ｶﾌﾞの部) 卓球競技 東京:東京武道館

12月下旬

12/23(金)～27(火)

12/23(金)～25(日)

12月中旬

12月

12/10(土)･11(日)

12/18(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

1/4(水)～8(日) 第75回全日本高等学校選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東京

1/5(木)～9(月) 第74回日本選手権大会(女子) ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 鹿児島:鹿児島

1/15(日) 第41回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 陸上競技 京都

1/20(金)～22(日) 第51回全日ｸﾗﾌﾞ対抗選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 兵庫:神戸六甲ﾎﾞｳﾙ

1/22(日) 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 陸上競技 広島

1/23(月)～29(日) 2023年全日本卓球選手権大会(一般･ｼﾞｭﾆｱの部) 卓球競技 東京:東京体

1/27(金)～29(日) 第40回全日本実業団都市対抗選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 京都:MKﾞﾎﾞｳﾙ上賀茂

1/28(土) 第26回13～15歳ｿﾛ･ﾃﾞｭｴｯﾄ大会 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 東京:東京辰巳国際水泳場

1/28(土)～2/2(木) 特別国民体育大会冬季大会 ｽｹｰﾄ競技(S･F) 青森

1/29(日) ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｲｱﾙ2023 ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 東京:東京辰巳国際水泳場

第3回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ選手権大会(ｼﾞｭﾆｱｳｲﾝﾀ-ｶｯﾌﾟ) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 東京

第32回東ｱｼﾞｱﾎｰﾌﾟｽ卓球大会日本代表選考会 卓球競技 調整中

1月中旬 第49回神戸ｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱ ｽｹｰﾄ競技(S) 兵庫:ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ

1月中旬～下旬 第72回全国高等学校ｽｹｰﾄ競技選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(F) 調整中

1月下旬～2月上旬 第43回全国中学校ｽｹｰﾄ競技会 ｽｹｰﾄ競技(F) 長野:ﾋﾞｯｸﾞﾊｯﾄ

2/1(水)～5(日) 特別国民体育大会冬季大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 青森:八戸,南部

第75回香川丸亀国際ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ大会 陸上競技 香川:丸亀～坂出

第30回湖遊館杯女子大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 島根

2/5(日) 第68回全日本ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 大阪

全日本社会人ﾁｬﾚﾝｼﾞ2023 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 福井:永平寺

JBC会長杯第38回全日本年齢別選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 広島:ｷｬｯｽﾙﾎﾞｳﾙ福山

第36回高松ｱｾﾞﾘｱｶｯﾌﾟ高校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ国際大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:高松市総体

第32回全日本室内ｱｰﾁｪﾘｰ選手権大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 高知:高知市春野総合運動公園

2/11(土)･12(日) 第54回中四国大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 調整中

2/12(日) 第22回全日本短剣道大会 短剣道競技 東京:日本武道館

第62回大阪国際招待卓球選手権大会 卓球競技 大阪:ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪,浪速ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第23回全国社会人ｸﾗﾌﾞ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 京都:日向　他

第90回全日本B選手権大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 調整中

第27回全日本女子B大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 調整中

2/18(土)･19(日) 全国冬季ﾋﾟｽﾄﾙ射撃競技大会(50m･10m) ﾗｲﾌﾙ射撃競技 埼玉:長瀞

2/25(土)･26(日) 第30回小学生倉敷市長杯 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 岡山:ﾍﾙｽﾋﾟｱ倉敷

2/28(火)･3/1(水) 第25回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ･卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 卓球競技 大阪:丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ大阪

2月 第5回全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ選手権大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 福井

全国中学校ｽｷｰ大会 ｽｷｰ競技 調整中

全国高等学校ｽｷｰ大会 ｽｷｰ競技 調整中

第14回さぬきｼｸﾛｸﾛｽ 自転車競技(ｼｸﾛｸﾛｽ) 香川

特別国民体育大会冬季大会ｽｷｰ競技会 ｽｷｰ競技(ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ) 岩手:安比高原ｽｷｰ場

2月下旬 ｽｹｰﾄﾋﾛｼﾏ2023 ｽｹｰﾄ競技(F) 広島:ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ

1月

2/4(土)･5(日)

2/10(金)～12(日)

2/17(金)～19(日)

2月中旬

2月上旬

2/11(土)･12(日)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

3/3(金)～5(日) 第43回全日本ｼﾞｭﾆｱｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技 三重:四日市

3/3(金)～6(月) 第55回全国教育系大学学生剣道大会 剣道競技 東京

3/4(土)･5(日) 第46回中四国地区ｼﾆｱ選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 徳島:ｽｴﾋﾛﾎﾞｳﾙ

3/10(金)～12(日)　 第11回全日本小学生低学年選抜ｱｲｽﾎｯｹｰ大会(U9ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ) ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 調整中

3/14(火)～19(日) 第75回東京卓球選手権大会 卓球競技 東京:東京体

全日本ﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会(10mAP/AR) ﾗｲﾌﾙ射撃競技 福井:福井

第11回2022-23J-ICEﾌﾟﾚｰｵﾌ ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 愛知:名古屋

第70回日本泳法研究会 日本泳法 東京

第74回全国高等学校相撲選抜大会 相撲競技 高知:春野総合運動公園相撲場

3/18(土)～20(月) 第34回全国高等学校選抜大会 ﾎﾞｰﾄ競技 静岡:天竜ﾎﾞｰﾄｺｰｽ

第9回全日本ﾕｰｽ(U17)水球競技選手権大会(かしわざき潮風ｶｯﾌﾟ) 水球競技 新潟:県立柏崎ｱｸｱﾊﾟｰｸ

第41回全国高校女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 鹿児島:鹿児島

第60回全日本選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技 愛知:稲沢ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

第6回ｵﾘｰﾌﾞｶｯﾌﾟ交流大会 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

第33回西日本公立工業高等学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 香川:丸亀市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

3/20(月)･21(火) 全国高等学校柔道選手権大会 柔道競技 東京:日本武道館

3/23(木)･24(金) 第38回全国高等学校新体操選抜大会 新体操競技 三重:このはなｱﾘｰﾅ

3/23(木)～25(土) 第42回全国高等学校空手道選抜大会 空手道競技 福岡:福岡市総体

第20回全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜卓球大会 卓球競技 鹿児島:西原商会ｱﾘｰﾅ

第23回全日本中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 長野:長野

第26回全国高等学校少林寺拳法選抜大会 少林寺拳法競技 香川:善通寺市民体　他

3/24(金)～28(火) 第51回全国高等学校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 岩手:花巻

第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会 飛込競技 東京:東京辰巳国際水泳場

第24回全国中学校選抜卓球大会 卓球競技 宮城:ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ

第36回OHK杯瀬戸内新体操国際交流大会兼東急杯新体操大会 新体操競技(女子) 高松:市総体

第16回全日本春季小学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 群馬:太田

第16回全日本春季小学生女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 神奈川:小田原

第50回全国高等学校選抜卓球大会 卓球競技 愛知:ｽｶｲﾎｰﾙ豊田

第41回全国高校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 長崎:大村

3/25(土)～29(水) 第46回全国高等学校選抜大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技
三重(男子)
岐阜(女子)

第39回全国高等学校体操競技選抜大会 体操競技 三重:四日市市総体

第18回全国ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ競技会香川大会 社交ﾀﾞﾝｽ競技 香川:高松市西部運動ｾﾝﾀｰ体

第34回都道府県対抗全日本中学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 三重

第19回都道府県対抗全日本中学生女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 千葉:千葉

第19回都道府県対抗全日本中学生男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ競技 熊本:熊本

第41回全国高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選抜大会 ｱｰﾁｪﾘｰ競技 静岡:掛川市つま恋ﾘｿﾞｰﾄ彩の郷

第38回全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 石川:金沢

第32回全国高等学校剣道選抜大会 剣道競技 愛知:春日井

3/26(日)

3/19(日)

3/24(金)～26(日)

3/25(土)～28(火)

3/25(土)～27(月)

3/25(土)･26(日)

3/17(金)～19(日)　

3/18(土)～21(火)

3/18(土)･19(日)

3/26(日)～28(火)



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

3/26(日)～29(水) 第18回春の全国中学生選手権大会 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ競技 富山:氷見

3/26(日)～30(木) 第45回全国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 千葉:県国際総合水泳場

3/27(月)～29(水) 令和4年度全国高等学校選抜大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 新潟:新潟市東総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

3/27(月)～30(木) 第45回全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会 競泳競技 東京:東京辰巳国際水泳場

3/28(火)～30(木) 第48回全日本高等学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛知

3/29(水)～31(金) 第22回全国小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 千葉

第5回全日本社会人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ地域ﾘｰｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 群馬

第18回全国高等学校なぎなた選抜大会 なぎなた競技 兵庫:伊丹ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

第40回若獅子旗なぎなた大会 なぎなた競技 福岡:調整中

3月上旬
第70回全国都道府県対抗STｽｹｰﾄ選手権大会　兼
第78回冬季国体出場枠決定競技会

ｽｹｰﾄ競技(S) 福島:郡山

3月中旬 第18回全国小学生ﾀｸﾞﾗｸﾞﾋﾞｰ選手権大会 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 東京

第9回ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾛﾌｨｰ･ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会 ｽｹｰﾄ競技(S) 長野:野辺山(帝産)

第2回全日本ﾉｰﾋﾞｽｶｯﾌﾟ第2戦 ｽｹｰﾄ競技(S) 北海道:札幌

第18回風越ｶｯﾌﾟ全日本小学生大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 長野:軽井沢

第17回全日本少年(中学生)大会 ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 北海道:釧路

第34回全国高等学校選抜大会　兼　JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 調整中

第2回全日本UJﾌﾚｯｼｭﾎﾞｸｼﾝｸﾞ大会　兼　全日本UJ王座決定戦ｼｰﾄﾞ選手決定戦 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 調整中

2022年度全国高等学校選抜大会 自転車競技(ﾄﾗｯｸ･ﾛｰﾄﾞ) 調整中

文部科学大臣旗第17回全国中学生空手道選抜大会 空手道競技 京都:調整中

第24回全国高等学校選抜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 埼玉:熊谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

第28回全日本ｵｰﾙﾄﾞﾀｲﾏｰ0-50大会
第11回全日本ｵｰﾙﾄﾞﾀｲﾏｰ0-60大会
第7回全日本ｵｰﾙﾄﾞﾀｲﾏｰ0-70大会

ｱｲｽﾎｯｹｰ競技 調整中

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 調整中

第31回全国専門学校ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

JFA　第19回　全日本女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

第101回全国高校ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

2022　明治安田生命　J3ﾘｰｸﾞ ｻｯｶｰ競技 香川:Pikaraｽﾀｼﾞｱﾑ　他

第46回　総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ ｻｯｶｰ競技 調整中

第18回全日本大学ﾌｯﾄｻﾙ大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

第38回全国選抜ﾌｯﾄｻﾙ大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

JFA　第26回全日本U-18女子ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

JFA　第34回全日本O-30女子ｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ2022　JA全農杯　全国小学生選抜サッカー決勝大会 ｻｯｶｰ競技 神奈川

JFA　第28回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

第14回全国女子選抜ﾌｯﾄｻﾙ大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

第31回全日本大学女子ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

第31回全日本高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

JFA　第28回全日本U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

JFA　第13回全日本U-15女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

調整中

3月

3月下旬

3月下旬～4月上旬



開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

JFA　第16回全日本ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ大会 ｻｯｶｰ競技 調整中

Fﾘｰｸﾞｵｰｼｬﾝｶｯﾌﾟ2022 ｻｯｶｰ競技 調整中

Fﾘｰｸﾞｵｰｼｬﾝｶｯﾌﾟ2022 ｻｯｶｰ競技 調整中

第21回日本ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｼﾞｭﾆｱｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ2021 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 未定

第4回ｷｯｽﾞﾎﾞｸｼﾝｸﾞ統一王座決定戦 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ競技 調整中

第13回全国ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ8's交流大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

令和4年度天皇杯･皇后杯全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第20回全国ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ県交流大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第51回全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 調整中

第12回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ冬季大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第6回全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 調整中

第12回全国中学生ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ大会
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
調整中

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚｯｼﾞ2021
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
調整中

第16回全国ﾌﾞﾛｯｸ選抜U-12体操競技選手権大会 体操競技 未定

第23回全国体操小学生大会 体操競技 未定

令和4年度全国高等専門学校総合体育大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第98回天皇杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第89回皇后杯全日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第75回全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会(ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ) ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第8回3x3日本選手権大会･第9回3x3U18日本選手権大会 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

第24回Ｗﾘｰｸﾞ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 調整中

B.LEAGUE(B1,B2)ﾚｷﾞｭﾗｰｼｰｽﾞﾝ ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技 香川:高松市総体　他

全日本ﾏｽﾀｰｽﾞ選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 調整中

全国少年少女選抜選手権大会 ﾚｽﾘﾝｸﾞ競技 調整中

第20回全国中学校ﾖｯﾄ選手権大会 ｾｰﾘﾝｸﾞ競技 調整中

ｽﾎﾟﾆﾁ杯第5回全日本軟式野球大会 軟式野球競技 調整中

ﾖﾈｯｸｽ杯国際親善ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会2022 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 調整中

第42回全国高校ﾗｲﾌﾙ射撃競技大会 ﾗｲﾌﾙ射撃競技 熊本:上益城郡

2023年度　海外派遣選手選考会等 ｶﾇｰ競技 調整中

第41回全日本学生銃剣道大会 銃剣道競技 神奈川:座間市総体

第12回日本U23ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 調整中

第24回日本U19ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権･JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 調整中

第24回日本U１5ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ競技 調整中

調整中


