
県･四･
全･国際

開催期日 会　　　　　　場

県 4/2(土) 第36回ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟ小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(単) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

県
第72回全日本実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会県予選　兼
令和4年度香川県実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ春季大会

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県 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県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(M)

全 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

県 4/9(土)･10(日) 第53回香川県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 坂出:市体(MS)

県 第19回東かがわ市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:白鳥中央体

県 第42回津島杯争奪ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

県 第15回観音寺市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 観音寺:市総体

県 4/23(土)･24(日)･29(金) 第54回香川県協会杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

県 4/24(日) 第38回若葉ｶｯﾌﾟ全国小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県 4/30(土) 高松市春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

県 5/3(火)～5(木) 第25回香川ｼﾞｭﾆｱｵｰﾌﾟﾝｶｯﾌﾟ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)　他

四 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

県 第6回香川県ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:百十四銀行体

県 第23回ﾀﾞｲﾊﾂ全国小学生ABCﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

県 第56回香川県社会人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 坂出:市体(S)

県 第17回たけちゃんｶｯﾌﾟ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:白鳥中央体

県 第40回ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ普及大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(M)

県
5/28(土)･29(日)
6/4(土)･5(日)

令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

全 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

県 5/29(日) 第41回丸亀市ｵｰﾌﾟﾝﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

県 6/5(日) 第36回ﾖﾈｯｸｽｶｯﾌﾟ小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(複) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県 6/11(土) 国体県予選会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(M)

県 6/12(日) 第39回つたじま杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:仁尾町体

全 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

四 令和4年度四国高等学校選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高知:高知県立青少年ｾﾝﾀｰ

全 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

県 第40回高松市ｵｰﾌﾟﾝ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 高松:市総体(MS)

県 香川県郡市対抗ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

四
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

県 6/25(土)･26(日) 第11回高松市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会長杯小中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ普及大会(個人) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県 6/26(日) 令和4年度香川県高等学校定時制･通信制課程総合体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松工芸高

四 7/2(土) 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

四 7/9(土)･10(日) 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

四 7/16(土)･17(日) 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)

全 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

県 7/23(土)･24(日) 令和4年度香川県中学校総合体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(M)

全 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

県 7/24(日) 第42回香川県年齢別ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

全 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

全 7/29(金)～8/1(月) 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

6/19(日)

6/17(金)～19(日)

大　　　　　　　会　　　　　　　名

4/17(日)

4/3(日)

5/22(日)

5/15(日)
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県 8/6(土)･7(日) 第41回全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会高校新人の部香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体

四 8/8(月)･9(火) 令和4年度四国中学校総合体育大会 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

県 8/11(木) 第41回全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会中学新人の部香川県予選 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:市総体

全 8/12(金)～14(日) 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

全 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

四 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

全 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

全 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

県
8/17(水)･18(木)
8/19(金)･21(日)

第42回香川県高等学校新人強化ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技
丸亀:市民体(MS)
三豊:市総体

全 8/19(金)～22(月) 令和4年度全国中学校体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 青森:弘前

県 第42回高松市ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾘｰｸﾞ戦(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(Ｍ)

県 第30回善通寺市協会杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 善通寺:市民体(MS)

全 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

県 8/28(日) 令和4年度香川県実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ夏季大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

全 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

全 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

県 9/3(土) 高松市協会長杯中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(M)

全 9/3(土)･4(日) 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

県 9/4(日) 第36回香川県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 高松:香川総体(MS)

県 9/11(日) 令和4年度第61回丸亀市民体育祭 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(MS)

全 9/16(金)～19(月) 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

県 9/17(土) 令和4年度香川県ｽﾎﾟﾚｸ親子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県 9/18(日) 第24回東条杯ｵｰﾌﾟﾝﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

全 9/23(金)～25(日) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 岩手:北上

四 10/1(土)･2(日) 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)

県 10/1(土)･8(土) 第43回香川県中学生新人ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 宇多津中　他

県 10/2(日) 第43回丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(MS)

全 10/7(金)～10(月) 第77回国民体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 栃木:大田原

四 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

県 10/9(日) 第19回東かがわ市ﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:白鳥中央体

全 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

県 10/15(土) 第36回香川県小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

県 10/16(日) 令和4年度高松市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 高松:香川総体(M)

県 10/23(日) 令和4年度香川県実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ秋季大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県
10/29(土)･30(日)
11/3(木)･5(土)

第62回香川県高等学校新人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 坂出:市体(MS)　他

全 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

県 11/12(土)･13(日) 第19回香川県小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ普及大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

全 11/18(金)～21(月) 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

県 第17回実業団主催混合団体ﾘｰｸﾞ戦 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

県 第72回高松市長杯争奪戦高松市民ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

県 11/27(日) 第18回銭形杯観音寺ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 観音寺:市総体

8/13(土)･14(日)

8/21(日)

11/23(水)



県･四･
全･国際

開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

県 11月 さぬき市ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:とらまる体

県 12/3(土)･4(日) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

県 12/4(日) 第26回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ普及大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

全 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

県 12/17(土) 全日本中学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会代表選手選考会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(S)

県 12/18(日) 第17回三豊市長杯ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:三豊総体

全 12/23(金)～27(火) 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

全 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

県 12/25(日) 第15回L&Gｶｯﾌﾟ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 東かがわ:とらまる体

四 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

四 1/14(土)･15(日) 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

県 1/15(日) 第8回高松市協会長杯ｵｰﾌﾟﾝﾐｯｸｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

県 1/21(土)･22(日) 第23回香川県ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会(中学生)複 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 坂出:市体(MS)

県 1/28(土)･29(日) 令和4年度香川県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 坂出:市体(MS)

四 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

県 2/4(土) 第37回香川県高等学校新ﾁｰﾑ強化ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会(団体) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:飯山総体　他

県 第37回香川県小学生学年別ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 善通寺:市民体(MS)

四 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

全 2/17(金)～19(日) 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

県 2/23(木) 令和4年度丸亀市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ少年団交流大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(M)

県 3/4(土)･5(日) 第11回高松市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会長杯小中学生強化大会(個人) ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:香川総体(MS)

県 3/5(日) 第26回観音寺ｵｰﾌﾟﾝ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 観音寺:市総体

四 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

県 3/11(土)･12(日) 第48回高松市ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市総体(MS)

県 3/12(日) 第19回西讃ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 三豊:三豊総体

県 3/21(火) 第6回丸亀市ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 丸亀:市民体(MS)

全 3/24(金)～26(日) 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

全 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

県 香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ合同練習会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ体

四 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

全 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 調整中

全 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

2/12(日)

調整中


