
県･四･
全･国際

開催期日 会　　　　　　場

県 4/9(土) 第51回県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ年齢別(一般･いそじ･ことぶき)優勝大会　 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体

県 4/17(日) 第51回県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ年齢別(ｼﾆｱ)兼第52回四国ﾏﾏさんV大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市西部運動ｾﾝﾀｰ

県 2022年度県中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市西部運動ｾﾝﾀｰ　他

県 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県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松工芸高,高松南高

県 県大学春季ﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川大

県 令和4年度香川県高等学校東･西讃ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(男子) ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

県 4/29(金)･30(土) 令和4年度香川県高等学校女子強化大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
飯山高
志度高

県 令和4年度香川県高等学校東･西讃ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会(女子) ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

県 第40回県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会兼全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体

県 第75回全日本9人制実業団男子選手権県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体

県
第42回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ6･9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会　兼
第35回四国ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ6･9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会県予選

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体

県 第22回日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体

四 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

県 5/14(土) 第53回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会　兼　第52回四国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼総体

県 5/22(日)
第34回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいそじ大会　兼
第52回四国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

県 6/4(土)～6(月) 令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:市総体

県 6/5(日) 第48回県少年少女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ普及大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大内小

県 6/12(日)･18(土) 第42回全日本小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:飛翔体　他

四 6/17(金)～19(日) 令和4年度四国高等学校選手権大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:伊予

県 第33回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体,ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

県 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香川県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 城北小

県 2022年度全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾞｭﾆｱ男女選手権大会県予選
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
大的場

県 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 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松商高

県
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
大的場

県 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松桜井高

四 7/2(土)･3(日) 第73回四国大学総合体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 徳島

県
第36回ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ香川県予選会(一般男子)
第33回全日本ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子選手権大会

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 大的場

県 第48回県少年少女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ強化大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

四 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

四 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

四 7/15(金)～17(日) 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

県 2022RSK杯第30回県ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰさぬき津田ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技

(ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
津田の松原海水浴場

全 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

全 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

四 7/18(月) 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

県 7/23(土)
第21回全国社会人西ﾌﾞﾛｯｸ9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男女優勝大会県予選会
第13回ﾋﾞﾝﾃｰｼﾞ8'ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会県予選

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

県 7/23(土)･24(日) 令和4年度香川県中学校総合体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 三豊:市総体

全 7/28(木)～31(日) 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

全 7/29(金)～8/1(月) 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

全 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

全 8/3(水)～7(日) 令和4年度全国高等学校総合体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技(男子) 香川:丸亀市民体　他

大　　　　　　　会　　　　　　　名

4/23(土)･24(日)

4/29(金)

5/8(日)

5/1(日)

6/26(日)

6/19(日)

国体県予選会

7/16(土)～18(月)

7/10(日)

7/3(日)
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開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

全 8/4(木)～7(日) 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

四 8/6(土)･7(日) 令和4年度四国中学校総合体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 愛媛:四国中央

全 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

全 8/9(火)～12(金) 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

全 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

全 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

全 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

全 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

全 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

全 8/18(木)～21(日) 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

全 令和4年度全国中学校体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 秋田:秋田

全 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

県 8/21(日) ﾌｧﾐﾘｰ＆小学生ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 調整中

四 8/27(土)･28(日) 第43回四国ﾌﾞﾛｯｸ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高知:高知

県 9/3(土) 第12回全国ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ冬季大会県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

県 第50回小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ香川大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

四 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

全 9/10(土)～13(火) 第77回国民体育大会
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

四 9/11(日) 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

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

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

県 第8回植田杯香川県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体

県 9/18(日) 第34回県民ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼総体

県 9/23(金)･24(土) 第26回後藤杯県高等学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川中央高　他

全 9/23(金)～25(日) 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

全 9/23(金)～26(月) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 岩手:花巻　他

全 9/24(土)･25(日) 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

県 香川県大学秋季ﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 香川大学

四 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

全 10/7(金)～10(月) 第77回国民体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 栃木:宇都宮　他

県 10/10(月) 第34回県健康福祉祭ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体

全 10/14(金)～16(日) 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

県 10/16(日) 第43回香川県実業団9人制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

四
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

四 10/22(土)･23(日) 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

県 第5回近県交流ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体

四 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

全 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

県 11/3(木)･27(日) 第41回OHK杯香川県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体,飯山総体　他

県 2022年度香川県中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ強化大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:飯山総体　他

全 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

県 11/12(土)･13(日)･23(水) 第75回全日本高校選手権大会香川県予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
三豊:市総体
県内高校

8/19(金)～22(月)

8/12(金)～14(日)

8/11(木)～14(日)

9/4(日)

9/17(土)

10/1(土)

10/23(日)

11/12(土)･13(日)



県･四･
全･国際

開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

県 11/13(日)･27(日) 第21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 東かがわ:とらまる体　他

全 11/18(金)～20(日) 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

県
11/20(日)
12/4(日)･11(日)
1/15(日)･29(日)

第45回香川県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ　他

県 11/23(水) 第34回小学生ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ香川県大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
三豊:市総体
東かがわ:とらまる体

全 11/25(金)～27(日)
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

県 12/18(日) 第31回さわやか杯ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 高松:牟礼総体

全 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

全 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

県 1/28(土)･29(日) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体

県 第22回ﾚﾃﾞｨｰｽ&ﾒﾝｽﾞｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ大会ﾚﾃﾞｨｰｽ全国大会予選 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 善通寺:市民体

県 第43回香川県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ優勝大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

県 2/5(日)･11(土) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技
三豊:市総体
県内高校

県 2/11(土) 第7回岡山県対香川県対校中学校男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ交流大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 坂出:市体

県 第26回OHK杯香川県小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新人大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 東かがわ:とらまる体　他

四 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

県 3/4(土)･5(日) 2022年度香川県中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ優勝大会　兼　U-14大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:市民体　他

県 3/12(日) 令和4年度香川県実業団･ｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟会長杯6･9人制優勝大会 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ競技 丸亀:ｻﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

四 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

四 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

四 3月上旬 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

全 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

全 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

全 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

全 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

全 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

全 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

全 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

全 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

3/18(土)･19(日)

調整中

2/26(日)

2/5(日)


