
県･四･
全･国際

開催期日 会　　　　　　場

県 4/16(土) 第9回高等学校ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 4/17(日) 令和4年度香川県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

県 4/24(日) 国体県予選会(少年第1次) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 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

全 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

県 第39回全日本小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会県予選会(1日目) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 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

県 5/7(土) 第39回全日本小学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会県予選会(2日目) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

四 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

全 5/14(土)･15(日) 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

県 5/22(日) 国体県予選会(成年第1次) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 亀水ﾃﾆｽｺｰﾄ

四 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

県 6/4(土)～6(月) 令和4年度香川県高等学校総合体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技
高松:亀水ﾃﾆｽｺｰﾄ
丸亀

県 6/12(日) 第44回全日本ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会県予選会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 観音寺:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 国体県予選会(成年第2次･最終) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

四 令和4年度四国高等学校選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛媛

全 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

全 6/22(水)～26(日) 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

全 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

全 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 7/9(土)･10(日) 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

四 7/16(土)･17(日) 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

県 7/17(日) 第46回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 7/21(木)･22(金) 国体県予選会(少年第2次) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 観音寺市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 7/23(土)･24(日) 令和4年度香川県中学校総合体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 7/28(木)～31(日) 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

全 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

県 第30回香川県中学校夏季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

四 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

全 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

全 8/5(金)～7(日) 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

四 8/6(土)･7(日) 令和4年度四国中学校総合体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛媛

全 8/11(木)･12(金) 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

四 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

県 8/16(火) 令和4年度香川県高等学校夏季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 8/19(金)～21(日) 令和4年度全国中学校体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 北海道

県 小学生西日本大会県予選会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 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

四 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

全 8/23(火)～25(木) 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

四 8/27(土) 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
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全 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

全 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

全 9/3(土)･4(日) 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

四 9/11(日) 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

全 9/17(土)･18(日) 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

全 9/23(金)～25(日) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 岩手

全 9/24(土)･25(日) 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

県 9/25(日) 第11回さぬきｶｯﾌﾟ ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 10/7(金)～10(月) 第77回国民体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 栃木

県 10/9(日) 第17回香川県ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 10/15(土)･16(日)　 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

県 10/16(日) 第38回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽ会長杯争奪ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 10/21(金)～23(日) 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

全 10/28(金)～30(日) 第36回日本実業団ﾘｰｸﾞ ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 京都

全 10/29(土)･30(日) 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

県 令和4年度ｸﾗﾌﾞ対抗ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(個人) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 11/3(木) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(団体) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 11/5(土) 令和4年度香川県中学校新人体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(個人) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 11/6(日) 令和4年度香川県高等学校新人体育大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技(団体) 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 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

県 11/12(土) 第40回香川県中学1年生ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 11/12(土)～14(月) 第34回全国健康福祉祭(ねんりんﾋﾟｯｸ) ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 神奈川

県 第11回香川県社会人ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 第11回ﾙｰｾﾝﾄｶｯﾌﾟ全国小学生大会香川県予選会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 11/20(日) 第11回香川県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 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

四 11/23(水) 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

全 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

県 11/26(土) 第24回香川県中学校冬季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 第26回香川県小学生ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

県 第6回中学生ｼﾝｸﾞﾙｽｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 観音寺:市総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 12/8(木)～11(日) 第40回日本ﾘｰｸﾞ ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 愛知

県 12/11(日) 香川県小学生ｼﾝｸﾞﾙｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 多度津ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 12/17(土)･18(日) 第34回香川県中学校ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

県 12/24(土)･25(日) 第21回香川県高等学校冬季ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 丸亀:市民体

県 1/9(月) 第39回香川県高等学校選抜ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

四 1/14(土)･15(日) 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

四 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

四 1/21(土)･22(日) 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

県 1/29(日) 第40回香川県ｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

全 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

8/27(土)･28(日)

10/30(日)

11/13(日)

12/3(土)



県･四･
全･国際

開催期日 会　　　　　　場大　　　　　　　会　　　　　　　名

県 2/11(土) 第39回香川県ﾚﾃﾞｨｰｽｲﾝﾄﾞｱｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 善通寺:市民体

全 2/11(土)･12(日) 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

県 2/25(土) 令和4年度香川県中学校学年別ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 3/11(土) 令和4年度香川県高等学校B級強化ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 県営ﾃﾆｽｺｰﾄ

県 3/18(土) 令和4年度香川県高等学校A級強化ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技 亀水ﾃﾆｽｺｰﾄ

全 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

全 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

全 3/26(日)～28(火) 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

全 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

全 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

四 3月上旬 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

3/19(日)


