令 和 ３ 年 度

高松市教育委員会

大 会 関 係 行 事 予 定

保健体育課保健体育係
令和３年４月１日 現在

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止等の変更になる場合があります。
番号

競 技 名

第１３回高松地区中学校総合体育大会

第６１回香川県中学校総合体育大会

第５９回四国中学校総合体育大会

7月22・23日 丸亀市 Ｐikaraスタジアム

1

陸 上

6月26日 屋島レクザムフィールド

8月7・8日

愛媛県
ニンジニアスタジアム

11月13日 香川県総合運動公園(駅伝)

2

3

水 泳

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

7月3日 香川県立総合水泳プール

7月11日 高松市香川総合体育館第１
高松市西部運動センター体育館
17日 高松市香川総合体育館第１
高松市西部運動センター体育館
18日 高松市香川総合体育館第１

7月3・4日 東部運動公園グラウンド（天然・人工）

4

香川県立総合水泳プール
（飛込 18日）

7月25日
26日 善通寺市民体育館
27日

ハンドボール

6

軟式野球

7

体 操

8

新体操

6月26・27日 高松市香川総合体育館
7月3日 高松市香川総合体育館

6月26日
27日
7月3日
7月4日
7月10日

県営第２・牟礼・国分寺野球場
牟礼・国分寺・三木野球場
牟礼・国分寺野球場
牟礼野球場
県営第２野球場

7月10日 香川県立高松北高体育館

7月25・26日 香川県総合運動公園サッカー場

7月24～26日

7月23日
24日
25日
26日

高松市香川総合体育館

県営第２球場
県営第２球場・観音寺総合球場
県営第２球場・観音寺総合球場
県営第２球場

バレーボール

10

ソフトテニス

11

卓 球

12

バドミントン

香川県
香川県立総合水泳プール

香川県
8月7・8日
高松市香川総合体育館

8月7・8日

徳島県
徳島市球技場

高知県
8月4・5日
県立春野総合運動公園体育館

高知県
8月1～3日 高知県立春野総合運動公園野球場
高知市総合運動場野球場

愛媛県
愛媛県総合運動公園補助体育館

7月24日 香川県立高松北高体育館

8月8日

7月24日 男子/香川県立高松北高体育館

8月7日 男子/愛媛県 愛媛県総合運動公園体育館

7月3日 三木町立三木中学校体育館
7月23日 女子/高松市総合体育館第２

9

8月1日

7月23・24日 瀬戸大橋記念公園第1,2,3

サッカー
10･11･17日 りんくうスポーツ公園多目的グラウンド

5

7月18・19日

8月4日 女子/愛媛県 愛媛県総合運動公園体育館

令和３年度全国中学校体育大会
茨城県ひたちなか市
8月17～20日
笠松運動公園陸上競技場
12月18・19日

滋賀県野洲市 湖南市 竜王町
希望ヶ丘文化公園スポーツゾーン芝生ランド(駅伝)

8月17～19日

千葉県習志野市
千葉県国際総合水泳場

群馬県前橋市
ALSOKぐんまアリーナ
8月18～21日
高崎市
高崎アリーナ
山梨県富士河口湖町
くぬぎ平スポーツ公園
本栖湖スポーツセンター緑が丘陸上競技場
8月18～23日 富士吉田市
富士北麓陸上競技場
甲府市
山梨中銀スタジアム
他
埼玉県さいたま市
サイデン化学アリーナ
8月22～25日 浦和駒場体育館
富士見市
富士見市立市民総合体育館
千葉県
千葉市
8月21～25日 市原市
袖ヶ浦市
浦安市

ＺＯＺＯマリンスタジアム
ゼットエーボルパーク
袖ヶ浦市営球場
浦安市運動公園野球場
他

7月24・25日 香川県総合運動公園テニス場

8月6・7日

高知県
高知市東部総合運動場テニスコート

8月17～19日

栃木県那須塩原市
くろいそ運動場

6月26・27日 高松市西部運動センター体育館
7月3・4日 牟礼総合体育館

7月23・24日 高松市西部運動センター

8月4・5日

香川県
丸亀市民体育館

8月23～26日

栃木県宇都宮市
総合スポーツゾーン新体育館（仮）

6月26・27日 高松市総合体育館第１

7月22・23日 丸亀市民体育館

8月7・8日

愛媛県
松山市総合コミュニティセンター体育館

8月20～23日

山梨県甲府市
小瀬スポーツ公園体育館

7月22・23日 丸亀土器川公園

高知県
8月7・8日 県立春野総合運動公園
ソフトボール場・運動場

ソフトボール

14

柔 道

15

剣 道

7月3･4･10日 高松市西部運動センター体育館

16

相 撲

7月17日 香川県総合運動公園相撲場

17

テニス

7月3・4日 高松市西部運動センターグラウンド

7月10日 香川県立武道館

7月3・4日 亀水運動センター庭球場

※第１３回高松地区中学校駅伝競走大会

7月23・24日 香川県立武道館

7月22・23日 高松市香川総合体育館

7月27日 香川県総合運動公園相撲場

7月26日 香川県総合運動公園テニス場

１月１５日 香川県総合運動公園内コース

10月9・10日 東部運動公園グラウンド（人工芝）
りんくうスポーツ公園多目的グラウンド
16・17日 りんくうスポーツ公園多目的グラウンド

11月7･13･14日 高松市香川総合体育館

10月9日
10日
16日
17日

牟礼・国分寺・三木野球場
県営第２・牟礼・国分寺野球場
県営第２・牟礼野球場
県営第２球場

10月9日 三木町立三木中学校体育館

埼玉県所沢市
所沢市民体育館
さいたま市
サイデン化学アリーナ

13

10月30日 高松市香川総合体育館第１
牟礼総合体育館
11月6日 高松市香川総合体育館第１
牟礼総合体育館
7日 牟礼総合体育館

＊男子未実施
8月17～19日 東京都八王子市
エスフォルタアリーナ八王子

8月18～21日

7月3･4･10日 香川県総合運動公園テニス場

8月28日 香川県立総合水泳プール

10月9日 香川県立高松北高校体育館

高知県
高知県立春野総合運動公園体育館

7月24日
25日 丸亀市民体育館
27日

10月2日 屋島レクザムフィールド

神奈川県藤沢市
神奈川県立スポーツセンター

8月19～21日

8月7・8日

7月4日 高松市香川総合体育館第１・２
10日 高松市香川総合体育館第１

第１３回高松地区中学校新人体育大会

茨城県水戸市
水戸市総合運動公園
8月21～24日
ノーブルホームスタジアム水戸・軟式球場
那珂市
那珂市総合運動公園野球場・多目的広場

第５８回香川県中学校新人体育大会

10月16日 丸亀市 Ｐikaraスタジアム

9月4日 香川県立総合水泳プール

12月11日 牟礼総合体育館、ツインパル長尾
12日 牟礼総合体育館
18日 牟礼総合体育館

12月4日 東部運動公園サッカー場
香川県総合運動公園サッカー場
11・18日 香川県総合運動公園サッカー場

12月4・5日 とらまるてぶくろ体育館

11月3日 県営第２球場
牟礼球場
観音寺総合球場
坂出市番の州球場
6日 牟礼・県営第２球場
7日 県営第２球場

11月6日 藤井高等学校体育館

11月6日 男子/藤井高等学校体育館
11月3日 女子/観音寺市立総合体育館

12月18日 高松市香川総合体育館第１・２
19日 高松市香川総合体育館第１

10月3・9・10日 香川県総合運動公園テニス場

12月4･5･11･12
高松市西部運動センター体育館
日

10月23・24日 高松市香川総合体育館第１

10月3・16日 高松市西部運動センターグラウンド

1月29・30日 丸亀市民体育館

11月3日
香川県総合運動公園テニス場
6日

1月8日 高松市総合体育館
9日 高松市西部運動センター

12月11・12日 坂出市立体育館

10月23・24日 丸亀土器川公園

徳島県
7月31日
鳴門大塚スポーツパーク
8月1日
ソイジョイ武道館

8月22～25日

群馬県前橋市
ALSOKぐんまアリーナ

11月3日 香川県立武道館

12月4日 香川県立武道館

徳島県
8月1日 鳴門大塚スポーツパーク
アミノバリューホール

8月20～22日

神奈川川崎市
川崎市とどろきアリーナ

10月9日 牟礼総合体育館

11月13日 善通寺市民体育館

8月21・22日

東京都立川市
アリーナ立川立飛

9月11日 香川県総合運動公園相撲場

8月8日

香川県
香川県総合運動公園相撲場

8月7・8日 大神子病院しあわせの里テニスコート

未実施

10月9・10日 亀水運動センター庭球場

10月9日 香川県総合運動公園相撲場

11月13・14日 亀水運動センターテニス場

