
令和４年度栃高体連各支部大会予定

2022年3月31日 現在

月 期日 競技種目 大会名 会場 月 期日 競技種目 大会区分 会場

4 4/15.16 ソフトテニス 北部支部春季大会 くろいそ運動場 11 11/5 フェンシング 中部支部講習会 未定

4/15.16 ソフトテニス 中部支部総合体育大会 県総合運動公園 11/5 ボート 南部支部大会 渡良瀬川特設ボートコース

4/16.17 バレーボール 中部支部春季大会 未定 11/6 フェンシング 南部支部講習会 未定

4/16.17 バレーボール 北部支部春季大会 未定 11/12.13 バスケットボール 北部新人大会 矢板中央高校　他

4/16.17 バレーボール 南部支部春季大会 未定 11/12 弓道 北部新人弓道大会 矢板市弓道場

4/16 ソフトテニス 南部支部総合体育大会 足利市総合運動公園 11/13 ラグビー 南部支部大会 國學院栃木高校

4/16.17 ハンドボール 南部支部大会 小山西高校 11/19 弓道 中部新人弓道大会 鹿沼高校

4/16.17 ハンドボール 中部支部大会 下野市石橋体育センター スケート(S) 中部支部スピード 日光霧降スケートセンター

4/21.22 バドミントン 北部支部春季大会 にしなすのスポーツプラザ ダンス 北部支部ダンス大会 未定

4/21.22 卓球 県総体中部支部予選 TKCいちごアリーナ ダンス 南部支部ダンス大会 未定

4/22.23 卓球 県総体北部支部予選 県北体育館　他 12 12/3 弓道 南部新人弓道大会 足利市民武道館

4/23 ソフトボール 春季南部大会 佐野市渡良瀬運動場 12/15 陸上競技 南部支部駅伝競走大会 渡良瀬グリーンプラザ周回コース

4/23 ソフトボール 秋季南部大会 佐野市渡良瀬運動場 12/15.16 バドミントン 北部支部新人大会 県北体育館

4/23.24 卓球 県総体南部支部予選 足利市体育館 12/17.18 バレーボール 中部支部新人大会 未定

4/30 ソフトボール 春季北部地区大会 にしなすのスポーツプラザ 12/17.18 バレーボール 北部支部新人大会 未定

5 5/3.4 テニス 北部春季大会 那須野が原公園 12/17.18 バレーボール 南部支部新人大会 未定

5/3.4.5 テニス 全国総体中部支部予選 県総合運動公園　他 12/18 ラグビー 中部支部新人大会 県総合運動公園

5/3.4.5 テニス 全国総体南部支部予選 足利市総合運動公園　他 12/18 なぎなた 南部支部演技伝達講習会 國學院栃木高校

5/14.15 卓球 全国総体南部支部予選 マルワアリーナ　他 1 1/6.29.30 バドミントン 南部支部新人大会 栃木市総合体育館

5/21 ソフトボール 春季中部大会 柳田緑地公園 1/7.14.15 テニス 南部支部大会 足利市総合運動公園　他

5/21 弓道 北部支部総体弓道大会 矢板市弓道場 1/14 ダンス 中部支部ダンス発表会 教育会館

5/26.27 卓球 全国総体北部支部予選 県北体育館　他 1/19.20.21.24.26.28.31 バドミントン 中部支部新人大会 TKCいちごアリーナ　他

5/27.28 卓球 全国総体中部支部予選 TKCいちごアリーナ 1/20.21 卓球 南部支部新人大会 足利市体育館　他

7 7/2 柔道 南部支部大会 足利市民武道館 1/21 ウエイトリフティング 南部支部新人大会 小山南高校

7/9.10 バスケットボール 北部総体 矢板中央高校　他 1/21.28.29 テニス 中部支部大会 県総合運動公園　他

7/10 柔道 北部支部大会 県北体育館武道場 1/27.28 卓球 北部支部新人大会 県北体育館　他

7/16 弓道 中部支部弓道大会 鹿沼高校 1/27 卓球 中部支部新人大会 清原体育館

7/23 相撲 北部総体 県北体育館 1/28.29 ホッケー 中部支部大会 今市青少年スポーツセンター

7/27.28.29 テニス 北部支部総体 那須野が原公園

7/29.30 バドミントン 南部支部大会 栃木市総合体育館 未定 ボクシング 県南練習会 白鷗大足利高校

7/31 体操(体操競技) 中部支部体操競技大会 作新学院体育館 未定 ボクシング 県中練習会 県分館ボクシング場

バレーボール 北部支部審判講習会 未定

サッカー(男子) 北部総体 青木サッカー場　他

8 8/3.4.5 バドミントン 北部支部総体 県北体育館

8/18.19 ソフトテニス 北部支部総合体育大会 くろいそ運動場

8/20 ソフトボール 北部地区総体 にしなすのスポーツプラザ

8/27 陸上競技 北部支部総体 美原公園陸上競技場

8/27 水泳(競泳) 南部支部水泳競技大会 栃木高校

バレーボール 北部総体 未定

9 9/3 弓道 南部支部弓道大会 足利市民武道館

9/4 ラグビー 中部支部大会 県総合運動公園

9/10.11 ハンドボール 南部支部新人大会 足利高校

9/10.11 ハンドボール 中部支部新人大会 下野市石橋体育センター

9/10 柔道 南部支部新人大会 足利市民武道館

9/10.11 テニス 北部新人大会 那須野が原公園

9/10.11.12 テニス 県新人中部支部予選 屋板運動場　他

9/11.13.14.15 テニス 県新人南部支部予選 栃木市総合運動公園　他

9/17.19 ソフトテニス 中部支部新人大会 屋板運動場

9/17 柔道 北部支部新人大会 くろいそ武道館

9/17 レスリング 南部支部講習会 足利大学附属高校

9/23.24 ソフトテニス 南部支部新人大会 足利市総合運動公

9/23 ソフトボール 北部支部新人大会 にしなすのスポーツプラザ

9/27 陸上競技 中部支部駅伝競走大会 井頭公園内コース

10 10/15 ソフトボール 秋季中部大会 柳田緑地公園

10/15 柔道 中部支部新人大会 真岡市武道館

10/21.22 ソフトテニス 北部支部新人大会 くろいそ運動場

スケート(F) 中部支部フィギュア 宇都宮市スケートセンター

スケート(IH) 中部支部アイスホッケー 細尾ドーム


