
令和４年度　鳥取県高等学校体育連盟　県内大会日程表

地区大会 県大会 地区大会 県大会 地区大会 県大会

1 陸上競技

9月16日(金)～18日(日)
倉吉市営陸上競技場(倉吉)

2 体 操・新体操

4月23日（土）
体操・新体操男子：米子産業体育館
新体操女子：ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館

10月8日（土）
体操・新体操男子：米子産業体育館
11月5日（日）
新体操女子：ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館

3 水 泳

競泳10月2日（日）
県営屋内プール

4 バスケットボール

1月7日（土）～9日（月）
（西部地区）
米子市民体育館・他

10月28日（金）～30日（日）・
11月3日（木）
（東部地区）
ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館・他

5 バレーボール

東部：4月10日（日）八頭高校
中部：4月10日（日）倉吉東高校
西部：4月10日（日）
男子　福生体育館
女子　米子市民体育館

4月15日（金）～17日（日）
男子：倉吉体育文化会館
女子：鳥取中央育英高校

東部：10月22日（土）鳥取市内高校
中部：10月9日（日）倉吉体育文化会館
西部：10月22日（土）
男子　福生体育館
女子　米子市民体育館

11月5日（土）,6日（日）
男女とも：倉吉体育文化会館

東部：12月17日（土）鳥取市内高校
中部：12月17日（土）倉吉体育文化会館
西部：12月18日（日）
男子　福生体育館
女子　東山体育館

令和5年1月13日（金）,14日（土）
男女とも：米子産業体育館

6 卓 球

4月16日（土）
東部：県民体育館
中部：あやめ池スポーツセンター
西部：米子市民体育館

4月23日（土）～24日（日）
倉吉体育文化会館

10月29日（土）～30日（日）
東部：国府町総合体育館
中部：倉吉体育文化会館
西部：米子市民体育館

11月11日（金）～13日（日）
米子産業体育館

新人戦大会と兼ねる

7 ソフトテニス

※県総体の県大会が予選を兼ねる。 ◇9月17日（土）～18日（日）
・県高校新人戦東部地区予選会
ヤマタスポーツパークテニス場
・県高校新人戦中部地区予選会
倉吉市営庭球場
・県高校新人戦西部地区予選会
どらドラパーク米子庭球場
予備日19日（月）中・西部、20日（火）東部

◇10月29日（土）～30日（日）
県高校新人戦
倉吉市営庭球場
予備日10月31日（月）

※新人大会の県大会が予選を兼ねる。 ◇11月16日（水）
県高校選抜大会
ヤマタスポーツパーク県民体育館

8 ハンドボール

なし 4月15日(金)～17日(日)
境港市民体育館・第二体育館

なし 11月11日(金)～13日(日)
米子市民体育館

なし 12月23日(金)～25日(日)
境港市民体育館・第二体育館

9 サッカー

（兼県総体） 11月11日（金）・12日(土)・13日（日）
ヤマタスポーツパーク布勢球技場・多目的
・若葉台第１
11月19日（土）・20日（日）
東郷運動公園

第１０１回全国高校サッカー選手権鳥取県大会
10月15日（土）・16日（日）
どらドラパーク米子陸上競技場
・米子球技場・弓浜コミュニティ広場
10月22日（土）・23日（日）
ヤマタスポーツパーク布勢球技場
・若葉台第１グラウンド
10月29日（土）
Ａｘｉｓバードスタジアム
第３１回全国高等学校女子サッカー選手権
鳥取県大会
10月15日（土）・16日（日）若葉台第１グラウンド
10月22日（土）Ａｘｉｓバードスタジアム

10
ラグビー

フットボール

4月17日（日）
弓浜コミュニティ広場

1月22日（日）・29日（日）
会場未定

11 バドミントン

東部：10月20日（木）・21日（金）
　鳥取産業体育館
中部：9月24日（土）・25日（日）
　倉吉体育文化会館
西部：10月22日（土）・23日（日）
　米子市民体育館

11月11日（金）～13日（日）
鳥取産業体育館

12 ソフトボール

東部：4月16日(土)　千代水スポーツ広場
中部：4月16日(土)  倉吉総合産業高校
西部：4月16日(土)、17日(日)
どらドラパーク　米子スポーツ広場

4月23日(土)、24日(日)　予備25日(月)
　男子：淀江スポーツ広場
　女子：どらドラパーク米子スポーツ広場

9月10日(土)　予備9月11日(日)
　倉吉総合産業高校
（女子のみシード決めとして）

10月15日(土)、16日(日)
　男子：淀江スポーツ広場
　女子：どらドラパーク米子スポーツ広場

新人大会と兼ねる 新人大会と兼ねる

13 相 撲

4月23日（土）
鳥取城北高等学校

10月13日（木）
鳥取城北高等学校

14 柔 道

4月16日（土）・17日（日）
鳥取市武道館

10月15日（土）・16日（日）
倉吉市営武道館

12月10日（土）・11日（日）
鳥取県立武道館

15 スキー

16 ボート

4月23日（土）、24日（日）
予備日4月25日（月）錦海

10月22日（土）、23日（日）
予備日24日（月）湖山池

10月22日（土）、23日（日）
予備日24日（月）湖山池
新人戦と兼ねる

17 剣 道

4月23日（土）24日（日）
鳥取県立武道館

11月12日（土）13日（日）
鳥取県立武道館

12月10日（土）
鳥取県立武道館

18 レスリング

5月28日（土）～30日（月）
鳥取中央育英高校小体育館
※県総体と兼ねる

10月29日（土）
鳥取中央育英高校小体育館
※中国選抜予選と兼ねる

10月29日（土）
鳥取中央育英高校小体育館
※新人大会と兼ねる

19 弓 道

4月23日（土）～24日（日）　予備日：25日（月）
会場：鳥取県立武道館

10月22日（土）～23日（日）　予備日：24日（月）
会場：鳥取市弓道場

新人大会と兼ねる

20 テニス

東中部:4月16日（土）・17日（日）
※予備日18日(月)
西部:4月23日（土）・24日（日）
※予備日25日(月)

東中部：ヤマタスポーツパークテニスコート
西部：どらドラパーク東山庭球場・米子高専テニスコート

1次予選（兼県選手権大会）
4月30日（土）・5月1日(日）
※予備日5月2日（月）

どらドラパーク東山庭球場(4/30.5/1)
倉吉市営テニスコート(4/30)
ただし4/30が中止になれば
5/1は米子高専テニスコート
２次予選（兼県総体）

9月23日（金）・24日（土）
※予備日26日（月）

東中部：ヤマタスポーツパークテニスコート

西部：どらドラパーク東山庭球場・米子高専テニスコート

10月15日（土）・16日（日）
※予備日17日（月）
どらドラパーク東山庭球場(10/15.16)
倉吉市営テニスコート(10/15)
ただし10/15が中止になれば
10/16は米子高専テニスコート

なし 10月29日（土）・30日（日）
※予備日31日（月）
ヤマタスポーツパークテニスコート

21 登 山

9月9日(金)～11日(日)
氷ノ山一帯
本部高原の宿氷太くん(予定)

4月16日(土)
孝霊山一帯
本部大山小学校

22 自転車

10月22日(土)、23日（日）
倉吉自転車競技場

23 ボクシング

10月下旬～11月上旬
会場：境港総合技術高等学校

24 ホッケー

25
ウエイト

リフティング

県総体と兼ねる 11月19日（土）
岩美高等学校ウエイトリフティング場

新人戦と兼ねる

26 ヨット

県高校ヨット新人戦
11月12日（土）13日（日）
境港公共マリーナ

27 フェンシング

4月16日（土）～17日（日）
鳥取工業高校　柔剣道場

10月29日（土）～30日（日）
鳥取工業　柔剣道場

県新人大会が兼ねる

28 空手道

実施しない 4月23日（土）
鳥取県立武道館（米子市）

実施しない 10月22日（土）
鳥取県立武道館（米子市）

実施しない 新人大会と兼ねる

29 アーチェリー

4月23日（土）
鳥取県東伯郡琴浦町
東伯総合公園サッカー場

10月22日（土）、23日（日）
鳥取県東伯郡琴浦町
東伯総合公園サッカー場

10月22日（土）、23日（日）
鳥取県東伯郡琴浦町
東伯総合公園サッカー場

30 駅 伝

31 カヌー

32 なぎなた

県総体と兼ねる 12月17日（土）
鳥取市武道館

県新人大会と兼ねる

33 ライフル射撃

5月22日(日)鳥取県営ライフル射撃場
（予定）

10月16日(日)鳥取県営ライフル射撃場
（予定）

34 定通制

35 調査研究

※ スケート

※ 少林寺拳法

専門部
中国選手権大会　県予選 新人大会 選抜大会　県予選


