
年度 東　京 神奈川 千　葉 山　梨 埼　玉 栃　木 群　馬 茨　城 備　考

剣道 ラグビー 陸上競技 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男 ソフトテニス 自転車 柔道 全国高校総体

レスリング ボクシング バレーボール女 ハンドボール ソフトボール 空手道 テニス （スケート）

ライフル射撃 ヨット 少林寺拳法 ボート スケート 相撲 スキー (アイスホッケー）

バレーボール男 ホッケー フェンシング 登山 卓球 アーチェリー （フィギュア）

弓道 アイスホッケー ウエイトリフティング カヌー バドミントン 群馬

なぎなた 駅伝 水泳 サッカー

バレーボール男

ソフトテニス バレーボール男 バドミントン バレーボール女 体操 テニス 陸上競技 ラグビー 全国高校総体

ハンドボール 柔道 相撲 剣道 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女 ホッケー ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男 ヨット (アイスホッケー）

弓道 卓球 登山 スケート ボクシング なぎなた ソフトボール 駅伝 茨城

自転車 ボート フェンシング ウエイトリフティング ライフル射撃 水泳 レスリング （フィギュア）

アイスホッケー アーチェリー 　 サッカー 空手道 神奈川

少林寺拳法 スキー

カヌー

テニス 自転車 ヨット サッカー バレーボール男 スケート レスリング 卓球 国民体育大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女 ソフトテニス ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男 なぎなた 陸上競技 ボクシング アイスホッケー ホッケー （夏季）　東京

バレーボール女 カヌー ラグビー 体操 剣道 ソフトボール ウエイトリフティング 少林寺拳法

フェンシング アーチェリー 柔道 水泳 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 弓道 ライフル射撃

登山 空手道 相撲 駅伝 スキー バドミントン 　

ボート 　

ボクシング 陸上競技 水泳 ラグビー 自転車 体操 バレーボール男 ソフトボール 全国高校総体

少林寺拳法 ハンドボール テニス ヨット なぎなた ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女 相撲 カヌー （夏季）南関東

登山 サッカー ホッケー ライフル射撃 バドミントン ソフトテニス スキー ウエイトリフティング 東京

駅伝 弓道 卓球 ボート アイスホッケー フェンシング バレーボール女 神奈川

バスケットボール男 柔道 アーチェリー スケート 千葉

レスリング 空手道 剣道 山梨

卓球 体操 バレーボール 男 陸上競技 弓道 バレーボール 女 自転車 ハンドボール

ラグビー ソフトボール 剣道 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女 テニス フェンシング スキー 柔道

サッカー ウエイトリフティング ライフル射撃 バドミントン スケート ホッケー ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 男

水泳 ヨット カヌー 相撲 空手道 少林寺拳法 アーチェリー

なぎなた 駅伝 ボクシング レスリング 登山

アイスホッケー ソフトテニス

　 ボート 　

陸上競技 バレーボール女 ソフトボール バレーボール男 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男 相撲 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女 水泳

体操 バドミントン ハンドボール スケート ラグビー 弓道 卓球 自転車

フェンシング 剣道 ボクシング レスリング 柔道 カヌー スキー テニス

ウエイトリフティング 空手道 サッカー ホッケー 登山 なぎなた ヨット

アーチェリー ソフトテニス ライフル射撃 駅伝 アイスホッケー

ボート 少林寺拳法

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男 テニス ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女 ソフトテニス バレーボール女 陸上競技 ラグビー 体操

ソフトボール ライフル射撃 ヨット 卓球 サッカー 柔道 ハンドボール バレーボール男

相撲 少林寺拳法 ボート 弓道 アイスホッケー 水泳 バドミントン 剣道

空手道 なぎなた 自転車 カヌー 登山 ボクシング フェンシング

駅伝 ホッケー アーチェリー スキー

レスリング スケート

ウエイトリフティング

バレーボール男 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女 自転車 テニス フェンシング 卓球 バレーボール女 陸上競技

柔道 アイスホッケー レスリング ヨット ハンドボール ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男 スキー ボート

バドミントン 相撲 ウエイトリフティング カヌー ソフトボール 剣道 体操 登山

なぎなた 水泳 弓道 駅伝 ラグビー ライフル射撃 空手道

ホッケー 少林寺拳法 スケート サッカー ソフトテニス

アーチェリー ボクシング
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平成23～30年度　関東高等学校体育大会開催予定
(23.4.13現在)

24
年
度


