
●専門部年間予定表（連絡分）

令和3年2月10日現在
番号 12月 1月 2月 3月

1,2 陸　　上 男女

20　全国高校駅伝　（京都） 期日未定　各支部駅伝大会

3 体  操 男

全国選抜
24～26 新体操(北海道)
27.28体操競技(北海道)

4 体  操 女子

10・11都種目別大会新体操(日
女体大附二階堂予定)【1/10】

5 バスケットボール 男

19.20新人戦本大会
23～29 全国選手権大会（東京
都）

10.11.17.22.23.24  新人戦本大
会
4～11 全国選手権大会（東京
都）

7 支部対抗選抜大会

6 バスケットボール 女

13審判講習会
23～29全国選手権大会（東京
都）

10.11.17.23.24新人大会

7 バレーボール 男

5,6,7,9,10 全日本高校選手権
大会　　　　　　(東京体育館)
24 新人大会 決勝大会

7 新人大会 決勝大会

8 バレーボール 女

5～7.9.10 全日本高校選手権
大会 (東京体育館)

7 新人選手権決勝大会

9 ソフトテニス 男

28　東京インドア大会 14・21　シングルス大会

10 ソフトテニス 女

28　東京ｲﾝﾄﾞｱ予選未定 ( )　ｼﾝｸﾞﾙｽ大会未定

11 ソフトボール 男女

20～23女子全国選抜大会（栃木県大田原
市）
26～29男子全国選抜大会（和歌山県紀の
川市）
第51回東日本高等学校女子ソフトボール
大会（埼玉県熊谷市）

12 スキー 男女

4～8　全国・関東大会予選会
（群馬県）

16～20　都総体（新潟県） 28～31　強化練習会（群馬）

13 スケート 男女

ホッケー関東大会（日程未定）
（群馬県）

全国総体（日程未定）（長野
県）
指導者講習会（詳細未定）

ホッケー都高体連選抜選手選
考会

14 卓　　球 男

関東選抜大会  (25～27群馬
県前橋市)

東京都神奈川県強化練習会
(31･神奈川県)

指導者講習会(日程会場未定) 全国選抜大会(3/25～3/28･三重
県津市)

15 卓　　球 女

関東選抜大会
（25～27茨城県・前橋市)

東京都神奈川強化練習会(神
奈川県)

冬季大会・指導者講習会 全国選抜大会（三重県・津市）

16 軟式野球 男

23  指導者講習会(早実) 14代表者会議
春季大会抽選会議記録講習
会

20 第一回審判講習会
下旬春季大会（ブロック）

17 ラグビー 男女

6・13・20・27  新人大会
27・28・30  全国大会（大阪）

1・3・5・7  全国大会（大阪）
10・11・17・24・31  新人大会

7  新人大会
13・14・20・21  関東新人大会

男

4 委員総会､
6.13.20 新人選手権
30.31 全国選手権大会

2.3.5.9.11 全国選手権大会 7.11.14 地区選抜研修大会
27.28 関東サテライトカップ

13 委員総会

女

選手権全国大会(兵庫)
 新人戦
 高体連リーグ

選手権全国大会(兵庫)
新人戦

高体連リーグ入替戦
新人戦

19 ハンドボール 男女

6.13.20  研修大会 20  春季大会代表者会議

20
アメリカン
フットボール

男

26 全国大会決勝
28 選抜大会

10 関東関西交流戦 1 組み合わせ抽選会

専門部名

18 サッカー



●専門部年間予定表（連絡分）

令和3年2月10日現在
番号 12月 1月 2月 3月専門部名

21 バドミントン 男女

13.20 新人戦(団体)予選 10.11.17 冬季ﾌﾞﾛｯｸ大会(団体)
予定     17新人戦（団体）決勝
【11/22.23】

14.20.21 新人戦Ⅱ部(個人)

22 柔  道 男女

16・17　高校選手権支部予選
中止
24・31　高校選手権都予選　　延
期

14高校選手権都予選
19・20　全国高等学校柔道選手権大
会
（日本武道館）

23 剣  道 男女

新人大会支部予選(各支部) 4.5.6  全国指導者研修会(勝
浦)
17 都新人大会(東京武道館)

13  武道系講習会(東京武道
館)
14  段級審査会(小金井北高
校)

26.27.28  全国選抜大会(愛知県)

24 水  泳 男女

13競泳短水路（辰巳）

25 相  撲 男

 全日本選手権（両国） 20.21 全国新人（高知）

26 弓  道 男女

24～26  全国選抜大会(岐阜
県)

13  遠的大会

27 レスリング 男女

6.7  関東選抜大会：埼玉県熊
谷市彩の国くまがやドーム

27.28  全国選抜大会(学校対抗
戦)
29  全国選抜大会(個人対抗戦)
新潟市体育館

28 ホッケー 男女

全国選抜（岐阜） 教育リーグ 教育リーグ 教育リーグ

29 テニス 男女

30
ウエイトリフ
ティング

男女

9.10関東選抜(茨城県)
17 全国選抜大会都予選会（武
蔵野森ｽﾎﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ）

25～28全国選抜大会(金沢市)

31 登  山 男女

19・20 全国高校生選抜クライ
ミング選手権大会

23  著名登山家講演会
25

15 部活動指導者講習会② 6～7  顧問研修会
24～26  春季大会

32 ボクシング 男女

21～24
関東選抜大会(神奈川県)

東京都・在日朝鮮高校選抜親
善試合（東京朝鮮高級学校）

22～28
全国選抜大会(徳島県)

33 ボート 男女

26～28 全国選抜大会（静岡県）

34 自転車 男女

16 指導者講習会 未定 大庭杯記念【9/26】

35 ライフル射撃 男女

10-11　新人大会BRBP
未定　指導者養成講習会

25-28　全国選抜大会

36 フェンシング 男女

24  学年別大会 17～19  関東選抜(千葉） 20～22  全国選抜(大阪)

37 空手道 男女

22～24 関東選抜大会（茨城） 23～26 全国選抜大会（東京都）

38 アーチェリー 男女

39 なぎなた 女

5 関東合同練習（埼玉県立武
道館）
6全国選抜関東ブロック推薦予
選会(埼玉県立武道館）

20.21 全国高等学校選抜大会 (兵
庫県伊丹市)

40 少林寺拳法 男女

20  関東選抜大会(栃木県宇
都宮市)
28合同練習会・教員研修会
（東京武道館）

26～28全国選抜大会(香川県善
通寺市)

41 チアリーディング 男女

24  合同練習会(目白研心高
校)

11  合同練習会(恵泉女学園
高校)


