
東京都高等学校体育連盟

男

女 月 日 曜日 時 分 会場名 所在地 最寄駅 責任者 勤務校名  電話

1,2 陸上競技 男女 4
2､3､
４

各支部ごとに実施。
支部により異なる。

第1支部…4/4  世田谷競技場
第2支部…4/2　江戸川競技場
第3支部…4/3  江戸川競技場
第4支部…4/2　世田谷競技場
第5・6支部…4/2　駒沢競技場

詳細は各支部長に
問い合わせ

7,500 川瀬 一輝 穎明館高等学校 042-664-6000

3 体操男子 男 4 10 日 9 : 00 成城高等学校 新宿区原町3-87
都営地下鉄大江戸線
牛込柳町駅

7,500 鈴木 正憲
日本工業大学
駒場高等学校

03-3467-2130

4 体操女子 女 4 10 日 10 : 00
成城高等学校
(Web総会への変更の
可能性あり）

新宿区原町3-87
都営地下鉄大江戸線
牛込柳町駅

7,500 柳田 裕子 駒場学園高等学校 03-3413-5561

5 バスケットボール男子 男 7,500 高山 和徳 都立東大和南高校 042-565-7117

6 バスケットボール女子 女 4 1 金 10 : 00 ＨＰ上にて開催
メールにてＨＰのパスワードなど
は送信

7,500 遠藤 大輔 都立調布南高校 042-483-0765

7 バレーボール男子 男 4 10 日 10 : 00 Web(zoom)総会 ＵＲＬ未定
3/22頃加盟校宛てにメールにて連絡

7,500 竹山 賢哉 駿台学園高等学校 03-3913-5735

8 バレーボール女子 女 4 17 日 14 00
都立千早高等学校
（ハイブリット総会） 豊島区千早3-46-21

東京メトロ有楽町線
副都心線     千川駅
西武池袋線   東長崎駅

7,500 多田　稔
多摩大学目黒
高等学校 03-3714-2661

9 ソフトテニス男子 男 4 17 日 10 : 00 桐朋高等学校 国立市中3-1-10 JR　国立駅　谷保駅 7,500 下和田 貴之 桐朋高等学校 042-577-2171

10 ソフトテニス女子 女 4 10 日 10 : 00 東京立正高等学校 杉並区堀ノ内2-41-15
東京メトロ丸ノ内線
新高円寺駅

7,500 松谷　茂
文化学園大学杉並高
等学校 03-3392-6636

11 ソフトボール 男女 4 10 日 10 : 00 神田女学園高等学校 千代田区猿楽町2-3-6
ＪＲ総武線 水道橋駅
東京メトロ半蔵門線、都営三
田線・新宿線 神保町駅

7,500 玉田 隆之 学習院女子高等科 03-3203-1901

12 スキー 男女 4 10 日 10 : 00
拓殖大学第一
高等学校（予定）

武蔵村山市大南4-64-5
西武拝島線･多摩都市
モノレール 玉川上水駅 7,500 関野 泰之

日本大学第二
高等学校 03-3391-9700

13 スケート 男女 4 23 土 15 : 00
早稲田大学系属
早稲田実業学校高等部 国分寺市本町1-2-1 JR・西武線国分寺駅 7,500 黒田 崇仁 早稲田大学系属

早稲田実業学校高等部 042-300-2121

14 卓球男子 男 4 17 日 10 : 00 都立白鷗高等学校 台東区元浅草1-6-22
都営大江戸線
新御徒町駅

7,500 平　雅行 都立野津田高校 042-734-2311

15 女子卓球 女 4 17 日 11 : 00 武蔵野高等学校 北区西ヶ原4-56-20
都電三ノ輪線
西ヶ原４丁目駅

7,500 太田 康仁 武蔵野高等学校 03-3910-0151

16 軟式野球 男 4 3 日 9 : 30 Web(zoom)総会
ZOOM総会 ID・PWは3/20頃
加盟校にメールにて連絡

7,500 稗田 岩夫 都立総合工科高校 03-3483-0204

17 ラグビー 男女 4 9 土 15 : 00 城北高等学校 板橋区東新町2-28-1 東武東上線 上板橋駅 7,500 森　秀胤 東京高等学校 03-3750-2635

18 サッカー 男 4 2 土 15 : 00 暁星高等学校 千代田区富士見1-2-5
地下鉄　九段下駅
JR・地下鉄　飯田橋駅 7,500 川人 健太郎 都立立川高校 090-6045－6327

18 サッカー 女 ＨＰ掲載 7,500 小尾 敏明 都立新宿高校 03-33554-7411

19 ハンドボール 男女 4 9 土 16： 30
早稲田大学系属
早稲田実業学校高等部 国分寺市本町1-2-1 JR国分寺駅 7,500 日髙 宏由 都立足立新田高校 03-3914-4211

20 ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 男 4 9 土 15： 00 都立西高等学校 杉並区宮前4-21-32 京王井の頭線 久我山駅 7,500 松本　亮 都立戸山高校 03-3202-4301

21 バドミントン 男女 4 29 金
駒沢オリンピック運動
公園　屋内球技場 世田谷区駒沢公園1-1

東急田園都市線
駒沢大学駅 7,500 髙橋 智朗 都立上野高校 03-3821-3706

22 柔道 男女 4 10 日 10 : 00 Web総会
HPにURL（ID、PW)を掲載
（事前に加盟校に連絡）

7,500 赤澤 良太
東海大学菅生
高等学校

042-559-2200

23 剣道 男女 4 10 日 8 : 45 芝高等学校 港区芝公園3-5-37
東京メトロ 神谷町駅
都営三田線 御成門駅
都営大江戸線　赤羽橋駅

7,500 梅谷　隆 都立両国高校 03-3631-1815

24 水泳 男女 4 24 日 9 : 00 和洋九段女子高等学校 千代田区九段北1-12-12
地下鉄東西線・半蔵門線・
新宿線　九段下駅 7,500 阿部 鉄平 都立立川高校 042-524-8195

25 相撲 男 4 8 金 18： 30
明治大学付属
中野高等学校

中野区東中野3-3-4
JR 都営大江戸線
東中野駅

7,500 児玉 朋隼
明治大学付属
中野高等学校 03-3362-8704

26 弓道 男女 4 9 土 15 : 00 都立芦花高等学校 世田谷区粕谷3-8-1 京王線 千歳烏山駅 7,500 松﨑 賢一 都立翔陽高校 042-663-3318

27 レスリング 男女 4 2 土 15： 00
中央学院大学
中央高等学校

江東区亀戸7-65-12
JR総武線　亀戸駅
東武亀戸線・亀戸水神駅 7,500 本田 貴臣 都立第三商業高校 03-3641-0380

28 ホッケー 男女 4 9 土 16： 00
東京学芸大学附属
高等学校

世田谷区下馬4-1-5 東急東横線 学芸大学駅 7,500 加藤 政夫 学習院高等科 03-5992-1032

29 テニス 男女 4 10 日 10： 00 富士見高等学校 練馬区中村北4-8-26 西武池袋線 中村橋駅 7,500 富田 康次郎 都立駒場高校 03-3466-2481 

30 ウエイトリフティング 男女 3 19 土 15： 00
日本大学鶴ヶ丘
高等学校

杉並区和泉2-26-12 京王線 明大前駅 7,500 高部 兼太朗
日本大学鶴ヶ丘
高等学校 03-3322-7521

31 登山 男女 4 23 土 14： 30 都立工芸高等学校 文京区本郷1-3-9
ＪＲ･都営地下鉄
水道橋駅

7,500 足立　憲治
明治大学付属中野高
等学校 03-3362-8704

32 ボクシング 男 女 4 10 日 15： 00 Web(zoom）総会
https://zoom.us/j/
ID、PWはメールで通知

7,500 久保　康二
都立府中東
高等学校 042-365-7611

33 ボート 男女 3 26 土 12： 00 戸田公園管理棟 埼玉県戸田市戸田公園5-27 JR 戸田公園駅 7,500 山田 篤史
中央大学杉並
高等学校

03-3390-3175

34 自転車競技 男女 4 15 金 17： 30 日本大学豊山高等学校 文京区大塚5-40-10
都営地下鉄有楽町線
護国寺駅

7,500 喜安　健
日本大学豊山
高等学校 03-3943-2161

35 ライフル射撃 男女 4 23 土 15： 00 Web(zoom）総会 ID・PCはメールで連絡 7,500 佐々木 孝彦
明治大学付属中野高
等学校 03-3362-8704

36 フェンシング 男女 4 16 土 15： 00 都立王子総合高等学校 北区滝野川3-54-7
都営三田線西巣鴨駅・ＪＲ・
東京メトロ南北線 王子駅・都
電荒川線 西ヶ原四丁目駅

7,500 高橋　学
共立女子第二
高等学校 042-661-9952

37 空手道 男女 4 15 金 16： 30 保善高等学校 新宿区大久保3-6-2
JR高田馬場・新大久保　東
京メトロ高田馬場・西早稲
田

7,500 前田 博史 保善高等学校 03-3209-8756

38 アーチェリー 男女 4 9 土 17： 00 都立第四商業高等学校 練馬区貫井3-45-19 西武池袋線 富士見台駅 7,500 恩田 好久
文京学院大学
女子高等学校 03-3946-5301

39 なぎなた 男女 4 10 日 16： 00 東京武道館 足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線
綾瀬駅

7,500 中島 博枝 愛国高等学校 03-3658-4111

40 少林寺拳法 男女 4 2 土 14： 00 帝京高等学校 板橋区稲荷台27-1 JR埼京線十条駅 7,500 工藤 慶之 帝京高等学校 03-3963-4711

41 チアリーディング 男女 4 2 土 15： 00
女子聖学院高等学校
(Web開催時はHP告知） 北区中里3-12-2

山手線・南北線　駒込駅
京浜東北線　上中里駅

7,500 松ノ井 覚
女子聖学院
高等学校 03-3917-2277

総会会場

案内を加盟校に送付。加盟校はＨＰで内容を確認。
加盟書類等郵送締切４月１４日（水）を予定

加盟費
連絡先

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、加盟校を集めての実施は行わない予定。
メール配信及びＨＰの活用によって、書面での連絡やオンラインでの議事承認を実施する予定。

東西ブロック
で時間指定
（HP掲載）

令和４年度東京都高等学校体育連盟各専門部総会日程及び加盟費

番号 専門部名
開催日 開始時間

https://zoom.us/j/ID、PWはメールで通知
https://zoom.us/j/ID、PWはメールで通知

