令和4年7月25日 現在

令和4年度 専門部年間行事予定
専門部
番号

4月

専門部名

■2,3,4各支部総会

1,2 陸

3 体

4 体

5
6

上

操

操

バスケットボール

バスケットボール

5月

■3･4都新人大会各支部予選会
■23～25都新人大会 :

■10 総会
■30 体操競技、関東予選大会
■30 体操競技 3年生大会

■1 新体操、関東予選大会
・21 体操競技、国体予選
・28・29 新体操、関東大会

・4・5 体操競技、関東大会
■18 体操競技、都総体兼IH予選大
会
■26 新体操、都総体兼IH予選大会

・8・9 新体操、国体関東ブロック
・9・10 体操競技、国体関東ブロック

・7～9 インターハイ、体操競技(愛媛)
・13・14 インターハイ、新体操(香川)

・9～13 体操競技国体(栃木)

■1 総会（書面）
■29 都総体・都関東予選体操

■１ 都総体・都関東予選体操
■3 都３年生大会体操
■5 都関東予選新体操・春季新人戦
（個人）
・15 国体予選新体操
・22 国体予選体操
・26～28 新体操 関東大会

・3～5 関東大会体操
■19 ｲﾝﾀｰﾊｲ予選新体操、春季新
人戦（団体）
■25 ｲﾝﾀｰﾊｲ予選体操

・7～9 インターハイ体操競技
・13～14 インターハイ新体操
■28 都2年生大会体操

・10～13 体操競技 国民体育大会
・18～19 新体操 国民体育大会体操
競技

■総会・春季大会代表者会議（HP）

■1・3・4・5 関東大会予選
■22・29 都総体

■5・12・18・19・24・25・26 都総体
・4・5 関東大会

・27～31 全国総体
■17技術講習会

・1 全国総体

■審判講習会（時期／会場は未定）

■1.3.4関東大会予選
■7 総体予選ＨＰ掲載日
■15.22.29都総体

■5.12.18.19.24～26都総体
・13.14関東大会(栃木県)

■10技術講習会
■17審判講習会

・7月27日～8月１日全国総体（香川県）

■22 新人戦ＨＰ掲載日

■10総会
■24.29関東大会予選

■3関東大会予選

■4.5関東大会
■12.19.26インターハイ予選

・28.29ビーチ関東大会

・全国高校総体
・27.28国体関東ブロック

・8～13ビーチ国体
■23.25全日本高校選手権
一次予選

■17総会・審判研究協議会
■24.29 春季大会予選

■1.4.8春季大会兼関東大会予選
■29 総体予選兼国体予選

・3～5関東大会
■12.19.26総体予選兼国体予選

■10帯同審判員研修会
■10テーピング講習会
■16.17ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ講習会
■18ビーチ国体予選
・28～31 全国高校総体
・27.28関東ビーチ

・1全国高校総体
■20.21夏季大会
・13～16マドンナカップビーチ（予定）
・27.28国体関東ブロック

・2～4関東ブロック長身者発掘合宿
■3.4技術研修会
■4指導者講習会
・10～13国体ビーチ

■17 総会(Web)
■24･29 関東個人予選

■1 関東個人予選
■3･4･5 関東団体予選
■8 審判講習会
■15･22･29 全国総体個人予選

・4・5 関東大会
■12･18･19 全国総体団体予選
・26 国体選考会

・3・10･17･18 国体選考会

・1～4 全国総体(愛媛県)
■24･25・26 新人大会

■10総会
■17.24.29関東個人予選

■3.4.5関東団体予選
■15.22.29全国総体個人
■5.8審判講習会

■3.4.5関東大会(東京都)
■12.19全国総体団体予選
・22～26ハイスクールジャパンカップ

・28.29.30.31インターハイ(愛媛県)
・10.17.18.22国体選考会
・地区大会

・国体関東ブロック(東京都)
■24.25.26 新人大会
■(未定)地区大会

■1・3・4・5 女子関東予選都大会
■1・8 男子関東予選都大会
■8・15 女子総体支部大会

・4・5 関東大会
■5・12・18・19 女子総体都大会
■5・11・12 男子総体都大会

男 ■17・24・29 関東大会予選
■1総会・関東予選ＨＰ掲載日
■10.17.24.29 関東大会予選

・7月27日～8月１日全国総体（香川県）

8 バレーボール 女

9 ソフトテニス

10 ソフトテニス

11 ソフトボール
12 スキー

男

女
■10 総会
男女 ■17・24 女子関東予選支部大会
■24・29 男子関東予選都大会

13 スケート

男女

14 卓

球

■17総会
男子 ■23.24.29.30関東大会予選・
都総体

15 卓

球

■17総会・春季大会

17 ラグビー

アメリカン

20 フットボール

・下旬 全日本スキー連盟会員登録

23 剣

道

道

24 水

泳

25 相

撲

26 弓

道

27 レスリング

・強化練習(H)（仮）
開催の可否、日程は未定
コロナ状況によっては行わない
・新人戦(H)
主催：東京都アイスホッケー連盟
（コロナにより中止の可能性もあり）

・3.4.5関東大会
■1.3.4.5関東大会予選･都総 ■12都総体
■22.23.24多摩地区大会
体
■指導者講習会(ペップノート配
・29～8/8全国総体
■7.8.14.15.21.22.28.29都総体 布)

・10.11.18.23全日本選手権(ｼﾞｭﾆ
ｱの部)予選
■25秋季大会

■3 総会（web）
■10･17･29 春季大会(都大会)

■1 春季大会(都大会)
・25～5/30 関東大会

■11 夏季大会抽選会
・ 第二回審判講習会（web）

・21 夏季大会開会式
・21～8/2 夏季大会

・23～8/2夏季大会
・8/2 秋季大会抽選会（決勝戦会場）
・25～28 秋季大会（ブロック）

■4･11･19･23 秋季大会(都大会)

■9 総会
■10・17・24・29 都総体

■1・3・4・5・7・8・15・22 都総体
・3・4・5 関東大会
・3・4・7・8・15・22・29 全国7人制大会 ・5・12・19 全国7人制大会予選
予選

・全国7人制大会
・全国合同チーム大会

・全国合同チーム大会
・26・28 関東ブロック国体

■3全国大会予選抽選会
■4・11・18・19・23・25 全国大会予選

・24～30全国総体

■27・28 選手権都一次予選

■3・4・10・11・17・18・19 選手権一
次予選

■総会

・26・27・29 ・30 全国総体予選
■17・18 選手権都予選

■２１～31 選手権都予選

女

■8総会
■23・24・29 ・30 都総体予選

■1 都総体支部予選
■5 関東都予選決勝
■14・15・21・22 都総体一次予選
■28・29 都総体二次予選
・28～30関東大会
・28・29 ・30 関東総体
■１・３・5・8 都総体予選

■4・5・11・12・18・19 都総体二次予
選

男

■2 総会
■3・9・10・16・17・23・5 関東都予選
■24・29 都総体支部予選

■3・4・10・11・17・18・19・23・24・25
選手権都予選

・1・3・4・5 関東予選
■8・15・22・29 ｲﾝﾀｰ八ｲ予選

4・5 関東大会
■11・12・18・19 ｲﾝﾀｰﾊｲ予選

■24 秋季大会代表者会議

■23総会

■1.8.15.29都総体

■5.12.19 都総体
・17 安全対策講習会
■25 秋季大会抽選会 指導者講習
会

■3 秋季大会打合せ
■4,11,18,25 秋季大会

■17・24・29関東大会都予選/決勝

■1・3・4・5・8・15都総体(個人)予選/ ■5・12・19 都総体(団体)予選/決勝
決勝
■29都総体（団体）予選

男

男女

■9 総会
男女 ■10・17・24・29

関東予選

男

■10 総会
男女 ■16・17 関東大会支部予選会
■24 関東大会都予選（個人）中止

・4・5 関東大会（千葉県千葉市）
■12 インターハイ都予選（男女団
体）

■9委員総会
■24専門部総会

■28･29競泳春季
■28･29水球リーグ戦
■29AS都総体

■25･26競泳都総体
■4･5･18･19･25･26水球リーグ戦

・20-22競泳関東大会
・20-22飛込関東大会
・24-26水球関東大会

■8 総会

・22 金沢大会

・11～12 関東大会
■19 都総体

・9 全国総体結団式
・10 国体予選
・26～28 全国高校総体

・4.5 関東大会
■12.18 都総体弓道競技

・6～9 全国総体

■10 総会
■24 都春季大会団体
男女 ■30 都春季大会団体

男女

29 テニス

■10総会
男女 ■17,24,29都総体（個人）
■10関東高校予選会

・5～8 全国総体（高知県）
■19 都秋季大会
・20 国体関東地区（東京武道館）
・22.23 武道系講習会①②

■ 24.25.26 都個人選手権大会

・3.4 関東選抜大会

・4・5 関東大会
・国民体育大会選考会
■19 都総体(学校対抗戦･個人対抗
戦(男)
■25 都総体(学校対抗戦･個人対抗
戦(女)
・4～6関東大会
・29～8/3全国総体

・1～4 全国総体
・全国高校生ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ選手権：

■11 学年別大会

■1,3,4.5,8都総体（個人）
■15,21,22都総体（団体）

・11-13関東大会

・1-3全国総体

■1都総体

・4.5関東大会
■19インターハイ予選

・5-8インターハイ

■5・6 都総体兼全国・関東大会予
■11救急法講習会

･5～9全国高校総体（香川）
■夏季大会

■3 関東大会予選､女子春季大会
■8 全国ｸﾞﾚｺ予選

■14,15都総体

■23 総会（都立工芸高等学校）

男女
■10 総会（Web会議）

■4または5 都総体個人（日時未定）
・10～12 関東大会
■18 都総体団体
・26 段位審査会

・6～10 インターハイ（愛媛県松山市） ■24・25 学年別大会支部予選

■17･18競泳新人
■18･19水球新人
■24競泳長水路記録会

■9 総会
男女 ■17.24.29 関東大会都予選
■2 総会(審判講習会)
・ジュニアクイーンズカップ
男女 ・ JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ

・10 東京ジュニア体重別選手権大会

■23 新人戦(個人･複)決勝
■25 新人戦（個人・単）予選

・15-18競泳全国総体
・17-20飛込全国総体
・20-23水球全国総体
■28･29水球都高校
・15 十和田大会
・27～28 関東選手権

男 ■29 春季大会

ウエイト
男女
30
リフティング

・13・14 全日本ｼﾞｭﾆｱ都予選
■13・14 都選手権(個人･複)
■15～22 新人戦(個人･複)予選

■5 関東大会都予選（団体）
■14・15 インターハイ支部予選
■21 インターハイ都予選（男女個
人）
■4 都春季大会団体（予備日）
■7 関東個人予選
■15 都総体支部予選

男女

32 ボクシング

■2.3地区別大会
・3～9全国総体

28 ホッケー

山

■都総体(H)

■17.28学年別大会

■9総会

31 登

・全国選抜大会(H)

・4、5関東大会
■12,18 都総体
■ 夏季大会

21 バドミントン 男女
22 柔

■11.18 普及研修大会
■(未定) 地区大会
・競技者育成STEP-3(埼玉県)

■3,4.7.8 春季大会7.8(予備日）
■5,15,22 都総体

女 ■24、29春季大会

18 サッカー

19 ハンドボール

■６夏季大会ＨＰ掲載日
■20.21ミニ国体（東京）
■21～24夏季大会

・4～7 女子全国総体
・13～15 国体関東ブロック予選
・19～22 男子全国総体

■10 第１回総会（日本大学豊山）
男女 ■14～19春季大会
■スケート専門部総会
■指導者講習会

16 軟式野球

9月

■3･9･10都選抜・1年生大会 : 3ハン ・3～7 全国総体
マー投
■21各支部夏季競技会
・24～26 私学大会

女

7 バレーボール 男

8月

■4･5,11･12,25･26各支部学年別大
会
・17～20 関東大会

■16･17,23･24都総体支部予選会

女

7月

■5･7･8･14･15都総体 : 4ﾊﾝﾏｰ投

男女 ■2.3.4.5各支部春季競技会

男

6月

・27-31全国総体

・4 宇佐大会
■11 秋季大会

■24,25都選抜大会

■11,18,19,23,25新人戦

■1 関東選考会

・3.4.5.6 関東大会
■18.19.25.26 都総体

・27.28.29.30.31 全国総体

・1.2 全国総体
・18.19.20.21 国民体育大会関東ブロッ
ク大会

・8 国体チャレンジマッチ（調整中）

・4.5 関東大会
■19 都総体

・9.10 国体関東ブロック大会

・11～14 全国総体

■18 関東選抜大会都予選

男女 ■24.29.30.関東選考会

33 ボート

男女
■3 都総体ﾄﾗｯｸ②

・3～5 関東大会ﾄﾗｯｸ
・6
関東大会ﾛｰﾄ

■16 公式記録会

34 自転車

■15 総会
■23～24都総体ロード
男女 ■30 都総体ﾄﾗｯｸ①

・3～6 全国高校総体ﾄﾗｯｸ
・7 全国高校総体ﾛｰﾄﾞ
■20 都学年別大会ﾄﾗｯｸ①
■27 都学年別大会ﾄﾗｯｸ②

■18 都大庭杯記念大会
■25 都学年別ﾛｰﾄﾞ

・2 都ラ春季大会AR
男女 ■23 総会
・24 都ラ春季大会BR・BP

■1 都春季大会AR
■3.4 都春季大会BR・BP

・3～5 関東大会
■12 都総体AR
■18.19 都総体BR・BP

・28～31 全国選手権大会

・26～28 国体ブロック大会

・9～11 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
■18.19 都秋季大会BR・BP
■23 都秋季大会AR

■5 関東大会予選
■22 都総体

■5 都総体
・10-12 関東大会

・4～8 全国総体

■下旬 秋季(追加)登録

36 フェンシング

■16 総会
男女 ■下旬 加盟登録

■1都総体第３日

男女 ■29,30都総体第１日第２日

・11,12関東大会
・18,19全国総体予選

・17～20全国総体

37 空手道

■4 都総体
■15都総体

・4～5関東大会

38 アーチェリー

■9 総会
男女 ■17都総体
■29都総体

・8～10全国総体
■11記録会
■16第1回70ｍR大会

■10 専門部総会

■4 関東大会都予選会

・ 4・5 関東大会
■ 19 総体予選

・12・13・14・15 全国総体

■2 総会

■１ 都総体

・４・５ 関東大会

■ 2 総会

■ 28 都総体

35 ライフル射撃

■15専門部総会

39 なぎなた

女

■4東京都選手権

・7/２９～３１ 全国総体

40 少林寺拳法 男女
41

チアリーディング 男女

1・11 合同練習会

3 指導者講習会

令和4年7月25日 現在

令和4年度 専門部年間行事予定
専門部
番号

10月

専門部名
・6～10国体

1,2 陸

上

男女 ■2各支部秋季

・22～23関東高校選抜

11月
■3全国高校駅伝予選会
■5･6,20各支部秋季競技会
・19関東高校駅伝

12月
・25全国高校駅伝

1月

2月

■6,15各支部駅伝大会

■日程未定 体操競技 秋季大会兼全 ■日程未定 体操競技 新人大会
国選抜予選

3 体

4 体

5
6

操

操

バスケットボール

バスケットボール

■1 都1年生大会体操

■20 秋季大会体操
■23 都秋季新人戦新体操
■27 選抜予選体操

■15 都種目別大会新体操

■23・30 新人戦支部大会

■7・8・9・15・21・22 新人戦本大会

■11 支部対抗選抜大会
・11・12関東新人

・2〜6 国民体育大会

■3・6・13・20 新人戦支部大会
・23～29 全国選手権大会
■3・6・12 全国選手権大会代表決定
戦

・2～6 国体（栃木）
■30 ＷＣ二次予選

■3.6.13.20.23 新人大会
■3.6.13 ＷＣ二次予選

■8.9.15.21.22 新人大会

・11.12 関東新人（神奈川）

・6～9国体
■30全日本高校選手権一次予選

■13全日本高校選手権代表決定戦
■20.23.27新人一次大会

・5～9全日本高校選手権大会
■29新人決勝大会

■5新人決勝大会

■8.9公認C級審判員資格取得講習
会
■23全日本高校選手権一次予選
・7～10国体インドア

■3.6新人選手権大会予選
■13全日本高校選手権代表決定戦
■20新人選手権大会
■26.27強化練習会

・4～8全日本高校選手権大会
■29新人選手権大会

■5新人選手権大会

■12・19 ・23 シングルス大会

男 ■30 全国選手権大会代表決定戦

女

12 スキー

■18審判・ＴＯ講習会
■23～29全国選手権大会（東京都）

■3・6・13 新進大会個人
■20･23 新進団体

■28 東京インドア大会

・21 関東選抜大会（埼玉県）

■3.6 新進大会
・11～14.競技者育成 STEP-4
■23.27 東京ｲﾝﾄﾞｱ予選

■27 東京ｲﾝﾄﾞｱ大会

■13.14.関東高校選抜(東京都)
■29.ｼﾝｸﾞﾙｽ大会(未定)

女
■2・9 女子新人戦支部大会
男女 ■30 女子新人戦都大会
■30 男子新人戦都大会

男女

13 スケート

男女

14 卓

球

男子

15 卓

球

女

・18～21 女子全国選抜
・25～28 男子全国選抜

・東京都民大会（F）
（全国総体選考会）
全国総体申し込み説明会

・関東大会(H)
全国総体申し込み

・７～11 全国大会（山形県）
■13～17 都総体（群馬県）

■28～31 強化練習会（群馬）

・全国総体（Ｓ･Ｆ･Ｈ）

・関東大会（Ｓ）

・東日本選抜大会（H）

■3.6.12.23新人大会

・25～28関東新人卓球大会・関 ■29東京都神奈川県強化練習
東選抜卓球大会
会

■新人大会

■6,13,23,27新人大会

・25～27関東選抜大会

・21～26 関東大会

17 ラグビー

■4～8全国・関東大会予選会
・2３～2５ 関東大会（群馬県）

■1.2.8.9.10.15.16.22.23.29新
人大会

男女

■3・6・13 全国大会予選
■4・11・18・25 新人大会
■12 新人大会連絡会/指導者講習会 ・27・28・30 全国大会
■28 新人大会

・25～28全国高等学校選抜卓球
大会

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

■22 指導者講習会(日程会場未定)

・12 代表者会議
・ 春季大会抽選会議記録講習会

・21 第一回審判講習会
・下旬春季大会（ブロック）

・1・3・5・7 全国大会
■8・9・10・15・22・29 新人大会

■5 新人大会
・11・12・18・19 関東新人大会

・全国合同大会関東地区予選
・24～31 全国選抜大会

男
■2・9・10・16・23・30 全国大会予選
・2～6 国民体育大会

・28.29.30.全国高校選抜(愛知県)

■3・6 男子新人戦都大会
■6・13・20 女子新人戦都大会
■６ 第２回総会（拓大一高）
■２０ 全国・関東予選会申込（拓大
一高）

■都総体(H)

16 軟式野球

・28～30 全国選抜大会(愛知県)

男
・国民体育大会(栃木県)
■23.30 新進大会

11 ソフトボール

・23～24 全国高校選抜大会新体操
(静岡県)
・25～26 全国高校選抜大会体操競技
(静岡県)

女

8 バレーボール 女

10 ソフトテニス

・23・24 新体操、全国選抜大会
・26 体操競技、全国選抜大会

男

7 バレーボール 男

9 ソフトテニス

3月

■1・2・8・9・15・16・22・23 選手権都 ■5・6・12 選手権都二次予選
二次予選
■13・19・20・23 新人選手権

■2 委員総会
■11・18 地区選抜研修大会選手権
・28・29・31 全国選手権大会

・2・4・7・9 全国選手権大会

■4・5・11・12・18・19・23・25・26
地区選抜研修大会

■11 委員総会
■12・18・19・21・25・26 新人選手権

■総会

・12・13・19・20 選手権関東予選
■未定 新人選手権

・全国選手権大会（兵庫）

・全国選手権大会（兵庫）
■未定 新人選手権

■未定 新人選手権

■総会

■10・16・23・30 秋季大会

■3・6・13・19・20・23 秋季大会

■4・11・18・25 研修大会

■2,9 秋季大会決勝

・2リーダー講習会
・6関東大会
・23 関東地区決勝

・24 全国大会決勝
・28 選抜大会

男

18 サッカー
女

■18 春季大会代表者会議

19 ハンドボール 男女
アメリカン

20 フットボール

男 ・23,30 関東大会

21 バドミントン 男女
22 柔

23 剣

道

道

■2・9・16 新人戦(個人･単) 予選/決 ■3･6･13・20新人戦(団体)予選/決勝
勝
■30 新人戦(団体)予選

■1 東京都学年別大会
男女 ・8～10 国体（栃木県宇都宮市）

■20・23 支部新人柔道大会

・2 普及指導講習会①
・3～5 国体（栃木県）
男女 ・16 指導者講習会
・30 都形大会選考会

・6 普及指導講習会②
・13 １級審査会
◇第1～8支部大会

◇新人大会支部予選

・8 関東関西交流戦

・4 組み合わせ抽選会

■8･9･15 冬季ﾌﾞﾛｯｸ大会(団体）

■12･19･21 新人戦Ⅱ部(個人)

■14・15 高校選手権支部予選
■22・28 高校選手権都予選

・20・21 全国高等学校柔道選手権大
会

■15 都新人大会

・12 段級位審査会
・18 武道系講習会③

・26～28 全国選抜大会（愛知県）

■競泳短水路記録会

24 水

泳

25 相

撲

男女
1～3 国民体育大会

26 弓

道

27 レスリング

28 ホッケー

29 テニス

■23 新人戦

4 全日本選手権

■1.2.23 都秋季大会

■12.13.20 都新人大会

・23～25 全国選抜大会

・2～5 国民体育大会：

■13 新人大会(学校対抗戦･個人対
抗戦（男女）

32 ボクシング
33 ボート

・11～13関東選抜大会

・全国選抜大会

■2,8,9,10,15,16新人戦

■3,5,6,12新人団体

・24-25関東選抜

・8-10国民体育大会
■30都高校秋季大会

■20都高校新人大会

・20-26全国選抜

手権大会

・14.15関東選抜大会

･24.25 全国高校生選抜クライミング選 ■21 著名登山家講演会
手権大会
■23 部活動指導者講習会①

男女 ■31全国高校生選抜クライミング選

・都ジュニア大会

■6 部活動指導者講習会②

■顧問研修会
■春季大会

都予選

・6.7.8.9.10 国民体育大会

■12.13.19.20 都新人戦

・1～4 国民体育大会

・5.6 関東選抜大会

・19.20.21.22 関東選抜大会

・全国選抜大会

男女
・19～21 全国選抜大会

男女
■新人大会ﾄﾗｯｸ
・29～31 関東新人大会

35 ライフル射撃

・6～8 国民体育大会
男女 ・23 都ラ秋季大会BR・BP

■8 指導者講習会
■15 トラック記録会
■29 ウィンターロード①

・12～13 都ラ選手権大会BR・BP
・19～20 関東選抜大会
■26 学年別大会

■3,5,6秋季新人大会
第１日～第３日

男女
■16秋季大会

38 アーチェリー 男女

■6 新人大会ﾛｰﾄﾞ

■6･20 新人大会
■20 顧問会議

36 フェンシング 男女

・24～26 全国選抜大会

・20～22 関東選抜

・24～26 全国選抜

・21,22関東選抜大会

・全国選抜大会22～25

・7．8関東合同練習会 令和4年度
・全国高等学校なぎなた選抜大会
・関東ブロック推薦予選会
・18 関東選抜大会

26 合同練習会

・25・26 全国高等学校選抜大会

・24～26全国選抜大会

40 少林寺拳法 男女
チアリーディング 男女

■12 トラック記録会③
・全国選抜大会

・26～28全国選抜

女
■6 新人大会

■12 トラック記録会②
■26 ｳｨﾝﾀｰﾛｰﾄﾞ②

■8～9 都新人大会,指導者講習会

■13第2回70ｍR大会
・12～13関東選抜
■23 全国選抜予選

41

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

男女

男女

39 なぎなた

4・5 栃木県・足利市民体育館

男女

34 自転車

37 空手道

・24～26 東日本大会

男女

･21～23関東高等学校登山大会

山

■12 都遠的大会

男女

ウエイト
男女
30
リフティング
31 登

・18～19 全国新人

男 ・23 関東選抜

９ 合同練習会

