
令和５年５月

№ 大　　会　　名 県 開催地 競技会場

5年 9月 28日 (木)

～ 30日 (土)

5年 11月 17日 (金) チーム 35,000

～ 18日 (土) 個人 2,500

5年 11月 24日 (金) チーム 35,000

～ 25日 (土) 個人 2,500

5年 10月 20日 (金) 個人1種目 2,000

～ 21日 (土) リレー1種目 3,000

6年 2月 3日 (土)

～ 4日 (日)

6年 2月 9日 (金)

～ 11日 (日)

第47回東北高等学校選抜卓球大会兼 6年 2月 2日 (金)

第51回全国高等学校選抜卓球大会東北予選会 ～ 4日 (日)

6年 1月 19日 (金) １校 35,000

～ 21日 (日) １組 7,000

6年 2月 2日 (金)

～ 2月 4日 (日)

6年 1月 18日 (木) チーム 28,000

～ 21日 (日) 単 2,500

複 5,000

5年 10月 14日 (土) 舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 23,000

～ 15日 (日) ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 12,000

ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 2,500

5年 10月 28日 (土)
(男子)
南陽市

南陽市向山公園ソフトボール場（Ａ・Ｂ球場）

～ 29日 (日)
(女子)
白鷹町

白鷹町ソフトボール場（Ｃ・Ｄ球場）
白鷹町野球場（Ｅ球場）

チーム 25,000

個人 2,500

6年 1月 20日 (土) １校 23,000

～ 21日 (日) 個人 2,500

6年 2月 2日 (金) １校 23,000

～ 4日 (日) 個人 2,500

5年 11月 25日 (土) 団体 6,000

～ 26日 (日) 個人 2,000

6年 2月 9日 (金)

～ 11日 (日)

5年 10月 28日 (土)

～ 29日 (日)

6年 1月 26日 (金)

～ 28日 (日)

5年 10月 27日 (金)

29日 (日)

6年 1月 20日 (土)

～ 21日 (日)

6年 2月 8日 (木)

～ 11日 (日)

6年 1月 26日 (金) チーム 23,000

～ 28日 (日) １名 2,500

5年 11月 10日 (金) チーム 23,000

～ 12日 (日) 個人 2,500

6年 1月 6日 (土) 団体 30,000

～ 8日 (月) 演技1組 6,000

男子個人 3,500

5年 9月 15日 (金) シングル 3,000

～ 17日 (日) ペア 4,000

フォア 6,000

令和５年度 東北高体連名義使用大会日程・会場一覧

競技種目 大会期日 参加料

1 陸上競技 第28回東北高等学校新人陸上競技選手権大会 福島 福島市
とうほう・みんなのスタジアム
（福島県営あづま陸上競技場）

2,500

2 体　操

第31回東北高等学校体操競技選抜大会

福島

福島市 福島県営あづま総合体育館

第31回東北高等学校新体操選抜大会 福島市 福島県営あづま総合体育館

3 水泳 競泳 第31回東北高等学校新人水泳競技大会 福島 郡山市 郡山しんきん開成山プール

１人

チーム 35,000

5 バレーボール
第13回東北高等学校新人
バレーボール選手権大会

岩手 一関市 一関市総合体育館 チーム 35,000

4 バスケットボール
第34回東北高等学校男女新人
バスケットボール選手権大会

山形 山形市
山形市総合スポーツセンター
第一体育館（Ａ・Ｂ）
山形県体育館（Ｃ・Ｄ）

35,000

7 ソフトテニス
第55回東北高等学校インドアソフトテニス大会
兼第49回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会
東北地区予選会

宮城 利府町
セキスイハイムスーパーアリーナＧ２１（宮
城県総合運動公園体育館）

6 卓　球 岩手 奥州市 奥州市総合体育館 チーム

チーム 33,000

9 サッカー 第23回東北高等学校新人サッカー選手権大会

男子
　６年１月27日(土)
　  　　～29日(月)

福島

楢葉町
広野町

Jヴィレッジ

チーム

8 ハンドボール 第47回東北高等学校ハンドボール選抜大会 宮城
利府町
仙台市

セキスイハイムスーパーアリーナＧ２１（宮
城県総合運動公園体育館）
仙台市宮城野体育館

35,000
女子
　６年１月20日(土)
　  　　～22日(月)

相馬市 相馬市光陽サッカー場

10 バドミントン
第52回全国高等学校選抜バドミントン大会
東北地区予選会

青森 青森市 新青森県総合運動公園マエダアリーナ

12 ソフトボール
第18回東北高等学校男子・女子
ソフトボール選抜大会

山形 チーム 27,000

11 ボート 第38回東北高等学校選抜ボート大会 福島 喜多方市 福島県営荻野漕艇場

(土) 青森 弘前市 青森県武道館

14 柔　道
第46回全国高等学校柔道選手権大会
東北地区大会

青森 八戸市 八戸市体育館

13 相　撲 第31回東北高等学校相撲選抜大会 5年 11月 18日

(土) 宮城 塩釜市 塩釜ガス体育館 チーム 23,00015 剣　道 第36回東北高等学校剣道選抜優勝大会 6年 2月 10日

17 弓　道 第42回東北高等学校弓道選抜大会 秋田 秋田市 秋田県立武道館弓道場

16 レスリング
第63回高松宮杯東北高等学校選抜レスリング兼
第67回全国高等学校選抜レスリング大会予選会

秋田 五城目町 五城目町広域体育館

経費
１人

20,250

19 テニス
大正製薬リポビタン
第46回全国選抜高校テニス大会東北地区大会
兼第44回東北選抜高校テニス大会

山形 天童市
山形県総合運運動公園テニスコート
・屋内多目的テニスコート

チーム 23,000

18 登　山
令和５年度東北高等学校体育連盟
登山専門部研修会

岩手 雫石町 網張温泉スキー場～鎌倉森

１名 2,500

21 ホッケー
令和５年度全国高等学校選抜ホッケー大会
東北地区予選会

宮城 栗原市
栗原市築館多目的競技場（人工芝）
栗原市一迫多目的広場（人工芝）

チーム 23,000

20 ボクシング 第35回東北高等学校ボクシング新人大会 宮城 仙台市
カメイアリーナ仙台
（仙台市体育館）

1種目 23,000

23
ラグビー

フットボール

第33回東北高等学校ラグビーフットボール新人大会兼
第25回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
東北地区予選大会

福島 いわき市
２１世紀の森公園
いわきグリーンフィールド・多目的広場

チーム 23,000

22 フェンシング
第48回全国高等学校選抜フェンシング大会
北海道・東北予選会

宮城 仙台市 元気フィールド仙台　仙台市宮城野体育館

25 アーチェリー 第38回東北高等学校アーチェリー選抜大会 青森 五戸町 五戸町屋内トレーニングセンター五戸ドーム

24 空手道 第37回東北高等学校空手道選抜大会 岩手 盛岡市 岩手県営武道館

27 カヌー
第14回東北高等学校新人
カヌースプリント選手権大会

山形 西川町 月山湖カヌースプリント競技場

26 なぎなた 第21回東北高等学校なぎなた選抜大会 秋田 大仙市 大仙市大曲体育館


