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7月28日 ～ 8月1日 －－－－
洛南(20)、乙訓(6)、京都共栄学園(6)、西京(3)、北稜(2)、
鳥羽(2)、久御山(2)、花園(2)、洛東(1)、京都工学院(1)、
京都外大西(1)、綾部(1)、福知山(1)、峰山(1)

－－－－
京都橘(12)、西城陽(6)、西京(3)、花園(2)、立命館宇治(2)、
北稜(1)、龍谷大付属平安(1)、京都文教(1)、
宮津・加悦谷・宮津天橋(1)

8月15日 ～ 8月21日 洛北 －－－－ 洛北 －－－－
8月7日 ～ 8月13日 －－－－ 京都廣学館(5)、朱雀(2)、京都すばる(1) －－－－ －－－－

トラック 8月19日 ～ 8月22日 北桑田、鴨沂 北桑田(6)、鴨沂(5)、向陽(1) －－－－ 北桑田(2)、京都精華学園(1)
ロード 8月23日 －－－－ 北桑田(3)、鴨沂(1)、向陽(1) －－－－ 北桑田(2)、京都精華学園(1)
男子 8月13日 ～ 8月22日 東山 －－－－
女子 8月18日 ～ 8月22日 －－－－ －－－－

8月17日 ～ 8月21日 －－－－ 久美浜・丹後緑風(6)、綾部(3) －－－－ 久美浜・丹後緑風(4)、綾部(3)
8月20日 ～ 8月21日 同志社 莵道(1) 同志社女子 同志社(1)
8月10日 ～ 8月14日 龍谷大付属平安 龍谷大付属平安(2)、立命館(1) 乙訓 乙訓(1)、龍谷大付属平安(1)
8月20日 ～ 8月23日 桃山 －－－－ 桃山 －－－－

男子 8月2日 ～ 8月6日 南陽 －－－－
女子 7月27日 ～ 7月31日 京都西山 －－－－

8月9日 ～ 8月13日 －－－－ 鳥羽(5)、海洋(3)、朱雀(1)、加悦谷(1) －－－－ 海洋(3)、宮津天橋(2)
8月15日 ～ 8月19日 －－－－ 海洋(7)、東舞鶴(3)、堀川(1) －－－－ 宮津・宮津天橋(7)、東舞鶴(4)
8月21日 ～ 8月24日 網野・丹後緑風 丹後緑風(3)、海洋(2)、日星(2)、京都八幡(1) －－－－ 丹後緑風(1)

体操競技 8月9日 ～ 8月11日 洛南 洛南(2) 向陽 南丹(1)、平安女学院(1)
新体操 8月21日 ～ 8月22日 網野・丹後緑風 紫野(1) 京都聖母学院 乙訓(1)
男子 7月24日 ～ 7月30日 洛南 －－－－
女子 8月9日 ～ 8月15日 京都精華学園 －－－－

8月6日 ～ 8月8日 日吉ケ丘 日吉ケ丘(2)、鳥羽(1)
7月29日 ～ 8月1日 京都外大西 桃山(1)、京都外大西(1) 城南菱創 洛北(1)、西乙訓(1)
8月12日 ～ 8月17日 東山 東山(5) 龍谷大付属平安 龍谷大付属平安(5)
8月8日 ～ 8月13日 乙訓 乙訓(5) 乙訓 乙訓(3)、京都外大西(2)
8月13日 ～ 8月18日 須知 －－－－ 須知 －－－－
8月12日 ～ 8月15日 京都外大西 京都外大西(2)、京都精華学園(2) 華頂女子 華頂女子(2)、京都両洋(2)

男子 8月2日 ～ 8月6日 洛南 －－－－
女子 7月27日 ～ 7月31日 京都橘 －－－－
男子 7月28日 ～ 7月31日 福知山成美 福知山成美(6)、西城陽(2)、南丹(2)、京都文教(2)、
女子 8月1日 ～ 8月4日 京都光華 京都光華(12)

8月9日 ～ 8月12日 久御山 東山(1)、久御山(1) 日吉ケ丘 日吉ケ丘(1)、久御山(1)
8月9日 ～ 8月12日 南陽 南陽(3)、久御山(2)

競泳 8月17日 ～ 8月20日 －－－－
洛南(4)、京都外大西(4)、京都教育大附属(1)、
京都産業大附属(1)

－－－－
京都外大西(5)、洛南(2)、立命館宇治(2)、京都教育大附属(1)、
田辺(1)、京都両洋(1)

飛込 8月17日 ～ 8月20日 －－－－ －－－－ －－－－ 京都明徳(1)
水球 8月16日 ～ 8月20日 鳥羽 －－－－ －－－－ －－－－

8月8日 ～ 8月12日 京都先端科学大附属 京都先端科学大附属(3)、京都文教(3)、京都共栄学園(1) 京都文教 京都文教(3)、立命館宇治(2)、乙訓(1)、大谷(1)
8月1日 ～ 8月8日 東山 東山(6)、洛星(1) 京都外大西 京都外大西(3)、同志社国際(2)
7月30日 ～ 8月1日 一燈園 一燈園(4)、京都外大西(1)、桃山(1) 京都西山 京都西山(2)、一燈園(2)、京都文教(1)、京都外大西(1)

和歌山 8月12日 ～ 8月16日 －－－－ 洛南(1) －－－－ 立命館(1)
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8月22日 ～ 8月24日 －－－－ 清明(4)、北桑田美山(4)、伏見工業(3)、西舞鶴(2)、朱雀定(1) －－－－ 京都廣学館(2)

9月19日 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－
8月20日 ～ 8月25日 鳥羽 －－－－ 清明 －－－－
8月16日 ～ 8月19日 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－

千葉 8月9日 ～ 8月10日 清明・伏見工業 清明(6)、伏見工業(2) 清明・清新 清明(4)、清新(2)
8月12日 ～ 8月14日 桃山 －－－－ －－－－ －－－－

8月16日 ～ 8月18日
清明・東舞鶴浮島・
朱雀通

東舞鶴浮島(1)、朱雀通(1)
西京・桃山・
東舞鶴浮島

桃山(1)、東舞鶴浮島(1)

静岡 7月30日 ～ 8月3日 清明 －－－－
8月4日 ～ 8月6日 宮津伊根 清明(1)、京都奏和(1)、綾部東(1)、清新(1) －－－－ 清新(1)

8月3日
朱雀定・伏見工業・
京都奏和

朱雀定(3)、伏見工業(1) －－－－ 朱雀定(1)

団　　　体 個　　　人 団　　　体 個　　　人
広島 8月8日 ～ 8月11日 京都廣学館 京都廣学館(4)、北桑田(1)、園部(1) －－－－ 京都廣学館(2)、北桑田(1)、園部(1)

（　）内は生徒数　　団体と個人、単と複など重複の場合あり
ライフル射撃

開催地 競技種目 開催期間
男　　　　子

令和３年度その他の高等学校全国大会
女　　　　子

神奈川
バレーボール

バドミントン

サッカー

奈良
卓球

剣道

東京

陸上競技

柔道
バスケットボール

軟式野球
ソフトテニス

開催地 競技種目 開催期間
男　　　　子 女　　　　子

令和３年度全国高等学校定時制通信制体育大会

長野

水泳

柔道
テニス

少林寺拳法
ヨット

石川

バレーボール

ソフトテニス

剣道
なぎなた

相撲
弓道

富山

卓球
バドミントン
ホッケー
空手道

ウエイトリフティング
ボート

レスリング

新潟

体操

バスケットボール

アーチェリー
フェンシング

登山

ソフトボール

福井

陸上競技

ハンドボール
ボクシング

自転車競技

サッカー

カヌー

開催地 競技種目 開催期間
男　　　　子 女　　　　子

令和３年度全国高等学校総合体育大会


