
種　　目 大 会 名 会　　場 開催地 出 場 校 （ 男 子 ） 出 場 校 （ 女 子 ）
体操
（体操）

R４ 3/21 熊本県立総合体育館 熊本 (個) 洛南５ (個) なし

体操
（新体操）

R４
3/18
　～19

熊本県立総合体育館 熊本
(団) なし
(個) 丹後緑風１

(団) なし
(個) なし

2 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ R３
12/23
　～29

東京体育館　他 東京 洛南、東山 京都精華学園、京都両洋

3 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ R４
1/5
　～9

東京体育館 東京 東山 京都橘

4 卓球 R４
3/19
　～21

栃木県総合運動公園体育館 栃木
(団) 東山、龍谷大学付属平安
(個) 京都先端科学大学附属１

(団) 龍谷大学付属平安
(個) 京都成章１

5 ｿﾌﾄﾃﾆｽ R４
3/28
　～30

日本ｶﾞｲｼﾎｰﾙ 愛知 (団) 福知山成美 (団) 京都光華

6 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ R４
3/24
　～29

ｽｶｲﾎｰﾙ豊田、岡崎中央総合公園総合体育館 愛知 洛北 洛北

R３
～R４

12/28
　～1/10

駒沢陸上競技場　他
東京
他

東山

R４
1/3
　～9

三木防災公園、ﾉｴﾋﾞｱｽﾀｼﾞｱﾑ神戸　他 兵庫 京都精華学園

8 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ R４
3/24
　～3/31

熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園熊谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 埼玉 京都成章、京都工学院

9 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ R４
3/25
　～28

日環ｱﾘｰﾅ栃木 栃木
(団) 京都両洋
(個) なし

(団) 京都成章
(個) なし

男　子 R４
3/25
　～28

岐阜県各務原市 岐阜県 綾部

女　子 R４
3/19
　～22

広島県尾道市 広島県 京都西山

11 相撲 R４
3/19
　～20

高知県立春野総合運動公園相撲場 高知
(団) 日吉ケ丘
(個) 日吉ケ丘６、鳥羽１

12 柔道 R４
3/20
　～21

日本武道館 東京
(団) 京都先端科学大学附属
(個) 京都先端科学大学附属３、京都文教１、
　　  京都共栄学園１

(団) 立命館宇治
(個) 乙訓２、立命館宇治２、京都文教１

ｱﾙﾍﾟﾝ R４
3/9
　～11

志賀高原ｽｷｰ場 長野 (個) 福知山成美１ (個) 京都光華２

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ R４
2/22
　～25

南原ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ、野沢温泉ｼｬﾝﾂｪ 長野 (個) 同志社４ (個) 同志社２、京都光華１

14 ｽｹｰﾄ R４
2/25
　～27

帯広市 北海道明治十勝ｵｰﾊﾞﾙ 北海道 なし なし

15 ﾎﾞｰﾄ R４
3/19
　～21

浜松市天竜ﾎﾞｰﾄ場 静岡
(ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ) 海洋１
(ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ) なし
(舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ) 京都工学院５、東舞鶴５

(ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ) なし
(ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ) なし
(舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ) 宮津天橋５

16 剣道 R４
3/27
　～28

春日井市総合体育館 愛知 (団) 久御山、龍谷大学付属平安 (団) 日吉ケ丘

17 ﾚｽﾘﾝｸﾞ R４
3/27
　～29

新潟市体育館 新潟
(団) 丹後緑風
(個) 丹後緑風５、京都八幡１、東山１、日星１

18 弓道 R３
12/23
　～25

ｱﾀﾞｽﾄﾘｱみとｱﾘｰﾅ 茨城
(団) 山城
(個) 京都外大西１、桂１

(団) 京都外大西
(個) 山城１、鴨沂１

19 ﾃﾆｽ R４
3/21
　～26

博多の森ﾃﾆｽ競技場、福岡県営春日公園テニスコート 福岡
（団）東山、京都外大西
（個）東山１、京都外大西１

（団）京都外大西、同志社国際
（個）京都外大西１、同志社国際１

20 登山 R３
12/25
　～26

埼玉県加須市民体育館 埼玉 (個) 東山１、城陽１ (個) 同志社女子１、東稜１、北桑田１

ﾄﾗｯｸ R４
3/22
　～24

大分県別府競輪場 大分 (個) 北桑田６、鴨沂２、北稜１、向陽１ (個) 北桑田４

ﾛｰﾄﾞ R４ 3/25 大分県日田市オートポリス 大分 (個) 北桑田３、鴨沂１ (個) 北桑田３

22 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ R４
3/22
　～25

北ｶﾞｽｱﾘｰﾅ札幌46 北海道 (個) 京都廣学館２、朱雀１、京都すばる１ (個) 洛陽総合１

23 ﾎｯｹｰ R３
12/23
　～27

川崎重工ﾎｯｹｰｽﾀｼﾞｱﾑ、岐阜各務野高等学校ﾎｯｹｰ場 岐阜 須知 須知、立命館

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ R４
3/26
　～28

金沢市総合体育館 石川 (個) 海洋２、鳥羽１、宮津天橋１ (個) 鳥羽５、宮津天橋３、海洋１

25 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ R４
3/25
　～27

熊本県立総合体育館 熊本
(団・ﾌﾙｰﾚ、ｴﾍﾟ) 龍谷大学付属平安
(団・ｻｰﾌﾞﾙ) 立命館

(団・ﾌﾙｰﾚ、ｴﾍﾟ、ｻｰﾌﾞﾙ) 龍谷大学付属平安

26 空手道 R４
3/24
　～26

宮城県総合体育館ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ21ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ 宮城

(団・組手) 京都外大西、洛陽総合、京都産業大学附属
(団・形) なし
(個・組手) 京都外大西１
(個・形) なし

(団・組手) 華頂女子
(団・形) 華頂女子
(個・組手) 華頂女子１
(個・形) なし

27 ｱｰﾁｪﾘｰ R４
3/27
　～28

つま恋ﾘｿﾞｰﾄ彩の郷 静岡 (個) 工業１ (個) 同志社女子３

28 なぎなた R４
3/20
　～21

伊丹市立伊丹ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 兵庫 (個) 洛星１、久御山１
(団) 南陽
(個) 南陽２、久御山１

29 少林寺拳法 R４
3/25
　～27

善通寺市民体育館 香川
(団) 京都廣学館
(個) 京都廣学館４、京都翔英３、桃山１、
　　  京都工学院１、一燈園２

(団) なし
(個) 京都西山３、京都女子２、京都廣学館２、
　　  一燈園１

第17回全国高等学校なぎなた選抜大会

第25回全国高等学校少林寺拳法選抜大会

第33回全国高等学校ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ選抜大会
兼 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ

第53回全国高等学校ﾎｯｹｰ選抜大会

第37回全国高等学校ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技選抜大会

第46回全国高等学校選抜ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
第41回全国高等学校空手道選抜大会

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
第40回全国高等学校ｱｰﾁｪﾘｰ選抜大会

第31回全国高等学校剣道選抜大会

令和３年度風間杯第65回全国高等学校選抜ﾚｽﾘﾝｸﾞ大会

第40回全国高等学校弓道選抜大会　　　　　　

第44回全国選抜高校ﾃﾆｽ大会

第12回全国高等学校選抜ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ選手権大会

21 自転車競技 第45回全国高等学校選抜自転車競技大会

第44回全国高等学校柔道選手権大会

13 ｽｷｰ 第34回全国高等学校選抜ｽｷｰ大会　　　

第12回全国高等学校選抜ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技会

第33回全国高等学校選抜ﾎﾞｰﾄ大会
JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会

第23回全国高等学校選抜ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

令和３年度第50回記念全国高等学校選抜ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

10 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 第40回全国高等学校ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選抜大会

令和３年度全国高等学校相撲選抜大会
（第73回全国高等学校相撲新人選手権大会）

第74回全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ高等学校選手権大会

第49回全国高等学校選抜卓球大会

第47回全日本高等学校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会

第45回全国高等学校ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選抜大会

7 ｻｯｶｰ
第100回全国高等学校ｻｯｶｰ選手権大会

第30回全国高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会

令和３年度全国高校選抜大会 出場校一覧
期　　間

1
第38回全国高等学校体操競技選抜大会

第37回全国高等学校新体操選抜大会

ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ2021
第74回全国高等学校ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会


