令和３年度年間利用調整会
県民体育館・春野体育館・青少年センター（野市）・青少年体育館（いの町）
・くろしおアリーナ・東部体育センター・高知市総合体育館

４月

県民体育館
主競技場

木

2

金

3

土

（優先）高知大学 入学式
（スポーツ課）
8：30～17：00

4

日

中四国高等学校火水鳥錬成大会
（高知工業高等学校剣道部）
7：30～21：00

5

月

中四国高等学校火水鳥錬成大会
（高知工業高等学校剣道部）
8：00～18：00

6

火

7

水

8

木

9

金

10

土

日

12

月

13

火

14

水

15

木

補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

合宿
8：30～21：30

1

11

春野体育館

（優先）高知大学 入学式（準備） （優先）高知大学 入学式（準備）
（スポーツ課）
（スポーツ課）
8：30～21：00
8：30～21：00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場
休館日

休館日

合宿
8：30～21：30

（優先）高知大学 入学式
（スポーツ課）
8：30～17：00

合宿
8：30～21：30

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
7：30～19：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
7：30～19：00

合宿
8：30～21：30

休館日

第29回高知県ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ
選手権大会
（高知県ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会）
7：30～17：00

団体ﾘｰｸﾞ前期卓球大会
（県卓球協会）
7：30～19：00

休館日

休館日

高等学校春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

高等学校春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

高等学校春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

高等学校春季卓球
選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

全国居合道高知大会
（県剣道連盟居合道部)
15：00～21：00

全国居合道高知大会
（県剣道連盟居合道部)
8：00～18：00

全国居合道高知大会
（県剣道連盟居合道部)
8：00～15：00

休館日

休館日

４月―１

高知市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球
前期大会
（県卓球協会）
7：00～20：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00
春期大会
（県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）
9：00～15：00

小学春季大会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟
審判講習会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

４月
16

17

県民体育館

春野体育館

主競技場

補助競技場

金

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
13：00～21：00

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
13：00～21：00

土

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

大アリーナ

小アリーナ

2021年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

（優先）高知県中学・高等学校
春季体操競技選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～21：00

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

高校春季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

第38回ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ
全四国空手道選手権大会
(三好道場)
12：00～21：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ春季大会
（県ﾊﾞﾚｰ協会）
8：00～19：00

18

日

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

（優先）東京2020
オリンピック聖火リレー（設営）
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）高知県中学・高等学校
春季体操競技選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～18：00

第52回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ県ﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

高校春季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

月

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

20

火

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

21

水

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

木

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

第41回中四国学生
バドミントンリーグ戦
（中四国バドミントン学生連盟）
8：00～21：00

金

（株式会社スーパーフォー）
8：30～21：00

（株式会社スーパーフォー）
8：30～21：00

22

23

24

25

土

日

26

月

27

火

28

水

一般春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

令和3年度高知県消防大会
令和3年度高知県消防大会
（高知県危機管理部消防政策課） （高知県危機管理部消防政策課）
8：30～21：00
8：30～17：00

29

木

（優先）第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会
（卓球・ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ）
（スポーツ課）
7：30～17：00

30

金

スポーツ大会
（（学）龍馬学園 龍馬看護
ふくし専門学校）
8：30～17：00

（優先）第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会
（卓球・ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ）
（スポーツ課）
7：30～17：00

（優先）東京2020
オリンピック聖火リレー
（スポーツ課）
5：00～15：00

休館日

レクリエーション大会
（高知リハビリテーション
専門職大学）
7：00～17：00

レクリエーション大会
（高知リハビリテーション
専門職大学）
8：00～15：00

県中学春季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

県中学春季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

第63回高知県中学校
春季剣道大会（準備）

第63回高知県中学校
春季剣道大会（準備）

（高知県中学校体育連盟剣道部）

（高知県中学校体育連盟剣道部）

17：00～21：00

17：00～21：00

県中学春季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

県中学春季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

第63回高知県中学校
春季剣道大会

第63回高知県中学校
春季剣道大会

（高知県中学校体育連盟剣道部）

（高知県中学校体育連盟剣道部）

7：30～18：00

7：30～13：00

高知小津高校ホームマッチ
（高知小津高校）
8：30～17：00

高知小津高校ホームマッチ
（高知小津高校）
8：30～17：00

（優先）第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会
（ミニバスケットボール）
（スポーツ課）
7：00～19：00

（優先）第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会
（ミニバスケットボール）
（スポーツ課）
7：00～19：00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

第10回県春季大会
(県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会)
8：00～17：00

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00
第38回ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ
全四国空手道選手権大会
(三好道場)
7：00～20：00

19

東部体育センター

2021年度高知県中学校
バスケットボール春季大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ選手権大会
予選会兼全国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球
大会県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～15：00

高知県中学校春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

高知県中学校春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会
（バレーボール）
（スポーツ課）
7：00～18：00

第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会
（バレーボール）
（スポーツ課）
7：00～18：00

第17回高知県
実業団ﾊﾞﾄﾞ選手権（団体）
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～18：00

休館日

中学学年別春季卓球大会
（前日準備）
（県卓球協会）
17：00～21：00

中学学年別春季卓球大会
（県卓球協会）
7：30～19：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～19：00

（優先）第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会（剣道）
（スポーツ課）
8：30～18：00

休館日

休館日

（優先）第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会（体操）
（スポーツ課）
8：30～13：00

（優先）高知県中学・高等学校
新体操春季選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～18：00

ホームマッチ
（県立高知丸の内高等学校）
7：30～17：00

４月―２

第68回高知県レディース
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

（優先）第30回高知県スポーツ
第30回高知県スポーツ
少年団総合交流大会（空手道） 少年団総合交流大会（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
（スポーツ課）
（スポーツ課）
7：00～19：00
8：00～18：00

５月

1

2

土

県民体育館
主競技場

補助競技場

大アリーナ

第12回全国高等学校剣道
はちきん錬成会
（高知商業高等学校剣道部）
8：00～21：00

第12回全国高等学校剣道
はちきん錬成会
（高知商業高等学校剣道部）
8：00～21：00

第10回よっしゃこいジュニア
カップ・第10回ＹＯＳＡＫＯＩ
ＣＵＰ 前日準備
（高知県ドッジボール協会）
18：00～21：00

第12回全国高等学校剣道
はちきん錬成会
（高知商業高等学校剣道部）
8：00～17：00

第12回全国高等学校剣道
はちきん錬成会
（高知商業高等学校剣道部）
8：00～17：00

第10回よっしゃこいジュニア
カップ・第10回ＹＯＳＡＫＯＩ
ＣＵＰ
（高知県ドッジボール協会）
8：00～17：00

日
全国ホープス卓球大会
（団体）県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

3

4

5

（優先）第43回高知県道場
少年剣道大会
（高知県剣道道場連盟）
17：00～21：00

第69回県バドミントン一般リーグ
（高知県バドミントン協会）
8：00～20：00

（優先）第43回高知県道場
少年剣道大会
（高知県剣道道場連盟）
8：00～18：00

第52回高知県バスケットボール
第69回県バドミントン一般リーグ
県リーグ戦
（高知県バドミントン協会）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～20：00
8：00～19：00

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

合宿
8：30～21：30

高知県少年少女硬式空手道
選手権大会
(県硬式空手道連盟)
7：00～18：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

（優先）第42回高知県道場
少年剣道大会
（高知県剣道道場連盟）
8：00～15：00

さつき杯
（高知県バレーボール協会）
8：00～17：00

第39回高知県少年少女
空手道大会（全国予選）
（高知県空手道連盟）
7：30～21：00

第39回高知県少年少女
空手道大会（全国予選）
（高知県空手道連盟）
7：30～21：00

（優先）高知県ジュニア
合同強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

第69回ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ一般ﾘｰｸﾞ
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～20：00

火

さつき杯
（高知県バレーボール協会）
8：00～17：00

さつき杯
（高知県バレーボール協会）
8：00～17：00

第29回全国中学生空手道
選手権大会 県予選
（高知県空手道連盟）
7：30～18：00

第29回全国中学生空手道
選手権大会 県予選
（高知県空手道連盟）
7：30～18：00

（優先）高知県ジュニア
合同強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

中学春季卓球選手権大会
（県卓球協会）
7：30～21：00

（優先）高知県ジュニア
合同強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～17：00

合宿
8：30～21：30

中学春季卓球選手権大会
（県卓球協会）
7：30～20：00

水

7

金

土

（優先）令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会（抽選会）
（保健体育課）
8：00～21：00

令和3年度 中学校 春季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～19：00

休館日

令和3年度 中学校 春季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～19：00

レディース春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00
アサヒビール杯
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

日
アサヒビール杯
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

レクリエーション大会
（高知リハビリテーション
専門職大学）
7：00～17：00

レクリエーション大会
（高知リハビリテーション
専門職大学）
8：00～15：00

令和3年度中学校
県春季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～21：00

令和3年度中学校
県春季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～21：00

高知市バドミントン連盟
クラブリーグ戦
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00
令和3年度中学校
県春季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～18：00

休館日

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

第52回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ県ﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

休館日

第７２回高知県小学生
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

四国SC対抗水泳競技大会
（高知県水泳連盟）
7：00～17：00

（優先事業)
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(剣道)
7：00～19：00

四国SC対抗水泳競技大会
（高知県水泳連盟）
7：00～17：00

（優先事業)
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(剣道)
7：00～19：00

休館日

11 火
12 水

休館日

13 木

こうちシニアスポーツ
交流大会2021（卓球）
（（福）高知県社会福祉協議会）
8：00～17：00

こうちシニアスポーツ
交流大会2021（太極拳）
（（福）高知県社会福祉協議会）
8：00～17：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県ファーストリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県ファーストリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

14 金

15 土

高知自治労連第42回
スポーツ大会
（高知自治体労働組合総連合）
8：30～17：00

高知自治労連第42回
スポーツ大会
（高知自治体労働組合総連合）
8：30～17：00

休館日

休館日

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

四国SC対抗
水泳競技大会（準備）
（高知県水泳連盟）
7：00～17：00

令和3年度中学校
県春季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～18：00

10 月

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

合宿
8：30～21：30

さつき杯
（高知県バレーボール協会）
8：00～17：00

木

9

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

月

6

8

春野体育館

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

（優先）新体操中学校強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

５月―１

ラクーンカップバドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

高知自治労連第42回ｽﾎﾟｰﾂ大会
（自治労連）
8：00～17：00

５月

県民体育館

春野体育館

主競技場

補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

全農カップ・全日本卓球選手権
大会（ﾎｰﾌﾟｽ･ｶﾌﾞ･ﾊﾞﾝﾋﾞの部）
県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

ﾚﾃﾞｨｰｽｶｰﾆﾊﾞﾙ前期大会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県ファーストリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県ファーストリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8：00～18：30

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
7：00～19：00

21 金

（優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
卓球の部 （準備）
卓球の部 （準備）
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部 準備
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部 準備
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
13：00～21：00
13：00～21：00
13：00～21：00
13：00～21：00

（優先）令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）
（保健体育課）
15：00～21：00

令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部 準備
（保健体育課）
13：00～21：00

22 土

（優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
卓球の部
卓球の部
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部
（体操の部）
（新体操の部）
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
7：30～21：00
7：30～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：30～21：00
8：30～21：00
7：30～21：00

令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
8：00～21：00

令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
8：00～21：00

23 日

（優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
卓球の部
卓球の部
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部
（体操の部）
（新体操の部）
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
7：30～19：00
8：00～19：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：30～18：00
8：30～18：00
7：30～21：00

令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
8：00～18：00

令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
8：00～18：00

24 月

（優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県 （優先）令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
高等学校体育大会
バレーボールの部
バレーボールの部
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技の部
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
（保健体育課）
8：00～19：00
8：00～19：00
8：00～18：00
8：00～18：00

第52回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ県ﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

（優先）新体操中学校強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～18：00

17 月

休館日

休館日

18 火

（優先）令和３年度高知県
中学校体育主任研修会
（保健体育課）
8：00～17：00

16 日

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
7：00～19：00

19 水

20 木

休館日

休館日

（優先）令和３年度第74回高知県
高等学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部
（保健体育課）
7：30～19：00

25 火
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高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

26 水

27 木

28 金

（優先）高知県新体操ｼﾞｭﾆｱ大会
（高知県体操協会）
17：00～21：00

29 土

（優先）高知県新体操ｼﾞｭﾆｱ大会
（高知県体操協会）
8：30～21：00

30 日

31 月

（優先）高知県障害者
スポーツ大会
（スポーツ課）
7：00～18：00

（優先）高知県障害者
スポーツ大会
（スポーツ課）
7：00～18：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～19：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～19：00

休館日

休館日

５月―２

自治労高知県本部
第43回球技大会
（自治労県本部）
7：00～17：00
第２２回全国小学生ＡＢＣ大会
高知県予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

第44回全国ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ
巡回講習会
（高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟）
12：00～17：00
こうちｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ交流大会
（ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ）
（高知県社会福祉協議会）
8：00～17：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ2021年度
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

６月
1

火

2

水

3

木

4

金

5

6

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

土

第75回高知地区中学校
総合体育大会（ハンドボール）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（ハンドボール）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

第75回高知地区中学校
第75回高知地区中学校
総合体育大会（バスケットボール） 総合体育大会（バスケットボール）
（高知地区中学校体育連盟）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00
8：00～21：00

日

（優先）令和３年度第69回
高知県定時制通信制
高等学校体育大会
（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・卓球）
（保健体育課）
8：00～17：00

（優先）令和３年度第69回
高知県定時制通信制
高等学校体育大会
（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・卓球）
（保健体育課）
8：00～17：00

第75回高知地区中学校
第75回高知地区中学校
総合体育大会（バスケットボール） 総合体育大会（バスケットボール）
（高知地区中学校体育連盟）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～19：00
8：00～19：00

7

月

8

火

9

水

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

（優先）香南こーにゃんｶｯﾌﾟ
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（香南こーにゃんｶｯﾌ
ﾟ実行委員会）
8：30～17：00

（優先）香南こーにゃんｶｯﾌﾟ
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（香南こーにゃんｶｯﾌﾟ
実行委員会）
8：30～17：00

（優先）高吾地区中学校総合
体育大会
（バレーボール）
（高吾地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

第52回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ県ﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

（優先）高知地区中学校
総合体育大会（新体操）
（高知地区中学校体育連盟）
8：30～18：00

（優先）高吾地区中学校総合
体育大会
（バレーボール）
（高吾地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

休館日

休館日

11 金

12 土
第75回高知地区中学校
総合体育大会（バレーボール）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00
第59回西日本勤労者
剣道大会
（高知県勤労者剣道連盟）
7：30～21：00

13 日

14 月

第75回高知地区中学校
総合体育大会（バレーボール）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00
交流大会
（県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）
9：00～15：00

（優先）バレーボール知的精神
中四国予選会
（スポーツ課）
9：00～17：00

（優先）バレーボール知的精神
中四国予選会
（スポーツ課）
9：00～17：00

（優先）香長土地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（香長土地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

（優先）香長土地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（香長土地区中学校体育連盟）
8：00～15：00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

休館日

休館日

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

第25回わくわくスポーツ大会
（高知市特別支援教育研究会）
7：30～14：00

高知地区中学校体育大会
（バドミントン競技）
（高知市中学校体育連盟）
8：30～21：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（卓球）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

第59回西日本勤労者
剣道大会
（高知県勤労者剣道連盟）
7：30～17：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（バレーボール）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00
全日本実業団卓球選手権
大会県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

東部体育センター
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10 木

第59回西日本勤労者
剣道大会 準備
（高知県勤労者剣道連盟）
9：00～21：00

くろしおアリーナ

第75回高知地区中学校
総合体育大会（卓球）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（卓球）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00
（優先）バレーボール知的精神
中四国予選会
（スポーツ課）
7：00～17：00

（優先）バレーボール知的精神
中四国予選会
（スポーツ課）
7：00～17：00

Ｕ－12部会 県ﾌｧｰｽﾄﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

（優先）新体操強化練習
（高知県体操協会）
8：30～21：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（バレーボール）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

高知地区中学校体育大会
（バドミントン競技）
（高知市中学校体育連盟）
8：30～18：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（卓球）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00
第63回全国ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
巡回講習会
（高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟）
9：00～17：00

休館日

休館日

15 火
６月―１

６月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会 剣道大会
（準備・公式練習・開始式）
（保健体育課）
7：00～22：00

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会 剣道大会
（準備・公式練習・開始式）
（保健体育課）
7：00～22：00

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

16 水
17 木

18 金

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会
体操競技・新体操競技（男子）
（保健体育課）
8：00～21：00
小学校全国大会高知県予選
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

19 土

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会
新体操競技（女子）
（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会 剣道大会
（保健体育課）
7：00～22：00

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会 剣道大会
（保健体育課）
7：00～22：00

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会
体操競技・新体操競技（男子）
（保健体育課）
8：00～21：00

高知地区中学校体育大会
（バドミントン競技）
（高知市中学校体育連盟）
8：30～18：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00
第25回スマイル杯（準備）
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
19：00～21：00
小学校全国大会高知県予選
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

20 日

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会
新体操競技（女子）
（保健体育課）
8：30～16：30

全日本社会人Ｏ-40/Ｏ-50
バスケットボール選手権大会
高知県予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会 剣道大会
（保健体育課）
7：00～17：00

21 月

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会 剣道大会
（保健体育課）
7：00～17：00

（優先）令和３年度四国
高等学校選手権大会
体操競技・新体操競技（男子）
（保健体育課）
8：00～19：00

（優先）共催事業
高知県青年団協議会
8：30～18：00

休館日

休館日

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00
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22 火
23 水
24 木

運動会 準備
（みかづき幼稚園）
15：00～21：00

25 金

運動会 リハーサル
（みかづき幼稚園）
9：00～21：00

運動会 本番
（みかづき幼稚園）
8：00～15：00

26 土

マイナビインターンシップフェア
（株式会社マイナビ）
8：30～21：00

マイナビインターンシップフェア
（株式会社マイナビ）
8：30～21：00

27 日
高知県シニアボッチャ選手権大会

（高知県ボッチャ協会）
8：00～16：00

28 月

四国医科学生バスケットボール
選手権大会
（高知大学医学部バスケ部）
8：30～21：00

レディースカーニバル
中期卓球大会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

高知市バドミントン連盟
クラブリーグ戦
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00
四国医科学生バスケットボール
選手権大会
（高知大学医学部バスケ部）
8：30～21：00

バドミントン国体予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

休館日

29 火
30 水
６月―２

第75回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00
第25回高知県ダブルス
選手権大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）
8：00～17：00

バドミントン国体予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

（優先）高知県高等学校夏季
（優先）高知県高等学校新体操
体操競技選手権大会・高知地区
夏季選手権大会
中学校総合体育大会
（高知県体操協会）
（高知県体操協会）
8：30～18：00
8：30～18：00

休館日

親睦ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(市保護連)
8:30～17:00

第25回スマイル杯
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

小学校全国大会高知県予選
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

小学校全国大会高知県予選
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第75回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

児童福祉施設交歓行事
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知市子ども育成課）
8：00～14：00

高知県連段級審査会
（高知県空手道連盟）
12：00～17：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会
(卓球)
7：00～19：00

第26回ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ四国ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
予選会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

７月

県民体育館
主競技場

1

木

2

金

3

土

生涯スポーツスクーリング
（（学）龍馬学園 龍馬看護
ふくし専門学校）
8：30～17：30

4

日

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県ファーストリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

5

月

6

火

7

水

8

木

9

金

10 土

11 日

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場
休館日

生涯スポーツスクーリング
（（学）龍馬学園 龍馬看護
ふくし専門学校）
8：30～17：30
国民体育大会少年の部
一次選考会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00
国民体育大会少年の部
二次・成年の部選考会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

12 月

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

総合個人ﾘｰｸﾞ卓球大会
（県卓球協会）
7：30～19：00

総合個人ﾘｰｸﾞ卓球大会
（県卓球協会）
7：30～19：00

（優先）第16回若武者杯争奪少
年剣道錬成大会
（香南武道振興会）
8：30～21：00

（優先）第16回若武者杯争奪少
年剣道錬成大会
（香南武道振興会）
12：00～18：00

第３１回全日本ドッジボール
選手権高知県大会（準備）
（高知県ドッジボール協会）
19：00～21：00

市P連体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（市P連）
7：00～17：00

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ西日本交流大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

県一般夏季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

県一般夏季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

（優先）第16回若武者杯争奪少
年剣道錬成大会
（香南武道振興会）
8：00～19：00

（優先）第16回若武者杯争奪少
年剣道錬成大会
（香南武道振興会）
8：00～19：00

第３１回全日本ドッジボール
選手権高知県大会
（高知県ドッジボール協会）
8：30～18：00

市P連体育大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（市P連）
7：00～17：00

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ西日本交流大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

休館日

休館日

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
第6回ﾒﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

全日本社会人卓球選手権
大会県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～17：00

全国レディース大会選考会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

全日本総合予選会（社会人）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

児童・生徒・一般バドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

Ｕ－12部会 県ﾌｧｰｽﾄﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

Ｕ－12部会 県ﾌｧｰｽﾄﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

休館日

休館日

13 火

14 水

15 木

青少年体育館
(いの町）

体育祭
（県立高知丸の内高等学校）
7：30～21：00

７月―１

（優先）共催事業
高知県青年団協議会
8：30～19：00

休館日
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高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
第6回ﾒﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

７月
16 金

17 土

18 日

県民体育館
主競技場
体育祭
（県立高知丸の内高等学校）
7：30～17：00
生涯スポーツスクーリング
（（学）龍馬学園 龍馬看護
ふくし専門学校）
8：30～17：30
国体強化錬成会
（高知県剣道連盟）
8：00～17：00
全日本選手権大会
（ﾏｽﾀｰｽﾞの部）県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00
国体強化錬成会
（高知県剣道連盟）
8：00～17：00
夏季大会
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

中学校総体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（競技） 中学校総体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
（保健体育課）
8：00～21：00
8：00～21：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00
中学校総体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（競技） 中学校総体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
（保健体育課）
8：00～21：00
8：00～21：00
夏季大会
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

高知愛媛交流大会
（新極真会三好道場）
9：30～15：00

休館日

20 火
中学校総体 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～18：00

中学校総体 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～18：00

中学校総体 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（準備）
（保健体育課）
18：00～21：00

中学校総体 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（準備）
（保健体育課）
18：00～21：00

中学校総体 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～21：00

中学校総体 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～21：00

中学校総体 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～16：00

中学校総体 ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～16：00

中学校総体 卓球（準備）
（保健体育課）
16：00～21：00

中学校総体 卓球（準備）
（保健体育課）
16：00～21：00

24 土

中学校総体 卓球（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

中学校総体 卓球（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

25 日

中学校総体 卓球（競技）
（保健体育課）
7：30～18：00

中学校総体 卓球（競技）
（保健体育課）
7：30～18：00

22 木

23 金

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

全日本ジュニア
バドミントン高知県予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

中学校総体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（準備） 中学校総体 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ（準備）
（保健体育課）
（保健体育課）
17：00～21：00
17：00～21：00

19 月

21 水

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

全日本ジュニア
バドミントン高知県予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

高知愛媛交流大会
（新極真会三好道場）
12：00～21：00

ラクーンカップバドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

休館日

中学校総体 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（準備）
（保健体育課）
15：00～21：00

中学校総体 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（準備）
（保健体育課）
15：00～21：00

中学校総体 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～21：00

中学校総体育 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～21：00

中学校総体 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～17：00

中学校総体 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ（競技）
（保健体育課）
8：00～17：00

中学校総体 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（準備）
（保健体育課）
17：00～21：00

中学校総体 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（準備）
（保健体育課）
17：00～21：00

中学校総体 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

中学校総体 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

中学校総体 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（競技）
（保健体育課）
7：30～19：00
中学校総体 剣道（準備）
（保健体育課）
19：00～21：00
中学校総体 剣道（競技）
（保健体育課）
7：30～19：00

中学校総体 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ（競技）
（保健体育課）
7：30～19：00
中学校総体 剣道（準備）
（保健体育課）
19：00～21：00
中学校総体 剣道（競技）
（保健体育課）
7：30～19：00

中学校総体 （保健体育課）
8：00～21：00
高等学校夏季卓球大会
（団体・新人の部）
（高知県卓球協会）
7：30～21：00
四国地区少女テニス大会（準備）
（高知県立希望が丘学園）
13：00～21：00
高等学校夏季卓球大会
（団体・新人の部）
（高知県卓球協会）
8：00～21：00
四国地区少女テニス大会（本番）
（高知県立希望が丘学園）
8：30～21：00

中学校総体 （保健体育課）
8：00～21：00

合宿 8：30～21：30

高等学校夏季卓球大会
（団体・新人の部）
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

合宿 8：30～21：30

高等学校夏季卓球大会
（団体・新人の部）
（高知県卓球協会）
8：00～21：00

合宿 8：30～21：30

夏季中学1年生卓球大会中学学年別夏
季卓球大会兼全日本カデット県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

四国地区少女テニス大会（本番）
（高知県立希望が丘学園）
8：30～17：00
中学学年別夏季卓球大会兼
全日本カデット県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～20：00

中学校総体育 体操競技
（保健体育課）
8：30～21：00

中学校総体 新体操 ※準備
（保健体育課）
15：00～21：00

合宿 8：30～21：30

中学校総体 体操競技
（保健体育課）
8：30～18：00

中学校総体 新体操
（保健体育課）
8：00～17：00

合宿 8：30～21：30

夏季中学1年生卓球大会
中学学年別夏季卓球大会兼
全日本カデット県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

高知県中学校夏季強化合宿
（高知県中体連剣道部）
13：00～21：00

中学学年別夏季卓球大会兼
全日本カデット県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～20：00

高知県中学校夏季強化合宿
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿 8：30～21：30

高知県中学校夏季強化合宿
（高知県中体連剣道部）
8：30～12：00
（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿 8：30～21：30

31 土

※（優先）第75回高知県中学校総合体育大会は、行数の関係から略して中学校総体とします。

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8：30～17：00

合宿 8：30～21：30

７月―２
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第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ県ﾘｰｸﾞ戦

（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

四国総合高知県予選大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～18：00

四国総合高知県予選大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～18：00

８月

1

日

2

月

県民体育館

春野体育館

主競技場

補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

全国ホープス選抜卓球
大会県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

高知県夏季少年剣道錬成大会
（高知県剣道連盟少年部）
7：30～17：00

全日本総合予選会（社会人）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
Ｕ－12部会 県ﾘｰｸﾞ入替戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

青少年体育館
(いの町）

火

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
ハンドボールの部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

合宿
8：30～21：30

水

（優先）体育・保健体育
指導力向上伝達講習会
（保健体育課）
8：00～17：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
ハンドボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
ハンドボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

合宿
8：30～21：30

木

（優先）体育・保健体育
課題解決研修会
（保健体育課）
8：00～17：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
ハンドボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～18：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
ハンドボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～18：00

合宿
8：30～21：30

金

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
8：30～21：00

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
8：30～21：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
バレーボールの部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
バレーボールの部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

合宿
8：30～21：30

土

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
7：30～21：00

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
7：30～21：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
バレーボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
バレーボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

合宿
8：30～21：30

8

日

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
7：30～21：00

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
7：30～21：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
バレーボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～18：00

（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
バレーボールの部（競技）
（保健体育課）
7：30～18：00

9

月

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
7：30～17：00

第41回全日本クラブカップ
女子選手権大会
（高知県バレーボール協会）
7：30～15：00

5

6

7

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

合宿
8：30～21：30
（優先）第59回四国
中学校総合体育大会
ハンドボールの部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

4

東部体育センター
第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

合宿
8：30～21：30

（優先）体育・保健体育
指導力向上伝達講習会
（保健体育課）
8：00～17：00

3

くろしおアリーナ

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～19：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～19：00

合宿
8：30～21：30

合宿
8：30～21：30

10 火

合宿
8：30～21：30

11 水

合宿
8：30～21：30

12 木

合宿
8：30～21：30

DC_U16男子強化事業
DC_U16男子強化事業
（優秀校招聘事業）
（優秀校招聘事業）
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
8：00～21：00

13 金

14 土

DC_U16男子強化事業
DC_U16男子強化事業
（優秀校招聘事業）
（優秀校招聘事業）
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
8：00～21：00

県中学学年別バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

県中学学年別バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

15 日

DC_U16男子強化事業
DC_U16男子強化事業
（優秀校招聘事業）
（優秀校招聘事業）
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

県中学学年別バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

県中学学年別バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

合宿
8：30～21：30

（優先）高知県少年剣道教室
（高知県剣道道場連盟）
8：30～17：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

８月―１
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第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

休館日

休館日

第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ
女子選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
7：00～21：00

第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ
女子選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
7：00～21：00

第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ
女子選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
7：00～21：00

第41回全日本ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ
女子選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
7：00～21：00

（優先事業）
高知市納涼花火大会
（高知市観光協会）
終日

（優先事業）
高知市納涼花火大会
（高知市観光協会）
終日

（優先事業）
高知市納涼花火大会（予備）
（高知市観光協会）
終日

（優先事業）
高知市納涼花火大会（予備）
（高知市観光協会）
終日

８月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

16 月

中学校・高校生オープン
夏季卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

17 火

県高校夏季
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

県高校夏季
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

18 水

県高校夏季
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

県高校夏季
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

（優先）高知県スポーツ少年団
リーダー研修会
（スポーツ課）
13：00～21：00

合宿
8：30～21：30

19 木

県高校夏季
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

県高校夏季
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

（優先）高知県スポーツ少年団
リーダー研修会
（スポーツ課）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

20 金

（優先）高知県スポーツ少年団
リーダー研修会
（スポーツ課）
8：30～12：00

合宿
8：30～21：30

21 土

小学校高学年強化合宿
（県剣道連盟少年部）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

小学校高学年強化合宿
（県剣道連盟少年部）
8：30～17：00

合宿
8：30～21：30

22 日

令和3年度高知県
ママさん夏季大会
（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00

23 月

（優先）体育・保健体育
課題解決研修会
（保健体育課）
8：00～17：00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

令和3年度高知県
ママさん夏季大会
（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00

合宿
8：30～21：30

団体リーグ中期卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

団体リーグ中期卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

合宿
8：30～21：30

合宿
8：30～21：30

25 水

（優先）体育・保健体育
指導力向上伝達講習会
（保健体育課）
12：00～17：00

26 木

中学学年別秋季卓球大会
（前日準備）
（高知県卓球協会）
17：00～21：00

中学学年別秋季卓球大会
（前日準備）
（高知県卓球協会）
17：00～21：00

合宿
8：30～21：30

27 金

中学学年別秋季卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～20：00

中学学年別秋季卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～17：00

合宿
8：30～21：30

第59回四国地区フォークダンス
指導者夏期講習会
（高知県フォークダンス連盟）
8：30～17：00

東部体育センター

合宿
8：30～21：30

24 火

28 土

くろしおアリーナ

小学四国選手権大会
県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～18：00

2021年度Ｕ15夏季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

合宿
8：30～21：30

2021年度Ｕ15夏季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00
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（優先）新体操強化練習
（高知県体操協会）
8：30～21：00

令和3年度中学校
県秋季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～21：00

第1回ジュニア・
リーダースクール
（スポーツ課）
8：30～20：00

令和3年度中学校
県秋季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～18：00

令和3年度中学校
県秋季大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～18：00

高知県職員球技大会
（高知県職員レクリエーション
事業実施委員会）
8：00～17：00

29 日

第59回四国地区フォークダンス
指導者夏期講習会
（高知県フォークダンス連盟）
8：30～17：00

四国ラージボール卓球大会
（団体の部）県予選会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

2021年度Ｕ15夏季リーグ
全日本総合予選会（決定戦）
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

（優先）高知くろしおキッズ
発掘プログラム
（スポーツ課）
8：30～17：00

（優先）高知くろしおキッズ
発掘プログラム
（スポーツ課）
8：30～17：00

30 月
31 火
８月―２

県混合ダブルス
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

夏期大会
（県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）
9：00～15：00

９月

県民体育館

春野体育館

主競技場

補助競技場

1

水

2

木

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

3

金

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

4

5

土

日

6

月

7

火

8

水

9

木

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

休館日

休館日

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

フットサル大会(準備)
（（株）エフエム高知）
17：00～21：00

全日本マーチングコンテスト
高知県大会
（高知県吹奏楽連盟）
9：00～17：00

全日本マーチングコンテスト
高知県大会
（高知県吹奏楽連盟）
9：00～17：00

全日本社会人O-40/O-50
バスケットボール選手権大会
四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

全日本社会人O-40/O-50
バスケットボール選手権大会
四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

フットサル大会
（（株）エフエム高知）
8：00～21：00

フットサル大会
（（株）エフエム高知）
8：00～21：00

全日本社会人O-40/O-50
バスケットボール選手権大会
四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

全日本社会人O-40/O-50
バスケットボール選手権大会
四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

フットサル大会
（（株）エフエム高知）
8：00～17：00

フットサル大会
（（株）エフエム高知）
8：00～17：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

ラクーンカップバドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会選考会
（スポーツ課）
8：30～21：00

第３０回全国バドミントン
高知県予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00
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第39回全日本選手権
大会県予選
(県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会)
8：00～17：00
高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

休館日

休館日

Ｕ－12部会 県ｾｶﾝﾄﾞﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

（優先）第2回ジュニア・
リーダースクール
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(剣道)
7：00～19：00

Ｕ－12部会 県ｾｶﾝﾄﾞﾘｰｸﾞ戦
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：30～18：00

（優先）第2回ジュニア・
リーダースクール
（スポーツ課）
8：30～13：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(剣道)
7：00～19：00

休館日

休館日

10 金

11 土

12 日

高等学校秋季
卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00
高等学校秋季
卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00
第５回高知県ボッチャ選手権大会

（高知県ボッチャ協会）
8：00～16：00

13 月

高等学校秋季
卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

高等学校秋季
卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

14 火
15 水
９月―１

９月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

16 木
17 金
2021年度高知県中学校バスケット 2021年度高知県中学校バスケット
ボール秋季選手権大会兼 第2回 ボール秋季選手権大会兼 第2回
全国Ｕ15バスケットボール選手権 全国Ｕ15バスケットボール選手権
大会高知県予選（中体連の部）
大会高知県予選（中体連の部）
（高知県バスケットボール協会）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
8：00～21：00

18 土

19 日

一般秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

20 月

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

児童・生徒・一般バドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

2021年度高知県中学校バスケット 2021年度高知県中学校バスケット
ボール秋季選手権大会兼 第2回 ボール秋季選手権大会兼 第2回
Ｕ－12部会 県５年生以下大会
全国Ｕ15バスケットボール選手権 全国Ｕ15バスケットボール選手権
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
大会高知県予選（中体連の部）
大会高知県予選（中体連の部）
8：00～21：00
（高知県バスケットボール協会）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
8：00～21：00

Ｕ－12部会 県５年生以下大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第６９回高知県バドミントン
レディース大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

2021年度高知県中学校バスケット 2021年度高知県中学校バスケット
ボール秋季選手権大会兼 第2回 ボール秋季選手権大会兼 第2回
Ｕ－12部会 県５年生以下大会
全国Ｕ15バスケットボール選手権 全国Ｕ15バスケットボール選手権
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
大会高知県予選（中体連の部）
大会高知県予選（中体連の部）
8：30～19：00
（高知県バスケットボール協会）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

Ｕ－12部会 県５年生以下大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：30～19：00

第７３回高知県小学生
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

21 火

休館日

23 木

高知県ソフトバレーボール
第27回秋季大会
（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00

高知県ソフトバレーボール
第27回秋季大会
（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00

高知県中学校
バドミントン新人大会
（高知県中学校体育連盟
バドミントン専門部）
8：00～17：00

24 金

25 土

中学秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

中学秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

スカッシュバレーボール大会
夏季大会
（高知市保育所保護者会連合会）
8：00～17：00
中学秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

26 日
中学秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～20：00

27 月

第64回高知県中学校
第64回高知県中学校
剣道秋季大会（準備）
剣道秋季大会（準備）
（高知県中学校体育連盟剣道部） （高知県中学校体育連盟剣道部）
17：00～21：00
17：00～21：00

第64回高知県中学校
剣道秋季大会
（高知県中学校体育連盟剣道部）
7：30～18：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(空手)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(空手)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(空手)
7：00～19：00

（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(空手)
7：00～19：00

高知県中学校秋季選手権兼
全国U12選手権県予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

高知県中学校秋季選手権兼
全国U12選手権県予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

休館日

22 水
2021年度高知県中学校バスケット 2021年度高知県中学校バスケット
ボール秋季選手権大会兼 第2回 ボール秋季選手権大会兼 第2回
全国Ｕ15バスケットボール選手権 全国Ｕ15バスケットボール選手権
大会高知県予選（中体連の部）
大会高知県予選（中体連の部）
（高知県バスケットボール協会）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ3×3日本選手権
大会高知県予選
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

（優先）高知県中学・高等学校
秋季体操競技選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～21：00

小学生ミニバスケットボール大会
（高知中央ライオンズクラブ）
8：30～18：00

（優先）高知県中学・高等学校
秋季体操競技選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～18：00

（優先）高知県中学・高等学校
新体操秋季選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～18：00

休館日

休館日

第64回高知県中学校
剣道秋季大会
（高知県中学校体育連盟剣道部）
7：30～13：00

28 火
29 水
30 木
９月―２

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8：00～18：30
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（優先事業）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会
(卓球)
7：00～19：00

１０月
1

県民体育館
主競技場

2

土

3

日

小学秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～18：00

4

月

5

火

6

水

7

木

9

補助競技場

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

（優先）香南こーにゃんｶｯﾌﾟ
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（香南こーにゃんｶｯﾌﾟ
実行委員会）
8：30～17：00

Ｕ１８ ３×３高知県大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

全国ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｷｬﾗﾊﾞﾝ高知大会
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～18：00

Ｕ－12部会 ﾏｲｸﾛﾐﾆ大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

Ｕ－12部会 ﾏｲｸﾛﾐﾆ大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

Ｕ１８ ３×３高知県大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

県一般秋季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～18：00

休館日

休館日

大アリーナ

小アリーナ

（優先）
スポーツJAMフェスタ（準備）
（スポーツ課）
17：00～21：00

（優先）
スポーツJAMフェスタ（準備）
（スポーツ課）
17：00～21：00

（優先）香南こーにゃんｶｯﾌﾟ
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（香南こーにゃんｶｯﾌﾟ
実行委員会）
8：30～17：00

（優先）
スポーツJAMフェスタ
（スポーツ課）
7：00～18：00

（優先）
スポーツJAMフェスタ
（スポーツ課）
7：00～18：00

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

金
第38回全国都市対抗消防
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

8

春野体育館

第一三共ﾍﾙｽｹｱ・全国ﾚﾃﾞｨｰｽ
四国ﾌﾞﾛｯｸ卓球大会県選考会
（高知県卓球協会）
8：00～17：00

日本社会人バスケットボール
ＯＡフレンドリーマッチ
Ｏ-50女子の部 準備
（高知県バスケットボール協会）
13：00～21：00

日本社会人バスケットボール
ＯＡフレンドリーマッチ
Ｏ-50女子の部
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

土

高知市夏季大会（ﾏﾙﾆ杯）
高知市夏季大会（ﾏﾙﾆ杯）
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟） （高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～18：00
8：00～18：00

(優先）県民スポーツ月間
関連大会・県民スポーツ
フェスティバル（ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ）
（スポーツ課）
7：30～17：00

(優先）県民スポーツ月間
関連大会・県民スポーツ
フェスティバル（ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ）
（スポーツ課）
7：30～17：00

日本社会人バスケットボール
ＯＡフレンドリーマッチ
Ｏ-50女子の部
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

ソフトバレーボール大会
（高知地区建設業協会・
高知県建設業協会高知支部）
8：00～17：00
日本社会人バスケットボール
ＯＡフレンドリーマッチ
Ｏ-50女子の部
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

日本社会人バスケットボール
ＯＡフレンドリーマッチ
Ｏ-50女子の部
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

（優先）高知県小学生体操
選手権大会
（高知県体操協会）
13：00～21：00

第３０回全国小学生バドミントン
四国ブロック予選会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

全日本卓球選手権大会
県予選会（一般・ジュニアの部）
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

（優先）高知県小学生体操
選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～18：00

(優先）県民スポーツ月間
関連大会・県民スポーツ
フェスティバル（ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ）
（スポーツ課）
7：45～17：00

全日本卓球選手権大会
県予選会（一般・ジュニアの部）
（高知県卓球協会）
8：00～21：00

休館日

休館日

12 火
令和3年度四国地区
農学連スポーツ大会
（高知県立農業大学校）
8：30～17：00

休館日

休館日

（優先事業）
市民スポレク祭2021
（市スポ－ツ振興事業団）
8：00～15：00

（優先事業）
市民スポレク祭2021
（市スポ－ツ振興事業団）
8：00～15：00

日本社会人バスケットボール
ＯＡフレンドリーマッチ
Ｏ-50女子の部 準備
（高知県バスケットボール協会）
13：00～21：00

11 月

13 水

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

第2回全国U15選手権県予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

休館日

金

10 日

第2回全国U15選手権県予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

令和3年度四国地区
農学連スポーツ大会
（高知県立農業大学校）
8：30～17：00

14 木
四国選手権大会
（ｶﾃﾞｯﾄ以下の部）
(前日準備)
（県卓球協会）
17：00～21：00

15 金
１０月―１

１０月

16 土

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

（優先）自主事業
（オリンピアン）
8：30～17：00

第34回弘上・はるの杯
バレーボール大会 準備
（弘上・はるの杯
バレーボール大会実行委員会）
20：00～21：00

第38回スポーツ
レクリエーション大会
（高知県フォークダンス連盟）
12：00～17：00

高知市バドミントン連盟
クラブリーグ戦
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

17 日
レディース秋季卓球
選手権大会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

第34回弘上・はるの杯
バレーボール大会
（弘上・はるの杯
バレーボール大会実行委員会）
8：00～17：00

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
8：30～18：00

夏季選手権大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

第34回弘上・はるの杯
バレーボール大会
夏季選手権大会
夏季選手権大会
（弘上・はるの杯
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟） （県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
バレーボール大会実行委員会）
9：00～18：00
9：00～18：00
13：00～17：00

18 月

休館日

休館日

（優先）マッチング
プログラムⅡ-1（体力測定会）
（スポーツ課）
17：00～21：00

（優先）マッチング
プログラムⅡ-1（体力測定会）
（スポーツ課）
17：00～21：00

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

リズムダンス高知地区大会
（テレビ高知）
8：30～17：00

四国選手権大会
（ｶﾃﾞｯﾄ以下の部）
（県卓球協会）
7：30～21：00

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

第36回県選手権大会
(県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会)
8：00～17：00
フットワーク杯
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：30

四国選手権大会
（ｶﾃﾞｯﾄ以下の部）
（県卓球協会）
7：30～20：00

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰﾀﾞｰ養成講習会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
13：00～18：00

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰﾀﾞｰ養成講習会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
13：00～18：00

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

19 火
20 水

令和４園芸年度高知県園芸品
販売拡大推進大会・準備
（高知県農業協同組合）
8：30～21：00

21 木

令和４園芸年度高知県園芸品
販売拡大推進大会
（高知県農業協同組合）
8：30～21：00

婦人会スポーツ大会
（高知県連合婦人会）
8：30～17：00

22 金

23 土

（優先）四国ブロック
ミニバスケットボール
交流大会（女子）
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）四国ブロック
ミニバスケットボール
交流大会（女子）
（スポーツ課）
8：30～21：00

24 日

（優先）四国ブロック
ミニバスケットボール
交流大会（女子）
（スポーツ課）
8：30～15：00

（優先）四国ブロック
ミニバスケットボール
交流大会（女子）
（スポーツ課）
8：30～15：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県セカンドリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県セカンドリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：30～18：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県セカンドリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

ＫＢＡ Ｕ１２部会
県セカンドリーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：30～18：00

25 月

（優先）マッチング
プログラムⅡ-1（体力測定会）
（スポーツ課）
8：30～19：00

（優先）マッチング
プログラムⅡ-1（体力測定会）
（スポーツ課）
8：30～19：00

休館日

休館日

第３回小学生バドミントン
普及大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

中体連高知市中学
秋季卓球大会
（県卓球協会）
7：30～21：00

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8：00～18：30

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ団体卓球大会
（県卓球協会）
8：00～20：00

高校バスケットボール
秋季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

U12部会 高知北ﾗｲｵﾝｽﾞ杯
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～21：00

第84回高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
ﾘｰﾀﾞｰ養成講習会
（高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟）
9：00～17：00
第17回高知県実業団ﾊﾞﾄﾞ選手権
（個人）
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～18：00
高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

26 火
27 水
28 木
（優先）やまもも杯
（高知県体操協会）
17：00～21：00

29 金

30 土

第41回中央地区身体障害者
大運動会 準備
（高知市身体障害者連合会）
17：00～21：00
高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00
第41回中央地区身体障害者
大運動会
（高知市身体障害者連合会）
7：30～17：00

31 日
はちきん・いごっそう
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

高知市中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

高知市中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

（優先）やまもも杯
（高知県体操協会）
8：30～21：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00
はちきん・いごっそう
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

高知市中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

高知市中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～19：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～19：00

高校バスケットボール
秋季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

U12部会 高知北ﾗｲｵﾝｽﾞ杯
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：30～18：00

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00
秋期大会（県ﾚｸ大会）
（県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）
9：00～15：00

１０月―２

（優先事業）
高知市健康ヨガフェスタ2021
（市スポ－ツ振興事業団）
8：00～21：00

第84回高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
ﾘｰﾀﾞｰ養成講習会
（高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟）
9：00～12：00

１１月
1

月

2

火

3

水

4

木

5

金

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

（公社）日本３B体操協会創立50
周年記念全国大会高知県大会
（（公社）日本３B体操協会
高知県支部）
8：30～17：00

大アリーナ

高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

小アリーナ

高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00
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青少年センター
大アリーナ
小アリーナ
休館日

休館日

よさこいレディースオープン
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

よさこいレディースオープン
バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

（優先）野市ｶｯﾌﾟ（準備）
（香南JVC連合会）
15：00～21：00

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

高校バスケットボール
秋季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

(優先)あそビバ!in高知
(市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団)
8：00～19：00

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

高知市中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

高知市中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

休館日

休館日

高等学校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

高等学校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

高等学校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

高等学校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

高知市秋季大会（ｻﾆｰﾏｰﾄ杯）
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～18：00

高知市秋季大会（ｻﾆｰﾏｰﾄ杯）
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～18：00

（優先）野市ｶｯﾌﾟ（準備）
（香南JVC連合会）
15：00～21：00
西日本硬式空手道選手権大会
(準備)
(県硬式空手道連盟)
13：00～19：00

6

土

高等学校冬季卓球
選手権大会（新人戦）
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

高等学校冬季卓球
選手権大会（新人戦）
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

（優先）野市ｶｯﾌﾟ
（香南JVC連合会）
8：00～21：00

（優先）野市ｶｯﾌﾟ
（香南JVC連合会）
8：00～21：00

高校バレーボール秋季大会
（高体連バレーボール専門部）
8：00～18：00

全国選抜県予選ﾊﾞﾄﾞ大会
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～21：00

小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～19：00

第33回高知県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾊﾞﾄﾝ
ﾄﾜｰﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ﾘﾊ・準備）
（県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会）
9：00～21：00
スカッシュバレーボール大会
秋季大会
（高知市保育所保護者会連合会）

8：00～17：00

7

日

高等学校冬季卓球
選手権大会（新人戦）
（高知県卓球協会）
8：00～19：00
秋季大会無手無冠杯
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

8

月

9

火

10

水

11

木

12

金

13

土

14

日

15

月

西日本硬式空手道選手権大会
(県硬式空手道連盟)
7：00～18：30

高等学校冬季卓球
選手権大会（新人戦）
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～19：00
高知県秋季少年剣道錬成大会
（高知県剣道連盟少年部）
7：30～18：00

高知県秋季少年剣道錬成大会
（高知県剣道連盟少年部）
8：00～12：00

（優先）野市ｶｯﾌﾟ
（香南JVC連合会）
8：00～19：00

（優先）野市ｶｯﾌﾟ
（香南JVC連合会）
8：00～19：00

高校バレーボール秋季大会
（高体連バレーボール専門部）
8：00～18：00

秋季大会無手無冠杯
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

全国選抜県予選ﾊﾞﾄﾞ大会
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～19：00

第33回高知県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾊﾞﾄﾝ
ﾄﾜｰﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会）
9：00～21：00

（優先）令和３年度
登録販売者試験（準備）
（スポーツ課）
13：00～21：00
（優先）令和３年度
登録販売者試験
（スポーツ課）
8：30～21：00

休館日

全国高校駅伝高知県予選会
閉会式
（県陸協）
7：30～15：00

休館日

休館日

高知県中部地区施設交流会
（涅槃の家）
8：30～18：00

令和3年度高等学校秋季大会
兼全日本選手権
高知県大会（準備）
（高知県バレーボール協会）
15：00～21：00

令和3年度高等学校秋季大会兼 令和3年度高等学校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
全日本選手権高知県大会
（高知県バレーボール協会）
（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00

高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

高体連バスケットボール秋季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

高知市バドミントン連盟
クラブリーグ戦
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

（優先）マッチング
プログラムⅠ-２・Ⅱ-２
（スポーツ課）
8：30～18：00

（優先）マッチング
プログラムⅠ-２・Ⅱ-２
（スポーツ課）
8：30～18：00

休館日

休館日

１１月―１

（優先）主催事業
小学生ドッジボール大会準備
19：00～21：00

四国卓球選手権大会県予選会
（ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｯｸｽの部）
（県卓球協会）
7：30～21：00

（優先）主催事業
小学生ドッジボール大会
8：30～18：00

四国卓球選手権大会県予選会
（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・一般・年齢別の部）
（県卓球協会）
8：00～20：00

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

１１月
16

火

17

水

18

19

20

主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

金

（優先）企業運動会（準備）
（スポーツ課）
17：00～21：00

日本トリムPresents 第13回全国 日本トリムPresents 第13回全国
女子選抜フットサル大会
女子選抜フットサル大会
（（一社）高知県サッカー協会）
（（一社）高知県サッカー協会）
8：30～21：00
8：30～21：00

土

（優先）企業運動会
（スポーツ課）
7：30～14：00

日本トリムPresents 第13回全国 日本トリムPresents 第13回全国
女子選抜フットサル大会
女子選抜フットサル大会
（（一社）高知県サッカー協会）
（（一社）高知県サッカー協会）
8：30～21：00
8：30～21：00

日

22

月

火

24

水

25

木

26

金

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

日本トリムPresents 第13回全国
女子選抜フットサル大会
（（一社）高知県サッカー協会）
8：30～21：00

木

21

23

県民体育館

2021年度高知市中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

日本トリムPresents 第13回全国
女子選抜フットサル大会
（（一社）高知県サッカー協会）
8：30～19：00

2021年度高知市中学校
日本トリムPresents 第13回全国
バスケットボール新人大会
女子選抜フットサル大会
（高知県バスケットボール協会） （（一社）高知県サッカー協会）
第52回高知県バスケットボール
8：00～18：00
8：30～19：00
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

(優先）県民スポーツ月間
関連大会・県民スポーツ
フェスティバル（ﾎﾞｯﾁｬ）
（スポーツ課）
8：30～16：30

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

（優先）四国ブロックスポーツ
少年団リーダー研究大会
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）高知県中学・高等学校
新体操冬季選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～18：00

（優先）四国ブロックスポーツ
少年団リーダー研究大会
（スポーツ課）
8：30～13：00

休館日

休館日

（優先）わくわく体操ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
2021
（高知県体操協会）
8：30～18：00

（優先）わくわく体操ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
2021
（高知県体操協会）
8：30～18：00

県高校秋季大会
（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～20：00

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8：30～17：00

（優先）主催事業
高知県立青少年体育館
8：30～16：00

（優先事業）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会
（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
8：00～17：00

（優先事業）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会
（ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ）
（市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
6：00～17：00

高知市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球
中期大会
（県卓球協会）
7：00～20：00
県高校一般秋季大会
（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

高知市中学校新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

高知市中学校新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

（優先事業）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会
（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
6：00～17：00

（優先事業）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会
（卓球）
（市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
6：00～17：00

高知県小学生大会
（高知県空手道連盟）
7：30～17：00

高知県小学生大会
（高知県空手道連盟）
7：30～17：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

27

28

土

日

県外チーム招待
チャレンジマッチ
（高知県卓球協会）
8：00～18：00
マイナビ就職セミナー
（株式会社マイナビ）
8：30～21：00

29

月

30

火

（ｽﾎﾟｰﾂ課）
12：00～17：00
（優先）野市少年剣道錬成大会
・香南武道大会
（香南武道振興会）
17：00～21：00

マイナビ就職セミナー
（株式会社マイナビ）
8：30～21：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

団体リーグ後期卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

団体リーグ後期卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

県中学秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～19：00

（優先）野市少年剣道錬成大会・ （優先）野市少年剣道錬成大会・
香南武道大会
香南武道大会
（香南武道振興会）
（香南武道振興会）
8：00～19：00
8：00～18：00

休館日

休館日

１１月―２

県中学秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～19：00

高知県連段級審査会
（高知県空手道連盟）
12：00～17：00

第52回高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～19：00

第19回全国スポーツ
少年団バレーボール交流大会
県選考会
（スポーツ課）
7：00～18：00

第19回全国スポーツ
少年団バレーボール交流大会
県選考会
（スポーツ課）
7：00～18：00

１２月
1

水

2

木

3

金

4

5

6

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

小アリーナ

2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
令和3年度フォークダンス
クリスマスの集い
（高知県フォークダンス連盟）
12：00～17：00

令和3年度四国地区
赤十字病院スポーツ大会
（高知赤十字病院）
7：00～17：30

令和3年度四国地区
赤十字病院スポーツ大会
（高知赤十字病院）
7：00～17：30

ＫＢＡ Ｕ12部会冬季大会兼
全国大会予選兼四国ブロック
大会予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

ＫＢＡ Ｕ12部会冬季大会兼
全国大会予選兼四国ブロック
大会予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

第52回高知県バスケットボール
県リーグ戦
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

月

7

火

8

水

9

木

青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

休館日

土

日

大アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

（優先）野市町PTA体育大会
（野市町PTA連合会）
11：00～18：00

（優先）野市町PTA体育大会
（野市町PTA連合会）
11：00～18：00

（優先）高知くろしお
キッズ一次選考会
（スポーツ課）
8：30～18：00

（優先）県下小学生新体操
選手権大会
（高知県体操協会）
8：30～18：00

休館日

休館日

中四国対抗バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

かつおｶｯﾌﾟ全国小学生大会
（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～20：00

11

土

中学冬季（新人）卓球大会兼
全国・四国中学選抜県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

中学冬季（新人）卓球大会兼
全国・四国中学選抜県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12：00～17：00

（優先）新体操強化練習
（高知県体操協会）
8：30～21：00

12

日

中学冬季（新人）卓球大会兼
全国・四国中学選抜県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

中学冬季（新人）卓球大会兼
全国・四国中学選抜県予選会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

県一般リーグバドミントン
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

県一般リーグバドミントン
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

冬季選手権大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

（優先）新体操体験教室
（高知県体操協会）
8：30～18：00

13

月

休館日

休館日

14

火

15

水
１２月―１

（優先事業）
（市スポ－ツ振興事業団）
9：00～17：00

（優先事業）
（市スポ－ツ振興事業団）
9：00～17：00

市P連体育大会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（市P連）
7：00～17：00
中四国対抗バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

かつおｶｯﾌﾟ全国小学生大会
（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～17：00
交流大会
（県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）
9：00～15：00

児童・生徒・一般バドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

U12部会 冬季大会兼全国大会
予選兼四国ﾌﾞﾛｯｸ大会予選
（県ﾊﾞｽｹ協会）
8：00～21：00

2021年度高知県中学校
U12部会 冬季大会兼全国大会 第52回高知県バスケットボール
バスケットボール新人大会
予選兼四国ﾌﾞﾛｯｸ大会予選
県リーグ戦 入替戦
（高知県バスケットボール協会）
（県ﾊﾞｽｹ協会）
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00
8：00～18：00
8：00～19：00

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ゴ
ー
ル
改
修
工
事

(

金

休館日

市P連体育大会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（市P連）
7：00～17：00

精神障害者
スポーツ大会
（スポーツ課）
8：00～17：00

10

休館日

1
月
2
8
日
ま
で
）

東ｱｼﾞｱﾎｰﾌﾟｽ日本代表選考会
予選会
（高知県卓球協会）
8：00～18：00

１２月
16

金

18

土

日

20

月

21

火

22

水

23

木

24

金

25

補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

28

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

土

日

日本ﾄﾘﾑ杯高知ｵｰﾌﾟﾝ
卓球選手権大会
（前日準備）
（県卓球協会）
14：00～21：00
2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度高知県中学校
バスケットボール新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

（優先）第16回坂本龍馬旗全国
少年剣道錬成大会
（高知県剣道道場連盟）
8：30～21：00

県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ一般ﾘｰｸﾞ
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～19：00

県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ一般ﾘｰｸﾞ
（県ﾊﾞﾄﾞ協会）
8：00～19：00

（優先）第16回坂本龍馬旗全国
少年剣道錬成大会
（高知県剣道道場連盟）
12：30～18：00

（優先）第16回坂本龍馬旗全国
少年剣道錬成大会
（高知県剣道道場連盟）
8：00～18：00

（優先）第16回坂本龍馬旗全国
少年剣道錬成大会
（高知県剣道道場連盟）
8：00～15：00

休館日

休館日

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8：30～17：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ冬季大会
（県ﾊﾞﾚｰ協会）
8：00～18：00

月

火

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：30～21：00

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：30～21：00

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：30～21：00

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：30～21：00

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：00～21：00

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：30～21：00

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：00～21：00

第29回全国高等学校剣道
建依別錬成大会
（高知県剣道連盟）
7：30～21：00

全国選抜バドミントン選手権
大会四国地区予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

全国選抜バドミントン選手権
大会四国地区予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

全国選抜バドミントン選手権
大会四国地区予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

水

30

木

31

金

日本ﾄﾘﾑ杯高知ｵｰﾌﾟﾝ
卓球選手権大会
（県卓球協会）
8：00～19：00

第20回県親善交流大会
(県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会)
8：00～17：00
高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

合宿
8：30～21：30

高体連バスケットボール冬季
高体連バスケットボール冬季
選手権大会
選手権大会
（高知県バスケットボール協会） （高知県バスケットボール協会）
第22回全国高等学校剣道
第22回全国高等学校剣道
8：00～21：00
8：00～21：00
よさこい高知国体開催記念大会 よさこい高知国体開催記念大会
（高知県剣道連盟）
（高知県剣道連盟）
第22回全国高等学校剣道
第22回全国高等学校剣道
7：30～15：00
7：30～15：00
よさこい高知国体開催記念大会 よさこい高知国体開催記念大会
（高知県剣道連盟）
（高知県剣道連盟）
7：00～15：00
7：00～15：00
高体連バスケットボール冬季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～15：00

高体連バスケットボール冬季
選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～15：00

全国選抜バドミントン選手権
大会四国地区予選
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

高知県中学校冬季強化合宿
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

高知県中学校冬季強化合宿
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

県中学・高校冬季大会
（全国高校選抜大会県予選）
（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～17：00
第15回高知東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯/第
31回春の全国小学生選手権高
知県大会（準備）
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18：00～21：00

合宿
8：30～21：30

高知県中学校冬季強化合宿
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

休館
１２月―２

県中学・高校冬季大会
（全国高校選抜大会県予選）
（県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00
第15回高知東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯/第
31回春の全国小学生選手権高
知県大会
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

合宿
8：30～21：30

四国強化大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

合宿
8：30～17：00

四国強化大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～17：00

１７：００まで営業

１７：００まで営業

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ゴ
ー
ル
改
修
工
事

第26回スマイル杯
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

第26回スマイル杯
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

1
月
2
8
日
ま
で
）

高知市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球
後期大会
（県卓球協会）
7：00～20：00

１５：００まで営業
29

日本ﾄﾘﾑ杯高知ｵｰﾌﾟﾝ
卓球選手権大会
（県卓球協会）
8：00～21：00

合宿
8：30～21：30

高知県中学校冬季強化合宿
（高知県中体連剣道部）
18：00～21：00

27

くろしおアリーナ

(

26

主競技場

春野体育館

木

17

19

県民体育館

１７：００まで営業

１７：００まで営業

１月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

土

2

日

3

月

4

火

第24回近県中学校剣道強化
錬成大会
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

第24回近県中学校剣道強化
錬成大会
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

5

水

第24回近県中学校剣道強化
錬成大会
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

第24回近県中学校剣道強化
錬成大会
（高知県中体連剣道部）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

6

木

第24回近県中学校剣道強化
錬成大会
（高知県中体連剣道部）
8：00～18：00

第24回近県中学校剣道強化
錬成大会
（高知県中体連剣道部）
8：00～13：00

合宿
8：30～21：30

金

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
13：00～21：00

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
15：00～21：00

8

9

土

令和４年高知市成人式（準備）
（高知市教育委員会
生涯学習課）
8：00～21：00
令和４年高知市成人式
（高知市教育委員会
生涯学習課）
8：00～19：00

令和４年高知市成人式
（高知市教育委員会
生涯学習課）
8：30～19：00

県一般冬季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

県一般冬季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

日

高体連バスケットボール
冬季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
8：00～21：00

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
8：00～21：00

高知県高校冬季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

高体連バスケットボール
冬季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

高体連バスケットボール
冬季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
8：00～21：00

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
8：00～21：00

高知県高校冬季バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

高体連バスケットボール
冬季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
8：30～13：00

(優先)第23回ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ
（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝｶｯﾌﾟ実行委員会）
8：30～18：00

休館日

休館日

高知愛媛交流大会
（新極真会三好道場）
12：00～21：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

月
高体連バスケットボール
冬季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

11

火

12

水

13

木

14

15

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

金

（優先）令和３年度第65回全国高等学
校 選抜レスリング大会四国地区予
選会 令和４年度全国高等学校総
合体育大会レスリング競技リハーサ
ル大会（準備・会議）
（保健体育課）
12：00～21：00

土

（優先）令和３年度第65回全国高
等学校 選抜レスリング大会四
国地区予選会 令和４年度全
国高等学校総合体育大会レスリ
ング競技リハーサル大会
（保健体育課）
7：30～21：00

バスケットボール全日本社会人
選手権四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

バスケットボール全日本社会人
選手権四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

１月―１

高校バスケットボール
冬季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

音
響
設
備
改
修
工
事
（
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
）

第74回高新駅伝競走大会
（高新企業）
7：30～14：00

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ゴ
ー
ル
改
修
工
事

(

高体連バスケットボール
冬季選手権大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

高知県ソフトテニス
インドア選手権大会
（高知県ソフトテニス連盟）
8：00～17：00

10

東部体育センター

休館

1

7

くろしおアリーナ

1
月
2
8
日
ま
で
）

休館日

１月

県民体育館
主競技場

日

17

月

18

火

19

水

20

木

21

金

22

土

中学1年生・高校1年生大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

23

日

レディースカーニバル
後期卓球大会
（高知県卓球協会）
8：00～19：00

24

月

25

火

26

水

27

木

28

金

29

土

日

月

中学1年生・高校1年生大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

大アリーナ

小アリーナ

バスケットボール全日本社会人
選手権四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

バスケットボール全日本社会人
選手権四国ブロック予選
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

県中学冬季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

県中学冬季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

県中学冬季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

県中学冬季バド大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

高知愛媛交流大会
（新極真会三好道場）
9：30～15：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会）
8：30～21：00

休館日

休館日

（優先）高知くろしお
キッズ二次選考会
（スポーツ課）
8：30～18：00

休館日

全日本実業団四国地区予選兼
第57回四国実業団バド選手権
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

全日本実業団四国地区予選兼
第57回四国実業団バド選手権
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

全日本実業団四国地区予選兼
第57回四国実業団バド選手権
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

全日本実業団四国地区予選兼
第57回四国実業団バド選手権
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

冬季大会リープル杯
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

31

補助競技場

（優先）令和３年度第65回全国高
等学校 選抜レスリング大会四
国地区予選会 令和４年度全
国高等学校総合体育大会レスリ
ング競技リハーサル大会
（保健体育課）
7：30～18：00

16

30

春野体育館

冬季大会リープル杯
（高知県スカッシュバレー連盟）
8：00～17：00

第19回春野町剣道錬成大会
設営
（春野剣心館）
18：00～21：00

第19春野町剣道錬成大会
（春野剣心館）
8：00～16：00

高知県中学校バレーボール
新人大会
（高知県バレーボール協会）
9：00～18：00

休館日

高知県ソフトバレーボール
新春大会
（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00

休館日

高知県ソフトバレーボール
新春大会
（高知県バレーボール協会）
8：00～18：00

休館日

１月―２

くろしおアリーナ

新春初打ちオープン
レディースバドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～18：00

（優先）高知くろしお
キッズ育成プログラム
（スポーツ課）
8：30～18：00

ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
（高知県保育所
保護者会連合会）
8：30～17：00
第19回春野町剣道錬成大会
（春野剣心館）
8：00～18：00

青少年体育館
(いの町）

小学生冬季卓球大会
（高知県卓球協会）
8：00～18：00

東部体育センター

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

音
響
設
備
改
修
工
事
（
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
）

県新春大会
(県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会)
8：00～17：00

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ゴ
ー
ル
改
修
工
事
（
1
月
2
8
日
ま
で
）
2021年度高知市中学校
バスケットボール1年生大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度高知市中学校
バスケットボール1年生大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度高知市中学校
バスケットボール1年生大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

実技講習会（指導・審判）
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）
9：00～12：00

２月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

1

火

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

2

水

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

3

木

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

4

金

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

5

6

土

日

7

月

8

火

9

水

10

木

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

金

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

日本ハンドボールリーグ
高知大会
（高知県ハンドボール協会）
8：30～17：00

マイナビ業界研究フェア
（株式会社マイナビ）
8：30～21：00

土

青少年体育館
(いの町）

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

高知オープンバドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

高知オープンバドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

高知オープンバドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～21：00

高知オープンバドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

ハイスクールジャパンカップ
2022高知県予選会
（高知県ソフトテニス連盟）
8：00～17：00

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

第55回高知県中学校冬季
新人剣道大会
（県中体連剣道部）
17：00～21：00

第55回高知県中学校冬季
新人剣道大会
（県中体連剣道部）
17：00～21：00

第55回高知県中学校冬季
新人剣道大会
（県中体連剣道部）
8：00～18：00

第55回高知県中学校冬季
新人剣道大会
（県中体連剣道部）
8：00～13：00

休館日

休館日

ﾌﾞﾛｯｸ選抜大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

ﾌﾞﾛｯｸ選抜大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

高知市中学校新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00
高校バレーボール冬季大会
（高体連バレーボール専門部）
8：00～18：00

高校バレーボール冬季大会
（高体連バレーボール専門部）
8：00～18：00

高知県マーチング講習会
（高知県吹奏楽連盟）
9：00～17：00

高知県マーチング講習会
（高知県吹奏楽連盟）
9：00～17：00
日本ハンドボールリーグ
高知大会
（高知県ハンドボール協会）
10：00～14：00

くろしおアリーナ

休館日

日本ハンドボールリーグ
高知大会 準備
（高知県ハンドボール協会）
17：00～21：00

マイナビ業界研究フェア
（株式会社マイナビ）
8：30～21：00

12

小アリーナ

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

11

（優先）自主事業
（コンサート）
8：30～21：00

大アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

四国選手権大会
（一般・ジュニアの部）
（前日準備・前日練習）
（高知県卓球協会）
10：00～21：00

四国選手権大会
（一般・ジュニアの部）
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

四国選手権大会
（一般・ジュニアの部）
（前日準備・前日練習）
（高知県卓球協会）
10：00～21：00

四国選手権大会
（一般・ジュニアの部）
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

ラクーンカップバドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

高知県小学生バドミントン
新人大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

音
響
設
備
改
修
工
事
（
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
）

四国高等学校剣道新人大会
（高知県高等学校
体育連盟剣道専門部）
7：00～21：00

(優先事業)
高知市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研究大会
12：00～17：00

日

14

月

15

火

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

四国選手権大会
（一般・ジュニアの部）
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

四国選手権大会
（一般・ジュニアの部）
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

四国高等学校バスケットボール
新人大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

休館日

休館日

２月―１

（優先）共催事業
いの町教育委員会
8：30～17：00

親睦ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
(県保護連)
8：30～16：00
冬期大会
（県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）
9：00～15：00

高知市中学校新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00
四国高等学校剣道新人大会
（高知県高等学校
体育連盟剣道専門部）
7：00～21：00
高知県連段級審査会
（高知県空手道連盟）
12：00～17：00

高知市新人大会
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～18：00

高知市新人大会
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～18：00

高知市中学校新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

高知市中学校新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

四国高等学校剣道新人大会
（高知県高等学校
体育連盟剣道専門部）
7：00～18：00

四国高等学校剣道新人大会
（高知県高等学校
体育連盟剣道専門部）
7：00～18：00

四国中学くろしお新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
7：30～21：00

四国中学くろしお新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
7：30～21：00

第6回県なごやか大会
(県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会)
8：00～17：00

13

休館日

四国中学くろしお新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
7：00～18：00

四国中学くろしお新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
7：00～18：00
第65回全国ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ
指導者講習会伝達講習会
（高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟）
9：00～16：00

２月

16

水

17

木

18

金

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

19

土

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

（優先）
2022高知龍馬マラソン（準備）
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）
2022高知龍馬マラソン（準備）
（スポーツ課）
8：30～21：00

新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

Ｕ－12部会 新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

20

日

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

（優先）
2022高知龍馬マラソン
（スポーツ課）
8：00～21：00

（優先）
2022高知龍馬マラソン
（スポーツ課）
8：00～21：00

新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

新人大会
（県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学生連盟）
9：00～18：00

（優先）共催事業
高知県青年団協議会
8：30～18：00

21

月

休館日

休館日

22

火

23

水

24

木

25

金

26

土

（優先）
（優先）
2022高知龍馬マラソン（後片付） 2022高知龍馬マラソン（後片付）
（スポーツ課）
（スポーツ課）
8：30～17：00
8：30～17：00
中学生・高校生オープン
冬季卓球大会（前日準備）
（高知県卓球協会）
17：00～21：00

中学生・高校生オープン
冬季卓球大会（前日準備）
（高知県卓球協会）
17：00～21：00

中学生・高校生オープン
冬季卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

中学生・高校生オープン
冬季卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

第23回西日本龍馬杯
社会人交流大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

第23回西日本龍馬杯
社会人交流大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

第31回春の小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
四国選手権（準備）
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18：00～21：00

第31回春の小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
四国選手権（準備）
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
20：00～21：00

高知県教職員バドミントン大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

第23回西日本龍馬杯
社会人交流大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

第23回西日本龍馬杯
社会人交流大会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～19：00

第31回春の小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
四国選手権（準備）
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第31回春の小学生ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
四国選手権（準備）
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～16：00

児童・生徒・一般バドミントン大会
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

休館日

休館日

（優先）自主事業
（オリンピアン）
8：30～17：00

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～21：00

2021年度Ｕ15冬季リーグ
（高知県バスケットボール協会）
8：00～18：00

27

日
第６回高知県ボッチャ大会
（高知県ボッチャ協会）
8：00～16：00

28

月

Ｕ－12部会 新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

２月―２

くろしおアリーナ

東部体育センター

音
響
設
備
改
修
工
事
（
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
）

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

中体連香川高知交流
卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

中体連香川高知交流
卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

３月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

1

火

合宿
8：30～21：30

2

水

合宿
8：30～21：30

3

木

合宿
8：30～21：30

4

金

（優先）第4回やいろカップ
（高知県体操協会）
17：00～21：00

（優先）第4回やいろカップ
（高知県体操協会）
17：00～21：00

合宿
8：30～21：30

5

土

（優先）第4回やいろカップ
（高知県体操協会）
8：30～21：00

（優先）第4回やいろカップ
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

（優先）第4回やいろカップ
（高知県体操協会）
8：30～21：00

（優先）第4回やいろカップ
（高知県体操協会）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

休館日

休館日

合宿
8：30～21：30

県総合バド選手権大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

県総合バド選手権大会
（高知県バドミントン協会）
8：00～19：00

高知市バドミントン連盟
クラブリーグ戦
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

高知県バスケットボール
県リーグ戦ＴＯ・審判講習会
（高知県バスケットボール協会）
8：00～17：00

6

日

7

月

8

火

合宿
8：30～21：30

9

水

合宿
8：30～21：30

10

木

合宿
8：30～21：30

11

金

12

土

13

日

14

月

15

火

Hi-Six ﾌｯﾄｻﾙｶｯﾌﾟ2022 準備
（（株）エフエム高知）
17：00～21：00

日本トリムプレゼンツ高知家
卓球フェスティバル（前日準備）
（高知県卓球協会）
8：00～21：00

日本トリムプレゼンツ高知家
卓球フェスティバル
（高知県卓球協会）
7：30～20：00

Hi-Six ﾌｯﾄｻﾙｶｯﾌﾟ2022 予選
（（株）エフエム高知）
8：00～21：00

Hi-Six ﾌｯﾄｻﾙｶｯﾌﾟ2022 決勝
（（株）エフエム高知）
8：00～18：00
ラクーンカップ
（高知市バドミントン連盟）
8：30～18：00

合宿
8：30～21：30

Hi-Six ﾌｯﾄｻﾙｶｯﾌﾟ2022 予選
（（株）エフエム高知）
8：00～21：00

Ｕ－12部会近県選抜交流大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

Ｕ－12部会近県選抜交流大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

合宿
8：30～21：30

Hi-Six ﾌｯﾄｻﾙｶｯﾌﾟ2022 決勝
（（株）エフエム高知）
8：00～16：00

Ｕ－12部会近県選抜交流大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：30～18：00

Ｕ－12部会近県選抜交流大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：30～18：00

合宿
8：30～21：30

休館日

休館日

合宿
8：30～21：30

合宿
8：30～21：30

３月―１

くろしおアリーナ

東部体育センター

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

休館日

音
響
設
備
改
修
工
事
（
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
）

休館日

鴨田杯（準備）
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
18：00～21：00

鴨田杯
鴨田杯
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟） （高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～21：00
8：00～18：00

鴨田杯
鴨田杯
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟） （高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）
8：00～19：00
8：00～19：00

３月

県民体育館
主競技場

春野体育館
補助競技場

大アリーナ

小アリーナ

令和３年度 体育館利用計画調整資料
青少年センター
大アリーナ
小アリーナ

青少年体育館
(いの町）

16

水

合宿
8：30～21：30

17

木

合宿
8：30～21：30

18

金

県総合選手権
（高知県ハンドボール協会）
8：30～21：00

19

土
四国オープンボッチャ大会
（高知県ボッチャ協会）
8：30～16：00
県総合選手権
（高知県ハンドボール協会）
8：30～17：00

20

日
四国オープンボッチャ大会
（高知県ボッチャ協会）
9：00～15：00

ニッタク・リョウマ杯オープン
ラージボール卓球大会
（前日準備）
（高知県卓球協会）
17：00～21：00

ニッタク・リョウマ杯オープン
ラージボール卓球大会
（前日準備）
（高知県卓球協会）
17：00～21：00

ニッタク・リョウマ杯オープン
ラージボール卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

ニッタク・リョウマ杯オープン
ラージボール卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～21：00

第19回黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ（準備）
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18：00～21：00

第19回黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ（準備）
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18：00～21：00

合宿
8：30～21：30

ニッタク・リョウマ杯オープン
ラージボール卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

ニッタク・リョウマ杯オープン
ラージボール卓球大会
（高知県卓球協会）
7：30～19：00

第19回黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

第19回黒潮ﾌﾚﾝﾄｼｯﾌﾟ
（県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～16：00

合宿
8：30～21：30

東部体育センター

合宿
8：30～21：30

21

月

合宿
8：30～21：30

22

火

合宿
8：30～21：30

23

水

合宿
8：30～21：30

木

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（会場準備）
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（会場準備）
（スポーツ課）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

25

金

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（会場準備）
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（会場準備）
（スポーツ課）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

26

土

黒潮カップ高校交流大会
（高知県ハンドボール協会）
8：30～21：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（スポーツ課）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

27

日

黒潮カップ高校交流大会
（高知県ハンドボール協会）
8：30～21：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（スポーツ課）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

28

月

黒潮カップ高校交流大会
（高知県ハンドボール協会）
8：30～17：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）第44回全国スポーツ
少年団剣道交流大会
（スポーツ課）
8：30～21：00

合宿
8：30～21：30

29

火

合宿
8：30～21：30

30

水

合宿
8：30～21：30

31

木

合宿
8：30～21：30

24

くろしおアリーナ

３月―２

音
響
設
備
改
修
工
事
（
令
和
３
年
３
月
3
1
日
ま
で
）

高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ
（高知ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ）
9：00～18：00

高知市総合体育館
主競技場
補助競技場

