
令和５年度年間利用計画表

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





主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場
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

４月―１

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

県中学校春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
(高知県バドミントン協会)

8:30～21:00

第40回全四国
空手道選手権大会（準備）

（三好道場）
12：00～21：00

令和5年度高知県高等学校
春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～21：00

令和5年度高知県高等学校
春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～21：00

高知県高等学校
バスケットボール
春季選手権大会

(高体連バスケットボール専門部)
8:30～21:00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

公認審判員資格認定試験
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

9：00～17：00

高知県議会議員選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

休館日
高知県議会議員選挙撤収

（高知市選挙管理委員会事務局）
7：30～12：00

青少年センター 高知市総合体育館

休館日

第54回高知県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）
7：30～19：00

合宿
8:30～21:30

第29回四国選手権大会 兼
第28回高知県選手権大会

（高知県ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ協会）
7：30～16：00

第48回高知県
ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00
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4 火

5 水

6 木

1 土

2 日

3 月

春季選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

小学校連盟）
9:00～18:00

春季選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

小学校連盟）
9:00～18:00

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

県民体育館

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ審判
講習会、研修会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～13：00

8

春野体育館

10 月

14 金

11 火

12 水

４月

7 金

13 木

高知県議会議員選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

一般春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

(優先）高知県教職員
辞令交付式

（スポーツ課）
7：30～15：00

壁
・
床
改
修
工
事

（
四
月
二
十
一
日
ま
で

）

合宿
8:30～21:30

団体ﾘｰｸﾞ前期卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

高知市クラブリーグ戦
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）

8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

(優先）高知県教職員
辞令交付式（準備）

（スポーツ課）
15：00～21：00

休館日
合宿

8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

土

9 日

15 土

合宿
8:30～21:30

高知市長杯
ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球前期大会

（高知県卓球協会）
7：00～18：00

小学春季選手権大会
全国ﾚﾃﾞｨｰｽ大会選考会

（高知県卓球協会）
8：00～18：00

春季選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

小学校連盟）
9:00～18:00

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

春季選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会

小学校連盟）
9:00～18:00

第54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

休館日 休館日



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～19：00

（優先）第32回高知県
ｽﾎﾟｰﾂ少年団総合交流大会

（ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）
（スポーツ課）
7：00～19：00

（優先）第32回高知県
ｽﾎﾟｰﾂ少年団総合交流大会

（ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）
（スポーツ課）
7：00～19：00

（優先）第32回
高知県ｽﾎﾟｰﾂ少年団
総合交流大会（体操）

（スポーツ課）
8：30～14：00

令和5年度高知県中学校
春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～18：00

令和5年度高知県中学校
春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～18：00

休館日

（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（体操））

8:30～18:00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

高知市議会議員選挙撤収
（高知市選挙管理委員会事務局）

7：30～12：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

高知市議会議員選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

高知市議会議員選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

春季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

４月―２

第32回高知県
ｽﾎﾟｰﾂ少年団

総合交流大会（卓球）
（スポーツ課）
8：00～18：00

（優先）高知県中学校新体操春
季選手権大会／高知県高等学

校新体操春季選手権大会
（高知県体操協会（新体操））

8:30～18:00

香南市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
団体戦準備

（野市町体育協会卓球部）
19：00～21：00

（優先）第32回高知県
ｽﾎﾟｰﾂ少年団総合交流大会

（空手道）
（スポーツ課）
8：30～19：00

第32回高知県
ｽﾎﾟｰﾂ少年団総合交流大会

（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ）
（スポーツ課）
8：00～18：00

第32回高知県
ｽﾎﾟｰﾂ少年団

総合交流大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（スポーツ課）
7：00～18：00

第32回高知県
ｽﾎﾟｰﾂ少年団

総合交流大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（スポーツ課）
7：00～18：00

香南市長杯ラージボール団体戦
（野市町体育協会卓球部）

8:30～18:00

2023ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ天皇杯皇后杯
高知県ﾗｳﾝﾄﾞ

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

四国ﾚﾃﾞｨｰｽﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

第54回高知県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

ﾚﾃﾞｨｰｽ春季選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～17：00

中学春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

中学春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～18：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
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
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高知小津高校ﾎｰﾑﾏｯﾁ
（高知県立高知小津高等学校）

8：00～17：00

高知小津高校ﾎｰﾑﾏｯﾁ
（高知県立高知小津高等学校）

8：00～17：00

休館日

第12回県春季大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～17：00

第19回高知県
実業団選手権大会（団体）

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～18：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ第25回春季大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

全国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
大会県予選会

全日本ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
選手権県予選会

（高知県卓球協会）
8：00～15：00

高知県春季大会
（高知県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）

9：00～15：00

高知県高等学校
バスケットボール
春季選手権大会

(高体連バスケットボール専門部)
8:30～18:00

壁
・
床
改
修
工
事

（
四
月
二
十
一
日
ま
で

）

27

28

29

30

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

22

23

24

25

26

日

18

19

４月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

20

21

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

県中学校春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
(高知県バドミントン協会)

8:30～19:00
16 日

17 月

令和5年度高知県高等学校
春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～18：00

休館日 休館日

（優先）第32回
高知県ｽﾎﾟｰﾂ少年団
総合交流大会（剣道）

（スポーツ課）
8：30～15：00

高等学校春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

高等学校春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～20：00

（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（体操））

8:30～21:00

高等学校春季ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

高等学校春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

第40回全四国空手道選手権大会
（三好道場）
7：00～21：00

令和5年度高知県高等学校
春季大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～18：00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

中学学年別春季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

（優先）中四国地区
ろうあ者体育大会

（スポーツ課）
13：00～21：00

（優先）中四国地区
ろうあ者体育大会

（スポーツ課）
13：00～21：00

（優先）高知県新体操
ジュニア大会

（高知県体操協会（新体操））
8:30～21:00

こうちｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ
交流大会2023（卓球）

（高知県社会福祉協議会）
8：00～17：00

こうちｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ
交流大会2023（太極拳）

（高知県社会福祉協議会）
8：00～17：00

第54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

合宿
8:30～21:30

全農ｶｯﾌﾟ・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）
8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

高知県硬式空手道選手権大会
（準備）

（高知県硬式空手道連盟）
18：00～21：00

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～15：00

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
春季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
春季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

全国クラブ選手権西地区大会
四国予選

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

高知県中学校春季選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～21：00

高知県中学校春季選手権大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～21：00

全国クラブ選手権西地区大会
四国予選（準備）

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
16：00～21：00

休館日

休館日

50Ｍプールに切換

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

第76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)
8:30～19:00

（優先）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ少年団
春季交歓大会（剣道）

（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
7：00～19：00

（優先）高知県新体操
ジュニア大会

（高知県体操協会（新体操））
8:30～21:00

休館日

（優先）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ少年団
春季交歓大会（剣道）

（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
7：00～19：00

休館日

全国クラブ選手権西地区大会
四国予選

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

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

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ杯
（高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟）

8：00～17：00

第71回県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
一般ﾘｰｸﾞ

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～20：00

休館日

第54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

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ杯
（高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟）

8：00～17：00

休館日

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
春季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

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

５月―１

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
春季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

第71回県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
一般ﾘｰｸﾞ

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～20：00

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

（優先）中四国地区
ろうあ者体育大会

（スポーツ課）
8：00～17：00

（優先）中四国地区
ろうあ者体育大会

（スポーツ課）
8：00～17：00

中学春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

中学春季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

休館日

中学学年別春季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

第54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
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

高知県硬式空手道選手権大会
（高知県硬式空手道連盟）

7：00～17：00

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～15：00

休館日

第14回よっしゃこいｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ
・YOSAKOI　CUP前日準備
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

18：00～21：00

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会
（高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職大学）

8：30～17：00

合宿
8:30～21:30

第14回よっしゃこいｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ
・YOSAKOI　CUP

（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～21：00

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～21：00

合宿
8:30～21:30

休館日

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～21：00

水

さつき杯（高体連）
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

さつき杯（高体連）
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

第23回全国少年少女空手道選手権大会
高知県予選

（高知県空手道連盟）
7：00～19：00

第23回全国少年少女空手道選手権大会
高知県予選

（高知県空手道連盟）
8：00～17：00

（優先）高知県ジュニア
合同強化合宿

（高知県体操協会（体操））
8:30～21:00

さつき杯（高体連）
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

さつき杯（高体連）
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

（優先）高知県ジュニア
合同強化合宿

（高知県体操協会（体操））
8:30～21:00

第23回全国少年少女空手道選手権大会
高知県予選準備・練習
（高知県空手道連盟）

18：00～21：00

14

木

金

土

日

月

土

日

月

火

水

令和５年度　体育館利用計画調整資料

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

月

火

木

金

11

12

13

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～21：00

合宿
8:30～21:30

第71回県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ一般ﾘｰｸﾞ
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～20：00

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～21：00

第14回全国高等学校
剣道はちきん練成会
（高体連剣道専門部）

8：30～21：00

５月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

（優先）令和5年度
（第76回）高知県高等学校

体育大会抽選会
（保健体育課）
8：00～20：00

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会
（高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門職大学）

8：30～16：00

ｽﾎﾟｰﾂ大会
（龍馬看護ふくし専門学校）

8：30～17：00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
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

令和５年度　体育館利用計画調整資料

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部
（保健体育課）
8：00～19：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部
（保健体育課）
8：00～19：00

火

水

木

金

土

日

月

16

17

18

27
高知自治労連スポーツ大会

（高知自治体労働組合総連合）
8：30～17：00

28

25

26

5
0
Ｍ
プ
ー
ル
に
切
換

（優先）令和5年度第76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5年度第76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

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～18:30

（優先）令和5年度第76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）
8：30～19：00

（優先）令和5年度第76回
高知県高等学校体育大会

（新体操の部）
（保健体育課）
8：30～18：00

休館日

休館日

令和5年度第76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5年度第76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

(優先)令和5年度第76回
高知県高等学校体育大会

バドミントンの部
(保健体育課)
8:30～21:00

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

令和5年度第76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）
8：00～19：00

令和5年度第76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）
8：00～19：00

休館日
（優先）安全管理講習

（スポーツ課）
8：00～18：00

５月―２

2023年度
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～19：00

（優先）第25回高知県
障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会

（スポーツ課）
8：00～17：00

KBA U12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）

8：00～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
10：00～19：00

第4回ABC予選
バドミントン大会

(高知県バドミントン協会)
8:30～19:00

自治労高知県本部第45回
球技大会

（自治労県本部）
8：00～17：00

高知自治労連スポーツ大会
（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

高知自治労連スポーツ大会
（高知自治体労働組合総連合）

8：30～17：00

KBA U12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）

8：00～21：00

KBA U12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）

8：00～21：00

（優先）第21回香南こーにゃん
カップバドミントン大会
（香南こーにゃんカップ

バドミントン大会実行委員会）
8:30～17:00

（優先）第21回香南こーにゃん
カップバドミントン大会
（香南こーにゃんカップ

バドミントン大会実行委員会）
8:30～17:00

第54回高知県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

こうちｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ交流大会2023
（高知県社会福祉協議会）

8：00～17：00
日

月

火

水

30

31

木

金

土

水

20

21

22

23

24

(優先)令和5年度第76回
高知県高等学校体育大会

バドミントンの部
(保健体育課)
8:30～21:00

火

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部
（保健体育課）
8：00～21：00

（優先）令和5年度第76回
高知県高等学校体育大会

（体操の部）
（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）令和5年度第76回
高知県高等学校体育大会

（新体操の部）
（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　卓球の部
（保健体育課）
7：30～17：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部
（保健体育課）
8：00～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部
（保健体育課）
8：00～21：00

29

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　卓球の部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　卓球の部
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　卓球の部
（保健体育課）
7：30～19：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
8：00～19：00

19

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　卓球の部
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部
（保健体育課）
8：00～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校

体育大会　卓球の部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部　準備
（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）令和5年度
第76回高知県高等学校
体育大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技の部　準備
（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）令和5年度第76回
高知県高等学校体育大会

（体操の部）
（保健体育課）
8：30～18：00

休館日

５月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

第77回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）
（高知地区中学校体育連盟）

8：00～21：00

第77回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）
（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

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77回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）
（高知地区中学校体育連盟）

8：00～18：00

第77回高知地区中学校
総合体育大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）
（高知地区中学校体育連盟）

8：00～18：00

（優先）令和５年度香長土地区
中学校総合体育大会

（バレーボール）
（香長土地区中学校体育連盟）

8:30～18:00

わくわくｽﾎﾟｰﾂ大会
（高知市特別支援教育研究会）

7：30～14：00

（優先）令和５年度香長土地区
中学校総合体育大会

（バレーボール）
（香長土地区中学校体育連盟）

8:30～15:00

(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)
8:30～18:00

青少年体育館
(いの町）

令和５年度　体育館利用計画調整資料

６月―１

くろしおアリーナ 東部体育センター

高知地区中学校体育大会
(卓球)

(高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

第54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

第65回全国FD巡回講習会
(高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟)

9：00～17：00

（優先）第４５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

休館日
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（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

（優先）第４５回高知県道場少年剣道大会（準備）
（高知県剣道道場連盟）

17:00～21:00

第77回高知地区中学校
総合体育大会

(高知地区中学校体育連盟)
8:30～21:30

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

休館日 休館日

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

（優先）第77回高知地区中学校
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)
8:30～18:00

交流大会
（高知県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）

9：00～15：00

高知地区中学校体育大会
(卓球)

(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
(卓球)

(高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

（優先）第４５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

第77回高知地区中学校
総合体育大会

(高知地区中学校体育連盟)
8:30～18:00

休館日 休館日

高知市総合体育館

14

15

6

7

8

月

1

2

3

4

5

木

金

木

金

土

日

13

木

KBA　U12部会　第1回
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

第54回高知県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

土

水

火

高知地区中学校体育大会
(卓球)

(高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

休館日

青少年センター

9

日

水

10

（優先）第23回全国障害者
ｽﾎﾟｰﾂ大会車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技中四国予選会
（スポーツ課）
8：00～21：00

（優先）第23回全国障害者
ｽﾎﾟｰﾂ大会車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技中四国予選会
（スポーツ課）
8：00～21：00

（優先）令和5年度
（第71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5年度
（第71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）第23回全国障害者
ｽﾎﾟｰﾂ大会車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技中四国予選会
（スポーツ課）
8：00～17：00

（優先）第23回全国障害者
ｽﾎﾟｰﾂ大会車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

競技中四国予選会
（スポーツ課）
8：00～17：00

月

６月
県民体育館 春野体育館

12

11

火

近畿大学九州短期大学
ｽｸｰﾘﾝｸﾞ授業（生涯ｽﾎﾟｰﾂ）
（龍馬看護ふくし専門学校）

8：30～17：00

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

全国ﾎｰﾌﾟｽ卓球大会
（団体）県予選会

（高知県卓球協会）
8：00～21：00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

高知県ボッチャ大会
(高知県ボッチャ協会)

9:00～16:00

2022年度小学校バレ－ボ－ル
全国大会高知県予選大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学校連盟）
9:00～18:00

国体高知県予選
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～21：00

国体高知県予選
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～21：00

近畿大学九州短期大学
ｽｸｰﾘﾝｸﾞ授業（生涯ｽﾎﾟｰﾂ）
（龍馬看護ふくし専門学校）

8：30～17：00

第60回四国地区
高等専門学校体育大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技
（高知工業高等専門学校）

8：00～21：00

第60回四国地区
高等専門学校体育大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技
（高知工業高等専門学校）

8：00～21：00

（優先）主催行事
9:00～12:00

（優先）高知県高等学校
夏季選手権大会

（高知県体操協会（新体操））
12:00～21:00

国体高知県予選
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～19：00

第5回　通常総代会　準備
（高知県農業協同組合）

13：00～21：00

（優先）第77回高知地区中学校
総合体育大会（体操）／高知県

高等学校夏季体操競技選手権大会
（高知地区中学校体育連盟）／

（高知県体操協会（体操））
8:30～18:00

第5回　通常総代会　準備
（高知県農業協同組合）

13：00～21：00

近畿大学九州短期大学
ｽｸｰﾘﾝｸﾞ授業（生涯ｽﾎﾟｰﾂ）
（龍馬看護ふくし専門学校）

8：30～17：00

休館日

2022年度小学校バレ－ボ－ル
全国大会高知県予選大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学校連盟）
9:00～18:00

2022年度小学校バレ－ボ－ル
全国大会高知県予選大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学校連盟）
9:00～18:00

5
0
Ｍ
プ
ー
ル
に
切
換

（優先）高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団春季交歓大会

(卓球)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾘｰﾀﾞｰ講習会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

国体高知県予選
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～19：00

（優先）主催行事
13:00～17:00

第54回高知県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

ﾚﾃﾞｨｰｽｶｰﾆﾊﾞﾙ前期卓球大会
（高知県卓球協会）

8：00～17：00

休館日

運動会　本番
（みかづき幼稚園）

8：00～15：00

2022年度小学校バレ－ボ－ル
全国大会高知県予選大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会小学校連盟）
9:00～18:00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～18:00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

卓球の部
（保健体育課）
7：30～21：00

第5回　通常総代会
（高知県農業協同組合）

8：30～21：00

第5回　通常総代会
（高知県農業協同組合）

8：30～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

令和５年度　体育館利用計画調整資料

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

30

日

月

火

水

木

金

火

水

木

金

土

28

29

運動会　リハーサル
（みかづき幼稚園）

9：00～21：00

運動会　準備
（みかづき幼稚園）

15：00～21：00

月

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

卓球の部
（保健体育課）
7：30～19：00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

卓球の部
（保健体育課）
7：30～17：00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
7：30～18：00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
7：30～18：00

（優先）共催事業
高知県青年団協議会

8:30～18:00

第77回高知地区中学校
総合体育大会

(高知地区中学校体育連盟)
8:30～18:00

休館日 休館日

高知地区中学校体育大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

(高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

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

６月―２

６月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

20

21

22

23

24

25

26

27

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

卓球の部　準備
（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

卓球の部　準備
（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

卓球の部
（保健体育課）
7：30～21：00

19

高知地区中学校体育大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

(高知地区中学校体育連盟）
8：00～21：00

高知地区中学校体育大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

(高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

高知地区中学校体育大会
(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)

(高知地区中学校体育連盟）
8：00～18：00

金

土

16

17

18

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部　準備
（保健体育課）
7：30～21：00

日

（優先）令和5年度四国
高等学校選手権大会

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの部　準備
（保健体育課）
7：30～21：00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

令和５年度　体育館利用計画調整資料

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

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
13：00～21：00

金

土

13

国体強化錬成会
（高知県剣道連盟）

8：00～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
13：00～21：00

6

7

8

9

10

11

12

14

木

日

水

月

木

火

国民体育大会少年の部二次・成年の部
選考会　小学四国選手権大会県予選会

（高知県卓球協会）
7：30～20：00

職員採用資格試験
（高知市人事課）
12：00～17：00

ＫＢＡ　Ｕ１２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

ＫＢＡ　Ｕ１２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

県一般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
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

第54回高知県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

国民体育大会少年の部二次・成年の部
選考会　小学四国選手権大会県予選会

（高知県卓球協会）
8：00～18：00

休館日 休館日

5

金

土

７月―１

15

（優先）中総体
新体操の部

（保健体育課）
14：00～21：00

水

火

土

日

月

全日本剣道連盟主催
第50回全国居合道中央・地区

講習会準備
（高知県剣道連盟）

8：30～21：00

全日本剣道連盟主催
第50回全国居合道中央・地区

講習会準備
（高知県剣道連盟）

8：30～21：00

全日本剣道連盟主催第50回
全国居合道中央・地区講習会

（高知県剣道連盟）
8：30～17：00

全日本剣道連盟主催第50回
全国居合道中央・地区講習会

（高知県剣道連盟）
8：30～17：00

県民体育館

国民体育大会少年の部一次選考会
全日本選手権大会（ﾏｽﾀｰｽﾞ）県予選会

（高知県卓球協会）
8：00～21：00

国民体育大会少年の部一次選考会
全日本選手権大会（ﾏｽﾀｰｽﾞ）県予選会

（高知県卓球協会）
7：30～21：00

市P連夏季体育大会
（女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

（高知市小中PTA連合会）
7：00～17：00

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）
8：00～17：00

第32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

（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）

8:00～18:00

KBA　U12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

第32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

（優先）中総体
新体操の部

（保健体育課）
8：00～17：00

青少年センター春野体育館

第60回四国地区高等専門学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知工業高等専門学校）
8：00～21：00

第60回四国地区高等専門学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知工業高等専門学校）
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

（優先）第１６回若武者杯争奪
少年剣道錬成大会（準備）

（香南武道振興会）
17:00～21:00

KBA　U12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

休館日

（優先）第１６回若武者杯争奪
少年剣道錬成大会（準備）

（香南武道振興会）
8:30～18:00

（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）

8:00～15:00

第60回四国地区高等専門学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知工業高等専門学校）
8：00～17：00

第60回四国地区高等専門学校体育大会
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知工業高等専門学校）
8：00～17：00

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

市P連夏季体育大会
（女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

（高知市小中PTA連合会）
7：00～17：00

７月

1

2

3

4

第27回県ﾀﾞﾌﾞﾙｽ選手権大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～17：00

(優先)共催事業
高知県青年団協議会

8:30～18:00

KBA　U12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

県一般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

高知市総合体育館
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休館日

KBA　U12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

ＫＢＡ　Ｕ１２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）
8：00～21：00

ＫＢＡ　Ｕ１２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）
8：00～21：00

第29回すまいる杯（準備）
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

19：00～21：00

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



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

（優先）第77回中総体
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部（準備）

（保健体育課）
17：00～21：00

高知丸の内高等学校体育祭
（高知県立高知丸の内高等学校）

7：30～17：00

（優先）第77回中総体
卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第77回中総体
卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～19：00

（優先）第77回中総体
卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～19：00

（優先）第77回中総体
バスケットボールの部（競技）

（保健体育課）
8：00～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男女の部（競技）

（保健体育課）
8：30～18：00

　７月―２　　　　　※高知県中学校総合体育大会は中総体と省略させていただきます。

合宿
8:30～21:30

第39回全国都市対抗
消防ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～21：00

合宿
8:30～21:30

高知県中体連剣道夏季強化合宿
（高知県中学校体育連盟剣道部）

8:30～21:00

高知県中体連剣道夏季強化合宿
（高知県中学校体育連盟剣道部）

8:30～13:00
金

（優先）第77回中総体
バスケットボールの部（準備）

（保健体育課）
18：00～21：00

（優先）第77回中総体
バスケットボールの部（準備）

（保健体育課）
18：00～21：00

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

VICTAS杯中学生・高校生
ｵｰﾌﾟﾝ夏季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

VICTAS杯中学生・高校生
ｵｰﾌﾟﾝ夏季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～17：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子の部（競技）

（保健体育課）
8：30～21：00

県民体育館

（優先）体育・保健体育
指導力向上伝達講習会③

（保健体育課）
8：30～17：00

第54回高知県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

（優先中総体
体操の部

（保健体育課）
8：30～18：00

（優先）第77回中総体
バスケットボールの部（競技）

（保健体育課）
8：00～16：00

（優先）第77回中総体
バスケットボールの部（競技）

（保健体育課）
8：00～16：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子の部（競技）

（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～17：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～17：00

第22回親子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

休館日

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子の部（準備）

（保健体育課）
15：00～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ女子の部（準備）

（保健体育課）
15：00～21：00

合宿
8:30～21:30

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①

（保健体育課）
8：30～17：00

国体強化錬成会
（高知県剣道連盟）

8：00～17：00

第28回四国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ大会高知県予選
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

火

（優先）第77回中総体
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部（競技）

（保健体育課）
8：30～17：00

（優先）第77回中総体
卓球の部（準備）
（保健体育課）
17：00～21：00

高知丸の内高等学校体育祭予行
（高知県立高知丸の内高等学校）

7：30～21：00

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

木

月

（優先）中総体
体操の部

（保健体育課）
8：30～21：00

ＫＢＡ　Ｕ１２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）
8：00～21：00

ＫＢＡ　Ｕ１２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）
8：00～21：00

（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会（新体操））

8:30～18:00

夏季大会
（高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟）

8：00～17：00
日

土
（優先）新体操強化合宿

（高知県体操協会（新体操））
8:30～21:00

四国総合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

第39回全国都市対抗
消防ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～21：00

四国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球大会
（団体の部）県予選会
（高知県卓球協会）

8：00～17：00

職員採用資格試験
（高知市所人事課）

12：00～17：00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30
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（優先）新体操強化合宿
（高知県体操協会（新体操））

8:30～21:00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

高知市クラブリーグ戦
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）

8：00～18：00

高知県中体連剣道夏季強化合宿
（高知県中学校体育連盟剣道部）

13:00～21:00

（優先）第77回中総体
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男女の部（競技）

（保健体育課）
8：30～18：00

31

高知市クラブリーグ戦
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）

8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

30

月

ＫＢＡ　Ｕ１２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）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

ＫＢＡ　Ｕ１２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）体育・保健体育
指導力向上伝達講習会④

（保健体育課）
12：00～17：00

29

21

22

23

24

27

25

第54回高知県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）第77回中総体
バスケットボールの部（競技）

（保健体育課）
8：00～21：00

（優先）第77回中総体
バスケットボールの部（競技）

（保健体育課）
8：00～21：00

（優先）第77回中総体
バスケットボールの部（競技）

（保健体育課）
8：00～21：00

（優先）体育・保健体育
指導力向上伝達講習会②

（保健体育課）
8：30～17：00

（優先）第77回中総体
卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部（競技）

（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部（競技）

（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部（競技）

（保健体育課）
8：30～17：00

（優先）第77回中総体
卓球の部（準備）
（保健体育課）
17：00～21：00

（優先）主催行事
9:00～12:00

17

木

金

土

日

月

26

28

20

18

火

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)

8:30～20:00

春野体育館

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

令和５年度　体育館利用計画調整資料

日16
（優先）共催事業

いの町教育委員会
  8:30～17:00

高知市総合体育館
７月

19 水

第29回すまいる杯
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

第54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
香南市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ

団体戦準備
（野市町体育協会卓球部）

19：00～21：00

（優先）第77回中総体
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙの部（準備）

（保健体育課）
17：00～21：00

休館日

青少年センター

香南市長杯ラージボール団体戦
（野市町体育協会卓球部）

8:30～18:00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

県中学学年別ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

県中学学年別ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

令和５年度　体育館利用計画調整資料

８月―１

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

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

夏季中学1年生卓球大会
中学学年別夏季卓球大会兼

全日本ｶﾃﾞｯﾄ県予選会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

夏季中学1年生卓球大会
中学学年別夏季卓球大会兼

全日本ｶﾃﾞｯﾄ県予選会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

（優先）
高知市納涼花火大会（予備）

（高知市観光協会）
終日

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:3015

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会

卓球の部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会

卓球の部（準備）
（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

高校生対策事業（西日本）
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

県中学学年別ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

県中学学年別ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

（優先）高知県少年剣道教室
（高知県剣道道場連盟）

8:30～17:00

合宿
8:30～21:30

休館日

合宿
8:30～21:30

第54回高知県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）
高知市納涼花火大会（予備）

（高知市観光協会）
終日
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8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

高知市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
卓球中期大会

（高知県卓球協会）
7：00～18：00

高知市長杯ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
卓球中期大会

（高知県卓球協会）
7：00～17：00

全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
大会　高知県予選

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～19：00

全日本ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
大会　高知県予選

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～19：00

高校生対策事業（西日本）
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

高校生対策事業（西日本）
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

（優先）
高知市納涼花火大会
（高知市観光協会）

終日

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

（優先）
高知市納涼花火大会
（高知市観光協会）

終日

第54回高知県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

高校生対策事業（西日本）
（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

高知県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
夏季大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～19：00

ラクーンカップ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

（優先）体育・保健体育
課題解決研修会
（保健体育課）
8：30～17：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ合宿

（スポーツ課）
12：00～19：00

高知市総合体育館

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

高知県ﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
夏季大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～19：00

（優先）主催行事
13:00～17:00

合宿
8:30～21:30

ラクーンカップ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

合宿
8:30～21:30

休館日

ＫＢＡ　Ｕ１２部会
県ﾌｧｰｽﾄﾘｰｸﾞ戦　入替戦

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
10：00～19：00

（優先）主催行事
9:00～12:00

合宿
8:30～21:30

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～21：00

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ合宿

（スポーツ課）
8：30～19：00

火

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

合宿
8:30～21:30

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～21：00

12

県民体育館 春野体育館 青少年センター

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

県高校夏季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～18：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ合宿

（スポーツ課）
8：30～14：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
13：00～21：00

（優先）第61回四国
中学校総合体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
13：00～21：00

高校生対策事業（西日本）
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

高校生対策事業（西日本）
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

８月

土

11

木

金

火

水

13

14

金

土

日

月

日

月

火

水

木



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

第54回高知県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
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
8：30～17：00

団体ﾘｰｸﾞ中期卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

団体ﾘｰｸﾞ中期卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～17：00

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

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
秋季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

令和５年度　体育館利用計画調整資料

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34回四国ﾌﾞﾛｯｸ親善交流大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～18：00

（優先）新体操強化練習
（高知県体操協会（新体操））

8:30～18:00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

合宿
8:30～21:30

5
0
Ｍ
プ
ー
ル
に
切
換

合宿
8:30～21:30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

８月―２

合宿
8:30～21:30木31

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
秋季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

合宿
8:30～21:30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（片付け）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（片付け）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）主催行事
9:00～12:00

合宿
8:30～21:30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）四国小学生体操競技選
手権大会（四国ジュニア）
（高知県体操協会（体操））

8:30～21:00

（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

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
8：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
相撲の部（片付け）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（競技）

（保健体育課）
7：30～21：00

合宿
8:30～21:30

（優先）四国小学生体操競技選
手権大会（四国ジュニア）
（高知県体操協会（体操））

8:30～21:00

（優先）主催行事
9:00～12:00
（優先）高知

くろしおキッズ育成プログラム
（スポーツ課）
12:00～19:00

高知県夏季大会
（高知県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）

9：00～15：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）主催行事
13:00～17:00

（優先）令和5年度
高知県ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰｽｸｰﾙ

（スポーツ課）
12：00～19：30

合宿
8:30～21:30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
9：00～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
9：00～21：00

（優先）四国小学生体操競技選
手権大会（四国ジュニア）
（高知県体操協会（体操））

8:30～21:00

（優先）令和5年度
高知県ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ｼﾞｭﾆｱ･ﾘｰﾀﾞｰｽｸｰﾙ

（スポーツ課）
8：30～19：30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

（保健体育課）
9：00～17：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝの部（準備）

（保健体育課）
8：30～21：00

８月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

16

17

18

水

木

金

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

中学学年別夏季卓球大会兼
全日本ｶﾃﾞｯﾄ県予選会

（高知県卓球協会）
7：30～21：00

中学学年別夏季卓球大会兼
全日本ｶﾃﾞｯﾄ県予選会

（高知県卓球協会）
7：30～18：00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

木

金

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

相撲の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
相撲の部（片付け）

（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（準備）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会

卓球の部（競技）
（保健体育課）
7：30～21：00

土

日

月

火

水

29

30

（優先）令和5年度
全国中学校体育大会
卓球の部（片付け）

（保健体育課）
7：30～21：00

27

28

土

日

月

26

火

水

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
秋季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

20

21

22

19

23

24

25



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

U18日清四国ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

U18日清四国ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

U18日清四国ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

U18日清四国ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

2023シニアチャンピオンシップ
IN四国

（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：30～18：00

第54回高知県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）高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会

(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

（優先）主催行事
13:00～17:00

第32回全国小学生
バドミントン大会
高知県予選 個人

(高知県バドミントン協会)
8:30～18:00

（優先）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ少年団
秋季交歓大会（剣道）

（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
7：00～19：00

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

（優先）主催行事
9:00～12:00

第3回ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ交流大会
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：30～18：00

（優先）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ少年団
秋季交歓大会（剣道）

（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
7：00～19：00

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

９月―１

（優先）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)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00
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休館日

休館日

中学学年別秋季卓球大会
（準備）

（高知県卓球協会）
17：00～21：00

中学学年別秋季卓球大会
（準備）

（高知県卓球協会）
17：00～21：00

休館日

中学学年別秋季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

（優先）高知県中学校新体操秋
季選手権大会／高知県高等学

校新体操秋季選手権大会
（高知県体操協会（新体操））

8:30～18:00

KBA　U12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）

8：00～18：00

KBA　U12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）

8：00～18：00

休館日

KBA　U12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

KBA　U12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

第54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

11

12

13

14

日

県混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ全日本
社会人選手権高知県予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

7

8

木

金

6

U18日清四国ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ競技

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
12：00～21：00

中学学年別秋季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

第42回全日本小学生
ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ高知県大会
第36回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ

高知県大会
（高知県吹奏楽連盟）

8：30～17：00

第42回全日本小学生
ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ高知県大会
第36回全日本ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ

高知県大会
（高知県吹奏楽連盟）

8：30～17：00

休館日 休館日

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

（優先）第46回全国
ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道交流大会

選考会
（スポーツ課）
8：30～15：00

2023ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ天皇杯皇后杯
四国ﾗｳﾝﾄﾞ

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

2023ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ天皇杯皇后杯
四国ﾗｳﾝﾄﾞ

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

1

2

3

4

5 火

水

金

土

日

月

9

10

土

15 金

月

火

水

木

令和５年度　体育館利用計画調整資料

９月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館青少年体育館

(いの町）
くろしおアリーナ 東部体育センター



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

休館日 休館日

青少年センター

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

（優先）高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会

(空手)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

（優先）高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会

(空手)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

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

（優先）第２４回　香南市
交歓小学生バレーボール大会

（香南市JVC連合会）
8:30～21:00

休館日

９月―２

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

令和５年度　体育館利用計画調整資料

第76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)
8:30～19:00

（優先）高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会

(卓球)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

7：00～19：00

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)
8:30～18:00

高知市総合体育館
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休館日

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

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
四国予選

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
四国予選

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
四国予選

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～17：00

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
四国予選

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～15：00

（優先）高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会

(空手)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

13：00～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

中学秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～20：00

中学秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～18：00

第54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）主催行事
9:00～12:00

高等学校秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～19：00

高等学校秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～19：00

（優先）第２４回　香南市
交歓小学生バレーボール大会

（香南市JVC連合会）
18:00～21:00

四国総合ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
選手権大会

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～21：00

（優先）第２４回　香南市
交歓小学生バレーボール大会

（香南市JVC連合会）
8:30～21:00

（優先）第２４回　香南市
交歓小学生バレーボール大会

（香南市JVC連合会）
19:00～21:00

高知県中学校剣道
秋季大会　準備

（高知県中学校体育連盟剣道部）
17：00～21：00

高知県中学校剣道
秋季大会　準備

（高知県中学校体育連盟剣道部）
17：00～21：00

県民体育館

いちきん、いごっそう
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会（MIX大会）
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

いちきん、いごっそう
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会（MIX大会）
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

春野体育館

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

県中学選手権
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：30～21：00

四国地区夏季
FD講習会伝達講習会

(高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟)
9：00～17：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

（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（体操））

8:30～18:00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～17:00

（優先）高知市ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋季交歓大会

(空手)
(高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課)

13：00～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
12：00～17：00

香南市長杯ラージボール
団体戦　準備

（野市町体育協会卓球部）
19：00～21:00

(優先)主催事業
高知県立青少年体育館

8:30～18:00

一般秋季卓球選手権大会
小学秋季卓球選手権大会

（高知県卓球協会）
7：30～21：00

一般秋季卓球選手権大会
小学秋季卓球選手権大会

（高知県卓球協会）
8：00～18：00

（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（体操））
8:30～18:00

香南市長杯ラージボール団体戦
（野市町体育協会卓球部）

8:30～18:00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～18:30

第54回高知県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

30

月

火

水

木

25

26

27

金

土

月

火

28

29

20

18

19

17

21

22

23

24

水

木

金

土

日

９月

土

日

16
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）

7：30～21：00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

全日本社会人選手権
高知県予選

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～19：00

第38回県選手権大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～17：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

第42回全日本小学生ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会　第36回全日本
ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ四国支部大会

（高知県吹奏楽連盟）
8：00～21：00

第42回全日本小学生ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会　第36回全日本
ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ四国支部大会

（高知県吹奏楽連盟）
8：00～21：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

令和５年度　体育館利用計画調整資料

１０月―１

県一般秋季バド大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

13 金

14

15

土

（優先）高知県小学生体操
選手権大会（高知県ジュニア）

（高知県体操協会（体操））
13:00～18:00

（優先）主催行事
9:00～12:00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
（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

全日本卓球選手権
大会県予選会（一般・ｼﾞｭﾆｱ）

（高知県卓球協会）
7：30～21：00

全日本卓球選手権
大会県予選会（一般・ｼﾞｭﾆｱ）

（高知県卓球協会）
8：00～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
8：30～18：00

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

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

（優先）第21回香南こーにゃん
カップバドミントン大会
（香南こーにゃんカップ

バドミントン大会実行委員会）
8:30～17:00

日

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
17：00～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
17：00～21：00

KBA U12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）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
8：30～18：00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～12:30

（優先）高知県ﾊﾟｽｳｪｲｼｽﾃﾑ
事業ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
「あそﾋﾞﾊﾞ！」（中部）

（スポーツ課）
17：00～21：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

KBA U12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）

8：00～18：00

（優先）第21回香南こーにゃん
カップバドミントン大会
（香南こーにゃんカップ

バドミントン大会実行委員会）
8:30～17:00

（優先）高知県ﾊﾟｽｳｪｲｼｽﾃﾑ事業
ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「あそﾋﾞﾊﾞ！」（中部）
（スポーツ課）
8：30～18：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

休館日

第42回全日本小学生ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会（準備）　第36回全日本
ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ四国支部大会（準備）

（高知県吹奏楽連盟）
13：00～21：00

第42回全日本小学生ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
四国支部大会（準備）　第36回全日本
ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ四国支部大会（準備）

（高知県吹奏楽連盟）
13：00～21：00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～12:30

（優先）高知県小学生体操
選手権大会（高知県ジュニア）

（高知県体操協会（体操））
8:30～18:00

（優先）主催行事
13:00～17:00

高知県中学校バドミントン
新人大会(団体)

(高知県バドミントン協会)
8:30～19:00

（優先）
市民ｽﾎﾟﾚｸ祭2023

（市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団）
8:00～15:00

休館日

高知県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会
（高知県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）

9：00～15：00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～18:00

高知市夏季大会
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～18:00

高知市夏季大会
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～18:00

休館日

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ招聘事業
（高知県空手道連盟）

8:00～17:00

休館日 休館日

（優先）第２４回　香南市
交歓小学生バレーボール大会

（香南市JVC連合会）
8:30～19:00

（優先）第２４回　香南市
交歓小学生バレーボール大会

（香南市JVC連合会）
8:30～19:00

(優先)主催事業
高知県立青少年体育館

8:30～19:00

第54回高知県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

四国総合ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

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

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

火

水

11

12

土

（優先）県民ｽﾎﾟｰﾂ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ）

（スポーツ課）
8：00～17：00

（優先）県民ｽﾎﾟｰﾂ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ）

（スポーツ課）
8：00～17：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会　四国地区予選
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

6

7

8

9

10

１０月
県民体育館

火

水

木

春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館青少年体育館
(いの町）

東部体育センターくろしおアリーナ

1

2

3

4

日

月

木

金

5

日

月

県中学選手権
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：30～17：00

第54回高知県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 休館日

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～14:00

（優先）
市民ｽﾎﾟﾚｸ祭2023

（市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団）
8:00～15:00



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

31 火

第86回高知県
FD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

四国ﾌﾞﾛｯｸDCU12
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8：00～18：00

KBA 第18回高知北ﾗｲｵﾝｽﾞ杯
ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

実技講習会（指導・審判）
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

9：00～17：00

第54回高知県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）
ﾖｶﾞﾌｪｽ2023

（市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団）
8:00～21:00

(優先)主催事業
高知県立青少年体育館

8:30～14:00

第86回高知県
FD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

四国ﾌﾞﾛｯｸDCU12
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8：00～21：00

高知市総合体育館

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18回高知県実業団選手権（個
人）

（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）
8：00～18：00

高知県連合婦人会　スポーツ大会
（高知県連合婦人会）

8：30～17：00

（優先）やまもも杯（新体操）
（高知県体操協会（新体操））

17:00～21:00

（優先）ｽﾎﾟｰﾂJAMﾌｪｽﾀ2023
（スポーツ課）
8：00～18：00

（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

ﾚﾃﾞｨｰｽ秋季卓球選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～19：00

（優先）ｽﾎﾟｰﾂJAMﾌｪｽﾀ2023
（スポーツ課）
17：00～21：00

第6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)
8:30～19:00

１０月―２

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

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
8：30～18：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

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）
8:30～19:00

（優先）ｽﾎﾟｰﾂJAMﾌｪｽﾀ2023
（スポーツ課）
17：00～21：00

令和５年度　体育館利用計画調整資料

月

火

１０月
県民体育館

16

17

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

休館日

休館日 休館日

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

KBA 第18回高知北ﾗｲｵﾝｽﾞ杯
ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

（優先）野市町PTA体育大会
（野市町PTA）
11:00～18:00

（優先）野市町PTA体育大会
（野市町PTA）
11:00～18:00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第3回全日本少年少女空手道
選抜大会高知県予選
(高知県空手道連盟)

8:30～19:00

第22回全国社会人9人制
西ブロック男女優勝大会

(高知県バレーボール協会)
8:30～17:00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
12：00～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
12：00～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00 第3回全日本少年少女空手道

選抜大会高知県予選　準備・練習
(高知県空手道連盟)

17:00～21:30

29

第4回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会高知県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

（優先）高知県ｽﾎﾟｰﾂ
少年団秋ｷｬﾝﾌﾟ
（スポーツ課）
13：00～19：30

（優先）やまもも杯（新体操）
（高知県体操協会（新体操））

8:00～18:00
（優先）マッチングプログラム

Ⅱ－１（体力測定会）
（スポーツ課）
18:00～21:00

（優先）主催事業
9:00～12:00

（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

（優先）ｽﾎﾟｰﾂJAMﾌｪｽﾀ2023
（スポーツ課）
8：00～18：00

第4回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会高知県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第4回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会高知県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第4回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会高知県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第22回全国社会人9人制
西ﾌﾞﾛｯｸ男女優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

20

21

22

23

24

25

26

27

28

月

金

土

日

月

火

水

木

土

30

金

日

令和6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

19

休館日

（優先）令和5年度高知県
登録販売者試験（準備）

（スポーツ課）
13：00～21：00

（優先）令和5年度高知県
登録販売者試験（当日）

（スポーツ課）
8：30～21：00

令和6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

令和6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

水

木

春野体育館 青少年センター

令和6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

18

休館日



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

秋季大会兼全国高校
選手権大会県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

秋季大会兼全国高校
選手権大会県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

高知県高校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

14：00～21：00

高知県高校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

高知県高校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～13：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
8：30～17：00

令和５年度　体育館利用計画調整資料

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

水

１１月―１

四国学生選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～21：00

(優先)主催事業
高知県小学生ドッジボール

秋季大会
(高知県ドッジボール協会)

8:30～18:00

県高校秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

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

四国学生選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～18：00

四国学生選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～18：00

高知県ボッチャ大会
(高知県ボッチャ協会)

9:00～16:00

県高校秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

7：30～21：00

四国学生選手権大会
（高知県卓球協会）

8：00～21：00

火

四国学生選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

四国学生選手権大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

休館日

高知市秋季大会
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～18:00

高知市秋季大会
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～18:00

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

Wﾘｰｸﾞ高知大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

Wﾘｰｸﾞ高知大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

西日本硬式空手道選手権大会
（四国硬式空手道連盟）

7：00～17：00

全国高校駅伝高知県予選会
（高知県陸上競技協会）

7：00～15：00

高知県高校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

高知県高等学校バレーボール
秋季大会

(高知県バレーボール協会)
8:30～17:00

全日本実業団選手権大会
県予選会

（高知県卓球協会）
8：00～17：00

秋季大会兼全国高校
選手権大会県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

秋季大会兼全国高校
選手権大会県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第35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

（高知県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会）
9：00～17：00

西日本硬式空手道選手権大会
（四国硬式空手道連盟）

17：00～21：00

第35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（準備）

（高知県ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ協会）
18：00～21：00

よさこいﾚﾃﾞｨｰｽｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

Wﾘｰｸﾞ高知大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

Wﾘｰｸﾞ高知大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

休館日 休館日

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

高知県高校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

高知県高校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

高知市中学秋季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

高知市中学秋季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

高知県高等学校バレーボール
秋季大会

(高知県バレーボール協会)
8:30～17:00

高知県高校秋季大会兼
全日本選手権高知県大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

１１月
県民体育館 春野体育館

金

土

日

月

日

月

火

第4回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会高知県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第4回全国U15ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会高知県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第40回ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会
ｵｸﾗﾎﾏ・ﾐｸｻｰをもう一度2023

（高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟）
12：00～17：00

水

木

金

土

秋季大会兼全国高校
選手権大会県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

秋季大会兼全国高校
選手権大会県予選

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

青少年センター 高知市総合体育館

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

水

木

11

12

13



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

四国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会（準備）
（高知県卓球協会）

12：00～21：00

１１月―２

2023 小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

県中学秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

県中学秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

高知県知事・高知市長選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

(優先)主催事業
高知県立青少年の家

8:30～14:00

県高校秋季大会
高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会

9：00～18：00

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ招聘事業
（高知県空手道連盟）

8:00～17:00

KBA U12部会
第2回ﾏｲｸﾛﾐﾆ大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

2023 小学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ強化大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

高知県
ﾊﾟｽｳｪｲｼｽﾃﾑ事業

ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（スポーツ課）
8：30～18：00

高知県
ﾊﾟｽｳｪｲｼｽﾃﾑ事業

ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（スポーツ課）
8：30～18：00

四国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会
（高知県卓球協会）

7：00～21：00

（優先）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会（ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ）

（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
8：00～17：00

（優先）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会（ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ）

（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
8：00～17：00

（優先）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会

（卓球）
（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）

6：00～17：00

四国ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ大会
（高知県卓球協会）

7：00～19：00

第21回全国
ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
交流大会高知県選考会

（スポーツ課）
7：00～18：00

第21回全国
ｽﾎﾟｰﾂ少年団ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
交流大会高知県選考会

（スポーツ課）
7：00～18：00

30

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

20

21

22

23

25

26

27

火

水

木

24

17

18

29

四国卓球選手権大会県予選会
（ｼﾞｭﾆｱ･ﾐｯｸｽの部）
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

四国卓球選手権大会県予選会
（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・一般・年代別の部）

（高知県卓球協会）
8：00～21：00

高等学校冬季
卓球選手権大会（新人戦）

（高知県卓球協会）
8：00～19：00

（優先）高知
くろしおｷｯｽﾞ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

（スポーツ課）
8：30～17：00

県中学秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

県中学秋季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

第54回高知県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

高知県知事・高知市長選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

高等学校冬季
卓球選手権大会（新人戦）

（高知県卓球協会）
8：00～19：00

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～17:00

(優先)令和5年度
高知県学校保健体育

連絡協議会
(保健体育課)
8:30～17:30

28

（優先）企業運動会（前日準備）
（スポーツ課）
17：00～21：00

高知県知事・高知市長選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

高知県知事・高知市長選挙撤収
（高知市選挙管理委員会事務局）

7：30～12：00

（優先）県民ｽﾎﾟｰﾂ
ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（ﾎﾞｯﾁｬ）

（スポーツ課）
8：30～17：00

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

高知県知事・高知市長選挙開票
（高知市選挙管理委員会事務局）

9：00～21：00

高知県知事・高知市長選挙撤収
（高知市選挙管理委員会事務局）

7：30～12：00

（優先）企業運動会
（スポーツ課）
7：30～15：00

16

19

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

令和５年度　体育館利用計画調整資料

（優先）
地区対抗ｽﾎﾟｰﾂ大会

（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）
（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）

6：00～17：00

四国卓球選手権大会県予選会
（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・一般・年代別の部）

（高知県卓球協会）
8：00～19：00

四国卓球選手権大会県予選会
（ｼﾞｭﾆｱ･ﾐｯｸｽの部）
（高知県卓球協会）

7：30～21：00

１１月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

KBA　U12部会　冬季大会兼全国大会
選考会兼四国ﾌﾞﾛｯｸ大会選考会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

KBA　U12部会　冬季大会兼全国大会
選考会兼四国ﾌﾞﾛｯｸ大会選考会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

かつおｶｯﾌﾟ全国小学生大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～21：00

かつおｶｯﾌﾟ全国小学生大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～17：00

県外ﾁｰﾑ招待ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ
（高知県卓球協会）

8：00～18：00

県外ﾁｰﾑ招待ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｯﾁ
（高知県卓球協会）

8：00～17：00

X'masの集い
(高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟)

12：00～16：00

休館日

令和５年度　体育館利用計画調整資料

１２月―１

日本ﾄﾘﾑ杯高知ｵｰﾌﾟﾝ卓球
選手権大会（準備）
（高知県卓球協会）

16：00～21：00

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

8：00～21：00

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

8：00～21：00

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

中四国対抗バドミントン大会
(高知県バドミントン協会)

8:30～19:00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

第16回ﾌﾚﾝﾄﾞCup
（精神障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会）

（スポーツ課）
8：00～17：00

Ｕ１２　冬季大会兼全国大会
選考会兼四国大会予選会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：30～21：00

高知ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会
（高知県陸上競技協会）

8：00～15：00

高知くろしおｷｯｽﾞ
育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（スポーツ課）
12：00～18：00

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

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

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ１」

（中部１）
（スポーツ課）
17：00～21：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ１」

（中部１）
（スポーツ課）
17：00～21：00

中四国対抗バドミントン大会
(高知県バドミントン協会)

8:30～19:00

休館日

全国ﾎｰﾌﾟｽ選抜卓球大会
県予選会

（高知県卓球協会）
8：00～21：00

　第29回全日本フットサル
選手権四国大会

（高知県サッカー協会）
8：30～21：30

市P連冬季体育大会
（男女混合ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

（高知市小中学校PTA連合会）
7：00～17：00

小学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

小学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

かつおｶｯﾌﾟ全国小学生大会
（準備）

（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）
16：00～21：00

小学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

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

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）
7：30～20：00

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）
7：30～18：00

金

土

日

月

火

KBA　U12部会　冬季大会兼全国大会
選考会兼四国ﾌﾞﾛｯｸ大会選考会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ１」

（中部１）
（スポーツ課）
8：00～18：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ１」

（中部１）
（スポーツ課）
8：00～18：00

第40回黒潮ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌｧｲﾄ
（黒潮ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ）

6：00～18：00

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54回高知県ﾘｰｸﾞ戦入替戦
(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)

8：00～19：00

15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

休館日

高知市総合体育館青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ 東部体育センター

　第29回全日本フットサル
選手権四国大会

（高知県サッカー協会）
8：30～17：30

市P連冬季体育大会
（男女混合ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

（高知市小中学校PTA連合会）
7：00～17：00

小学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
冬季選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

１２月
県民体育館 春野体育館 青少年センター

1

2

3

4

5

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

月

火

水

木

金

水

木

金

土

日



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

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

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

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

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

8：00～21：00

高知県秋季大会
（高知県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）

9：00～15：00

令和5年度高知県中学校
新人大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～21：00

令和5年度高知県中学校
新人大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～21：00

令和5年度高知県中学校
新人大会

(高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会)
8：00～18：00

令和5年度高知県中学校
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）高知くろしお
ｷｯｽﾞ選考会「ちゃれんじ１」

事前準備
（スポーツ課）
17：00～21：00

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)

8:30～17:00第59回三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

１２月―２

休館

１５：００まで営業

令和５年度　体育館利用計画調整資料

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

第24回　全国高等学校剣道
よさこい高知国体開催記念大会

（高知県剣道連盟）
7：30～15：00

第24回　全国高等学校剣道
よさこい高知国体開催記念大会

（高知県剣道連盟）
7：30～15：00

第24回　全国高等学校剣道
よさこい高知国体開催記念大会

（高知県剣道連盟）
7：00～15：00

第24回　全国高等学校剣道
よさこい高知国体開催記念大会

（高知県剣道連盟）
7：00～15：00

合宿
8:30～21:30

第31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31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31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

合宿
8:30～21:30

第70回県ﾊﾞﾄﾞ一般ﾘｰｸﾞ
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

第70回県ﾊﾞﾄﾞ一般ﾘｰｸﾞ
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

合宿
8:30～21:30

第70回県ﾊﾞﾄﾞ一般ﾘｰｸﾞ
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

第22回県親善交流大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～17：00

17：00まで営業

高知県中学校近県錬成会　準備
（高知県中学校体育連盟剣道部）

13：00～15：00

高知県中学校近県錬成会　準備
（高知県中学校体育連盟剣道部）

13：00～15：00 合宿
8:30～21:30

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

日本ﾄﾘﾑ杯高知ｵｰﾌﾟﾝ卓球
選手権大会

（高知県卓球協会）
7：00～21：00

（優先）高知くろしお
ｷｯｽﾞ選考会「ちゃれんじ１」

（スポーツ課）
8：30～18：00

日本ﾄﾘﾑ杯高知ｵｰﾌﾟﾝ卓球
選手権大会

（高知県卓球協会）
7：00～19：00

合宿
8:30～21:30

第30回すまいる杯（準備）
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

19：00～21：00

第30回すまいる杯（準備）
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

19：00～21：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ」

（中部２）
（スポーツ課）
17：00～21：00

日

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ）

8：00～21：00

第59回三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第31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31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

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

令和5年度高知県中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ新人大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第59回三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

金

土

第31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

29

30

31

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

24

25

26

27

28

16

17

18

１２月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

19

20

21

22

23

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

第59回　三地区大学
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ」

（中部２）
（スポーツ課）
8：00～18：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ」

（中部２）
（スポーツ課）
8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

第30回すまいる杯・中高生
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

第30回すまいる杯・中高生
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

（優先）高知くろしおｷｯｽﾞ
選考会「ちゃれんじ」

（中部２）
（スポーツ課）
17：00～21：00

第31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31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



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

令和6年高知市成人式(準備)
（高知市教育委員会青少年・

事務管理課）
8：00～21：00

高知県中学校近県錬成大会
（高知県中学校体育連盟剣道部）

7：30～19：00

高知県中学校近県錬成大会
（高知県中学校体育連盟剣道部）

7：30～14：00

休館日

県中学・高校冬季大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～18：00

１月―１

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
新人選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
新人選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

全日本高校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
四国地区予選会

（高知県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟）
8：00～21：00

第28回ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ
四国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

全日本高校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
四国地区予選会

（高知県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟）
8：00～21：00

全日本高校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
四国地区予選会

（高知県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟）
9：00～17：00

全日本高校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
四国地区予選会

（高知県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟）
8：00～19：00

全日本高校選抜ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
四国地区予選会

（高知県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟）
9：00～17：00

新春初打ちオープン
バドミントン大会

(高知県バドミントン協会)
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

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

令和５年度　体育館利用計画調整資料

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

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
新人選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
新人選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～18：00

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

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

高知市長杯
ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球後期大会

（高知県卓球協会）
7：00～18：00

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
新人選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
9：00～21：00

高知県中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
新人選手権大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

冬季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

冬季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

冬季大会
（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

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

合宿
8:30～21:30

冬季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

冬季大会
（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

県中学・高校冬季大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～17：00

（優先）
令和６年消防出初式（準備）

（高知市消防団）
17：00～21：00

１月

1

2

3

4

5

月

火

木

土

日

月

火

水

金

土13

11

12

14

15

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ第29回冬季大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

冬季大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

県民体育館 春野体育館

水

木

金

青少年センター

休館日
高知県中学校近県錬成会

（高知県中学校体育連盟剣道部）
7：30～21：00

高知県中学校近県錬成会
（高知県中学校体育連盟剣道部）

7：30～21：00
休館日

第12回高知ｽﾎﾟｰﾂ祭典高知
ｵｰﾌﾟﾝ大会(兼)第59回全国

選手権大会高知選考会
（新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟
全国卓球協議会）

8：00～18：00

第12回高知ｽﾎﾟｰﾂ祭典高知
ｵｰﾌﾟﾝ大会(兼)第59回全国

選手権大会高知選考会
（新日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟
全国卓球協議会）

8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

（優先）
令和６年消防出初式

（高知市消防団）
8：00～19：00

第76回高新駅伝競走大会
（高知新聞企業）

7：30～14：00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ第29回冬季大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

令和6年高知市成人式
（高知市教育委員会青少年・

事務管理課）
8：00～17：00

令和6年高知市成人式
（高知市教育委員会青少年・

事務管理課）
8：30～14：30

高知市総合体育館

高知県中学校近県錬成会
（高知県中学校体育連盟剣道部）

7：30～21：00

高知県中学校近県錬成会
（高知県中学校体育連盟剣道部）

7：30～21：00

休館

6

7

8

9

10

日

月

合宿
8:30～21:30



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

四国実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

ﾊｲｽｸｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ2024
高知県予選会

（高知県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟）
8：00～17：00

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ団体卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

四国実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

四国実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

１月―２

令和５年度　体育館利用計画調整資料

高知県小学生新人
バドミントン大会

(高知県バドミントン協会)
8:30～19:00

あそビバ！2023
（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団）

9：00～15：00

（優先）高知くろしお
ｷｯｽﾞ選考会「ちゃれんじ２」

事前準備
（スポーツ課）
17：00～21：00

県新春大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～17：00

高知県一般冬季大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8:00～18:00

高知県一般冬季大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8:00～18:00

第15回高知東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯
（準備）

（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18：00～21：00

第19回春野町
剣道錬成大会　設営

（春野剣心館）
18：00～21：00

（優先）高知くろしお
ｷｯｽﾞ選考会「ちゃれんじ２」

（スポーツ課）
8：30～18：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

（優先）高知くろしお
ｷｯｽﾞ選考会「ちゃれんじ２」

事前準備
（スポーツ課）
17：00～21：00

第19回春野町
剣道錬成大会
（春野剣心館）
8：00～16：00

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）
第19回春野町
剣道錬成大会
（春野剣心館）
8：00～18：00

（優先）高知くろしお
ｷｯｽﾞ選考会「ちゃれんじ２」

（スポーツ課）
8：30～18：00

高知県中学校バレーボール
新人選手権大会

(高知県バレーボール協会)
9:00～18:00

第15回高知東ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

水

28

29

30

31

27

19

20

21

24

25

26

火

水

22

23

土

日

水

月

四国実業団ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

総合個人ﾘｰｸﾞ卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

総合個人ﾘｰｸﾞ卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

中学1年生・高校1年生大会
小学冬季（新人）卓球大会

（高知県卓球協会）
7：30～19：00

中学1年生・高校1年生大会
小学冬季（新人）卓球大会

（高知県卓球協会）
8：00～18：00

月

火

木

金

土

日

木

金

火

18

17

16

県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ 東部体育センター１月



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

高知ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

２月―１

（医療政策課）
8：30～18：00

小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾛｯｸ選抜大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

第30回四国中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ黒潮新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

第30回四国中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ黒潮新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

KBA U12部会 新ﾁｰﾑ順位決定戦

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

（優先）共催事業
いの町教育委員会

  8:30～17:00

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

小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾛｯｸ選抜大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

高知県ﾏｰﾁﾝｸﾞ講習会
（高知県吹奏楽連盟）

9：00～17：00

高知県ﾏｰﾁﾝｸﾞ講習会
（高知県吹奏楽連盟）

9：00～17：00

第30回四国中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ黒潮新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

第30回四国中学校
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ黒潮新人大会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

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

高知ｵｰﾌﾟﾝﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

休館日

令和５年度　体育館利用計画調整資料

木

金

土

日

休館日 休館日

全国高校選抜大会四国予選
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

全国高校選抜大会四国予選
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

10：00～16：00

高知県高等学校バレーボール
冬季大会

(高知県バレーボール協会)
8:30～18:00

高知県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新春大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～18：00

（優先）
高知市ｽﾎﾟｰﾂ推進委員研究大会

（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興課）
12：00～17：00

第67回全国FD
指導者講習会伝達講習会
(高知県ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ連盟)

9：00～17：00

高知県高等学校バレーボール
冬季大会

(高知県バレーボール協会)
8:30～18:00

KBA U12部会
新ﾁｰﾑ順位決定戦

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

13

14

日

月

火

木

火

水

木

金

土

15

6

7

8

9

10

２月
県民体育館 春野体育館 青少年センター

月

11

12

1

2

3

4

5

全国高校選抜大会四国予選（準備）
（高知県卓球協会）

12：00～21：00

全国高校選抜大会四国予選（準備）
（高知県卓球協会）

12：00～21：00

全国高校選抜大会四国地区予選
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

全国高校選抜大会四国地区予選
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

全国高校選抜大会四国予選
（高知県卓球協会）

7：30～20：00

全国高校選抜大会四国予選
（高知県卓球協会）

7：30～17：00

全国高校選抜大会四国地区予選
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

全国高校選抜大会四国地区予選
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～15：00

高知市総合体育館青少年体育館
(いの町）

くろしおアリーナ 東部体育センター

水

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

中学生・高校生ｵｰﾌﾟﾝ冬季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

中学生・高校生ｵｰﾌﾟﾝ冬季卓球大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

第24回　西日本龍馬杯
社会人交流大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第24回　西日本龍馬杯
社会人交流大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

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)
8:30～19:00

高知県親睦ｽｶｯｼｭ大会
（高知県保育所保護者会連合会）

9：00～12：00

県中学冬季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～21：00

KBA U12部会 新ﾁｰﾑ順位決定戦

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

KBA U12部会 新ﾁｰﾑ順位決定戦

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

第7回県なごやか大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～17：00

２月―２

29 木

水28

火

24

25

26

27

ﾚﾃﾞｨｰｽｶｰﾆﾊﾞﾙ後期卓球大会
（高知県卓球協会）

8：00～17：00

県中学冬季ﾊﾞﾄﾞ大会
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～18：00

第24回　西日本龍馬杯
社会人交流大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

金

土

日

月

高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
交流大会　前日準備

（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18：00～21：00

第24回　西日本龍馬杯
社会人交流大会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

自主事業（ｽﾎﾟｰﾂ体験ｲﾍﾞﾝﾄ）
（高知市ｽﾎﾟｰﾂ振興事業団）

9：00～18：00

高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
交流大会

（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

第8回高知県ﾎﾞｯﾁｬ大会
（高知県ﾎﾞｯﾁｬ協会）

8：00～17：00

高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
交流大会　前日準備

（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
18：00～21：00

19

土

日

月

小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新人大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

香川高知交流大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

香川高知交流大会
（高知県卓球協会）

7：30～19：00

（優先）高知龍馬ﾏﾗｿﾝ2024
準備

（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）高知龍馬ﾏﾗｿﾝ2024
準備

（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）高知龍馬ﾏﾗｿﾝ2024
片付け

（スポーツ課）
8：30～17：00

（優先）高知龍馬ﾏﾗｿﾝ2024
片付け

（スポーツ課）
8：30～17：00

火

水

木

金

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

令和５年度　体育館利用計画調整資料

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

高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
交流大会

（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

２月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

20

21

22

23

小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新人大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

冬季大会
（高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟）

8：00～17：00

冬季大会
（高知県ｽｶｯｼｭﾊﾞﾚｰ連盟）

8：00～17：00

（優先）高知龍馬ﾏﾗｿﾝ2024
（スポーツ課）
8：30～21：00

（優先）高知龍馬ﾏﾗｿﾝ2024
（スポーツ課）
8：30～21：00

(優先)主催事業
高知県青年団協議会

8:30～19:00

小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新人大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ新人大会
（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～18：00

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

16

17

18



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

３月―１

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

令和５年度　体育館利用計画調整資料

合宿
8:30～21:3015 金

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

KBA　U12部会　第14回近県
選抜対抗交流会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

KBA　U12部会　第14回近県
選抜対抗交流会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～21：00

ﾆｯﾀｸ・ﾘｮｳﾏ杯ｵｰﾌﾟﾝﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
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

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

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

合宿
8:30～21:30

休館日

KBA　U12部会　第14回近県
選抜対抗交流会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

KBA　U12部会　第14回近県
選抜対抗交流会

（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

高知県冬季大会
（高知県ｲﾝﾃﾞｨｱｶ協会）

9：00～15：00

鴨田杯
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～19:00

ﾏｲﾅﾋﾞ　就職ｾﾐﾅｰ
高知会場

（株式会社ﾏｲﾅﾋﾞ香川支社）
8：30～21：00

ﾏｲﾅﾋﾞ　就職ｾﾐﾅｰ
高知会場

（株式会社ﾏｲﾅﾋﾞ香川支社）
8：30～21：00

ﾏｲﾅﾋﾞ　就職ｾﾐﾅｰ
高知会場（準備）

（株式会社ﾏｲﾅﾋﾞ香川支社）
19：00～21：00

高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
県ﾘｰｸﾞ戦　TO・審判講習会
（高知県ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～17：00

合宿
8:30～21:30

休館日

合宿
8:30～21:30

県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館

合宿
8:30～21:30

県総合ﾊﾞﾄﾞ選手権
（高知県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会）

8：00～19：00

県BT新人大会
（高知県ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会）

8：00～17：00

鴨田杯
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～19:00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～19：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～19：00

合宿
8:30～21:30

鴨田杯
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～21:00

鴨田杯
（高知市小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟）

8:00～18:00

合宿
8:30～21:30

6

7

8

9

10

休館日

合宿
8:30～21:30

ﾆｯﾀｸ・ﾘｮｳﾏ杯ｵｰﾌﾟﾝﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
卓球大会（準備）

（高知県卓球協会）
17：00～21：00

合宿
8:30～21:30

高知市クラブリーグ戦
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）

8：00～18：00

高知市クラブリーグ戦
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）

8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

ﾆｯﾀｸ・ﾘｮｳﾏ杯ｵｰﾌﾟﾝﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ
卓球大会

（高知県卓球協会）
7：30～21：00

３月

火

11

12

13

14

月

火

水

木

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

金

土

日

月



主競技場 補助競技場 大アリーナ 小アリーナ 大アリーナ 小アリーナ 主競技場 補助競技場

３月―２

令和５年度　体育館利用計画調整資料

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

東部体育センターくろしおアリーナ
青少年体育館

(いの町）

黒潮ｶｯﾌﾟ高校交流大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

合宿
8:30～21:30

四国中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
選抜優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

合宿
8:30～21:30

黒潮ｶｯﾌﾟ高校交流大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

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

黒潮ｶｯﾌﾟ高校交流大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～21：00

合宿
8:30～21:30

県総合選手権大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～18：00

ﾗｸｰﾝｶｯﾌﾟ
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連合）

8：00～18：00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

第3回四国ｵｰﾌﾟﾝ大会
（高知県ﾎﾞｯﾁｬ協会）

8:00～17:00

四国中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
選抜優勝大会

（高知県ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）
8：00～19：00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

第3回四国ｵｰﾌﾟﾝ大会
（高知県ﾎﾞｯﾁｬ協会）

8:30～16:30

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

たまひよ杯
（高知市ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ連盟）

8：00～18：00

床
改
修
工
事

（
十
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日

）

第21回黒潮ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ前日準備
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

18：00～21：00

合宿
8:30～21:30

合宿
8:30～21:30

日

月

火

水

木

火

水

木

金

土

高知家卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（高知県卓球協会）

7：30～20：00

高知家卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
（高知県卓球協会）

7：30～17：00

高知家卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（準備）
（高知県卓球協会）

8：00～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

（優先）自主事業
（県民体育館）
8：30～21：00

第21回黒潮ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ
（高知県ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ協会）

8：00～19：00

高知県中学校
バドミントンアスナﾛカップ

(高知県中体連ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ専門部)
8:30～19:00

27

28

29

30

31

金

土

日

19

20

21

22

23

24

25

26

高知家卓球ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（準備）
（高知県卓球協会）

8：00～21：00

16

17

18

土

日

月

合宿
8:30～21:30

県総合選手権大会
（高知県ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ協会）

9：00～21：00

３月
県民体育館 春野体育館 青少年センター 高知市総合体育館


