
月 日 予備日 大会名 主管 会場

3 27 4月3日 第３４回ねんりんピック　県予選 紀の川支部
紀の川市
　愛宕池公園

10 17 第１７回ハイシニア大会　県予選 和歌山支部
和歌山市
　河西緩衝緑地

10 17 第２７回レディース大会　県予選 和歌山支部
和歌山市
　河西緩衝緑地

17 未定 第１９回一般男子大会　県予選 海南支部
海南市
　市民運動場

23・24・29 30 第６１回県中学校ソフトボール選手権 中体連
和歌山市
　紀之川中学校

4・5 なし 高校春季大会兼近畿大会　県予選 高体連 県立向陽高校

8 15 第３６回シニア大会　県予選 かつらぎ支部
かつらぎ町
　河南グラウンド

8 15
第２回ヤマモトスポーツ杯
（一般男子）

田辺支部
田辺市
　神島台運動場

15 22 第４３回クラブ女子　近畿予選 橋本支部
橋本市
　南馬場緑地広場

22 29 第３７回壮年・第２２回マスターズ　県予選 和歌山支部
和歌山市
　河西緩衝緑地

28 29 中学校三県大会　県予選 中体連
橋本市
　高野口中学校

4・5 6 県高校総体兼近畿大会　県予選 高体連
紀の川市
　粉河運動場

5 12 第６８回全日本総合男子　近畿予選 紀の川支部
紀の川市
　粉河運動場

12 19
第２２回障害者スポーツ大会
（フットベースボール）　近畿予選

和歌山県障害者スポーツ協会
紀の川市
　愛宕池公園

第２４回近畿シニア大会　県予選

第４４回近畿レディース大会　県予選

25 26 全日本中学生女子大会　県予選 中体連

26 未定 第３７回近畿壮年大会　県予選 海南支部
海南市
　市民運動場

第３１回実年・中ブロック大会　県予選

第１２回近畿ハイシニア大会　県予選

17 24 第１８回近畿一般男子大会　県予選 かつらぎ支部
かつらぎ町
　河南グラウンド

第５５回高校三県大会　県予選 高体連 県立和歌山北高校

第６５回近畿高校男子大会

第６５回近畿高校女子大会

26・27 28 第７４回県中学校総体　県予選 中体連
紀の川市
　粉河運動場

30～8月1日 なし 第６８回教員選手権 紀の川支部
紀の川市
　粉河運動場

4 11
第３回はま乃杯
（シニア・レディース）

田辺支部
田辺市
　文里多目的グラウンド

9 16
和歌山県支援学校体育連盟
　ソフトボール大会

支援体連
海南市
　市民運動場

1・2 なし 第３７回近畿壮年大会 橋本支部
橋本市
　南馬場緑地広場

2 16 県病院協会決勝大会 紀の川支部
紀の川市
　粉河運動場
　（打田若もの広場）

29・30 4 高校新人大会 高体連
田辺市
　神島台運動場

11 5・6 13 中学校新人大会 中体連 未定（那賀地方）
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19 26 日高支部
御坊市
藤井多目的グラウンド
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紀の川市
　打田若もの広場

和歌山市
　せせらぎ広場　他
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3 10 紀の川支部

23・24 なし 高体連



月 日 予備日 大会名 主管 会場

8・14 15 第６７回教員選手権近畿予選 兵庫県協会 兵庫県川西市

15（22） 22 第４３回クラブ女子近畿予選 和歌山県協会 橋本市南馬場

15（22） 22 第６２回実業団男子近畿予選 奈良県協会 奈良県天理市

15（22） 22 第４３回クラブ男子近畿予選 滋賀県協会 滋賀県東近江市

12
障害者スポーツ大会近畿予選
（ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ）

和歌山県協会 愛宕池公園グラウンド

18～19 25・26 第６８回全日本総合男子近畿予選 京都府協会 京都府福知山市

25～26 7月3日 第７４回全日本総合女子近畿予選 大阪府協会 大阪府泉南市

2～3 9 第３７回近畿小学生男子 滋賀県協会 滋賀県守山市

2～3 9 第３７回近畿小学生女子 滋賀県協会 滋賀県守山市

23～24 第６５回近畿高校男子 和歌山県 和歌山県和歌山市

23～24 第６５回近畿高校女子 和歌山県 和歌山県和歌山市

31～8/1 8月2日 第３５回中学生三県選手権大会 滋賀県 滋賀県守山市

6～7 8 第７１回近畿中学校総合体育大会 奈良県 奈良県天理市

10～11 第５５回高校三県大会 滋賀県 滋賀県守山市

27～29 30 第７７回国民体育大会近畿ブロック予選 京都府 京都府福知山市

第２７回近畿公立大会 大阪府 大阪府

17～18 なし 第２４回近畿シニア 京都府協会 京都府宮津市

24～25 なし 第２１回近畿エルデスト 滋賀県協会 滋賀県東近江市

1～2 第３７回近畿壮年 和歌山県協会 橋本市南馬場

1～2 第２４回近畿エルダー 奈良県協会 奈良県広陵町

8～9 16 第４４回近畿レディース 大阪府協会 大阪府貝塚市

16、11/5 11月6日 第３１回近畿実年 兵庫県協会 兵庫県尼崎市

22～23 30 第１８回近畿一般男子 兵庫県協会 兵庫県姫路市

22～23 30 第１２回近畿ハイシニア 兵庫県協会 兵庫県明石市

11 16、11/5 11月6日 第３１回近畿実年 兵庫県協会 兵庫県尼崎市
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２０２２年度　大会予定（近畿大会）
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