
 駅伝競走

 全国高校総体

 冬季大会

 県予選会  スキー

 スケート

 駅伝競走

 全国高校総体  ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

 冬季大会  スキー

 スケート

飛騨ほおのき平スキー場

5月5日(火)～6月28日(日)

水泳 6月27（土）、28日（日）

水球 6月27日（土）

7月14日(火)

エコパアリーナ 他

エコパスタジアム

（一部は、6月19日より）

水泳  7月17日(金)～19日(日)

水球　7月18日(土)、19日(日)

浜松アリーナ

エコパスタジアム 他

古橋廣之進記念浜松市総合水泳場「ToBio」

静岡県立水泳場

9月6日(日)

11月22日(日)

岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場

※開会式 21日(土)

世界イベント村ぎふＧＭＣ長良川ｽｲﾐﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ他

大垣市民プール

長良川国際会議場(さらさーら）

岐阜市民総合体育館 他

グリーン・フィールド中池・中池多目的広場

世界イベント村ぎふＧＭＣ長良川球技メドウ

和歌山県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

京都市西京極運動公園陸上競技場

1回（11月）

H28年3月

広報委員会

広報委員会

8月1日（土）～8月20日（木）

スピード（岩手県）　　フィギュア（岩手県）

駒沢陸上競技場 他

大　　会　　名

大　　会　　名

 東海高校定通制体育大会

 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

H28年1月中旬

岐阜県庁～羽島市

 男子第64回・女子第26回

 東海高校駅伝競走大会

東大阪市近鉄花園ラグビー場

青森県

期　 　日 会　 　　　場

7月28日(火)～8月20日(木)

12月20日(日)

12月27日(日)～H28年1月10日(日)

H28年2月4日（木）～8日（月）

H28年1月18日（月）～23日
（土）

期　　 日

 全国高校総体選手団結団式

 県高校新人大会（含定通）

会      　　場

開会式 6月20日(土)

各競技 6月20日(土)、21日(日)

１．県高体連主催大会等

 県高校定通総体

 県高校総体兼全国・東海高校

 総体県予選会

大 会 ・ 事 業 名

 県高校総体総合開会式

期　 　日

5月9日(土)

備　　 考　（会　場　等）

8月29日(土)～H28年2月7(日) 世界イベント村ぎふＧＭＣ 他

5月23日(土)～6月27日(土)

11月8日(日)

11月1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)

11月15日(日)、22日(日)

世界イベント村ぎふＧＭＣで愛ドーム

世界イベント村ぎふＧＭＣ 他

12月4日（金）、5日（土）

　平成２７年度岐阜県高等学校体育連盟事業計画

 第62回東海高校総体

２．東海高体連主催大会

３．全国高体連主催大会・本県開催全国大会等

 全国高校総体

 全国高校定通制体育大会

 High School Sports ぎふ

 高体連誌



備　   　考

県庁２階　大会議室

世界イベント村ぎふＧＭＣ

世界イベント村ぎふＧＭＣ

 第 ３ 回専門委員長会
平成28年度東海高校総体について

6月23日(火)

 第 １ 回常務理事会・理事会

H28年3月2日（水）

及び体力の向上および選手強化について
 体力・競技力向上委員会  年 間

 年 間

内     　　　容

高体連活動に関する調査研究について

High School Sports ぎふ、高体連誌の発行について

全国高等学校総合体育大会岐阜県選手団結団式業務

県高校総体総合開会式について

平成27年度県・東海・全国高校総体について

東海高校総体参加申し込み、全国高校総体について

4月21日(火)

5月26日(火)

10月6日(火)
全国高校総体の結果、優秀チーム・選手の表彰

東海高校駅伝競走大会について

平成27年度全国高校総体について

期　   日

9月18日(金)

9月10日(木)

9月22日(火)～10月6日(火)

H28年2月20日(土)～23日(火)

H28年1月27日(水)～31日(日)

4月21日(火)

内     　　　容

平成26年度事業報告・決算報告、役員改選

平成27年度事業計画・予算(案)について

平成27年度県・東海・全国高校総体について

仙台国際センター （宮城県）

会場(県市町村)

岐阜市

岐阜市

和歌山県

岩手県

岩手県

期　 　日

5月1日(金)

8月22日(土)、23日(日)

 研究委員会

 広報委員会

 県高校総体総合開会式実行委員会

 各支部会

 各専門部会

６．県高体連各委員会

 年 間

 年 間

 第 ３ 回常務理事会・理事会

平成27年度補正予算について

平成27年度事業報告・決算見込みについて

 期  　　日

 年 間

 年 間

委　員　会　名

平成28年度事業計画・予算（案）について

地区大会、地区予選、講習会等について

大会の持ち方、組み合わせ等について

 第 ２ 回専門委員長会

 第 ２ 回常務理事会・理事会

５．県高体連主催会議 （ 会場 ： 長良川スポーツプラザ ・ 岐阜メモリアルセンター　他）

会　　議　　名

期　 　日

7月27日(月)～30日(木)

7月18日(土)～20日(月)

H28年1月14日(木)、15日(金)

会　 　　　場

つつがライフル射撃場（広島県）

県立新居浜南高校（愛媛県）

岐阜市

 国体監督会議

 第70回国民体育大会

 第71回国民体育大会（ｽｷｰ）

　 　　　　　〃　  （ｽｹｰﾄ）

大　　会　　名

 強化指定証交付式

 国民体育大会東海大会（主会期）

 国体岐阜県選手団結団式

三重県

大　　会　　名

 全国高校ライフル射撃選手権大会

 全国高校女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ選手権大会

 各校代表者会議

 第 １ 回専門委員長会

 第50回全国高体連研究大会

４．国民体育大会及び競技力向上関連行事



期  日 会  場

5月12日(火) 愛知県

 第62回東海高校 陸上・水泳以外 6月9日（火）

 総体組合せ会 陸上 6月5日（金）

水泳 7月3日（金）

8月14日（金） 静岡県

10月20日（火） 静岡県

10月16日(金) 愛知県

H28年

1月29日(金)

期  日 会  場

H28年

3月12日(土)

H28年

3月12日(土)

7月27日(月) 和歌山県

4月17日(金) 東京都

9月18日(金) 東京都

7月3日(金) 和歌山県

9月3日(木) 東京都

6月9日(火) 東京都

11月17日(火) 東京都

各専門部の活動について

平成27年度全国高校総体について

７．東海高体連主催会議

８．全国高体連主催会議

 評議員会

平成27年度全国高校総体について

平成28年度全国高校総体について
 総体中央委員会

平成27年度全国高校総体組み合わせ他

平成27年度全国高校総体について

全国高校総体の反省、委員会からの報告
 理事長会

平成26年度事業・決算報告について

平成27年度事業・予算（案）について

平成27年度事業・決算報告について

平成28年度事業計画(案)について

6月4日(木) 東京都

東京都

平成27年度全国高校総体について

平成28年度事業計画（案）について

平成27年度事業・決算報告について

平成28年度事業計画(案)について

内     　　　容

平成26年度事業・決算報告について

平成27年度事業・予算（案）について

平成27年度東海高校総体・定通大会決算について

平成28年度東海高校総体・駅伝競走大会・定通大会

平成27年度事業・決算について

平成28年度事業・予算（案）について
愛知県 第 3 回理事会

について

 理事会

5月19日(火)

12月4日(金)

東京都

東京都

東京都

11月21日(土) 静岡県

会　　議　　名

平成27年度東海定通体育大会組合せ抽選他について

平成27年度東海高校駅伝競走大会競技規則他について

東海高体連主催大会について

内     　　　容

平成26年度決算、平成27年度東海高校総体について

静岡県 平成27年度東海高校総体組合せ抽選他について

 専門部長・委員長会

 全体会議(会長・理事長、専門部長・専門委員長)

 加盟団体長会(会長・理事長会)

 第 2 回理事会

 東海高校駅伝競走大会委員長会

 理事長会

会　　議　　名

 第 1 回理事会

 東海高校定通制体育大会代表者会


