
部名 期日 大会・発表会等名称 会場
R2.4.18 三遠新人卓球協会（ＴＳＰ杯） 豊橋総合体育館
R2.4.25 全三河新人卓球大会 豊川総合体育館
R2.5.2,3,4 高等学校総合体育大会東三河支部予選 豊川総合体育館

R2.6.6 中部日本選手権大会
男子：蒲郡市民体育センター
女子：枇杷島スポーツセンター

R2.6.14 国体予選　東三河予選 豊川市総合体育館
R2.7 公立高等学校商業科大会 名古屋市体育館
R2.7.23 全三河卓球選手権 豊川市総合体育館
R2.8.6,7 東三河卓球選手権 豊川市総合体育館
R2.8.29 東海選手権大会愛知県予選 東区スポーツセンター
R2.10 一万人卓球大会 豊橋総合体育館
R2.10.3,4 全日本選手権愛知県予選 昭和スポーツセンター
R2.10.31 高校新人体育大会東三河予選 豊川市総合体育館
R2.12.7 三遠卓球選手権大会 豊橋総合体育館
R2.12.19 三遠卓球優勝大会 豊川市総合体育館
R3.1 中日盾杯全三河卓球大会 豊橋総合体育館
R3.1 全国選抜個人予選 常滑市体育館
R3.2 県学年別大会 未定
R3.2.6 東三河地区学年別大会 豊川市総合体育館
R2.4 愛知県高等学校総合体育大会東三河支部予選会 豊橋市総合体育館　他
R2.7 高等学校ハンドボール選手権大会東三河支部予選会 豊橋市総合体育館　他
R2.8 豊橋ハンドボール大会 豊橋市総合体育館
R2.8 東三河高等学校ハンドボール１年生大会 豊橋市総合体育館
R2.9 東三河高等学校ハンドボール選手権 豊橋市総合体育館　他
R2.11 愛知県公立高等学校商業科体育大会 参加校体育館　他
R2.11 愛知県高等学校新人体育大会東三河支部予選会 豊橋市総合体育館　他
R2.12 三河東西対抗総合室内ハンドボール大会 豊橋市総合体育館　他
R3.2 オール三河一年生大会 桜丘高校体育館　他
R3.3 東三河高等学校春季ハンドボール大会 豊橋市総合体育館　他
通年 愛知県高等学校ハンドボールリーグ リーグ戦参加校体育館　他
R2.5.10 豊橋男子団体選手権 豊橋市営 軟式庭球場 
R2.4.5 牛田杯東三河女子ソフトテニス大会（個人戦） 豊橋市営 軟式庭球場 
R2.5.31 豊橋市長杯 （個人戦） 豊橋市営 軟式庭球場 
R2.6.21 東三河東日杯 （男子個人戦） 豊橋市営 軟式庭球場 
R2.7.26 中日杯東三河ソフトテニス大会 豊橋市営 軟式庭球場 
R2.8 浜松テクノカップ 浜松市花川運動公園コート
R2.8 蒲郡選手権大会 蒲郡浜町 テニスコート 
R2.8.23 くろまつ杯 豊川市営コート　他
R2.8 豊橋高等学校選手権大会 各学校 会場 
R2.10 市民スポーツ祭 豊橋市営 軟式庭球場 
R2.11.15 たけがわ杯三遠ソフトテニス大会 豊橋市営 軟式庭球場 
R2.11.8 東三河学年別大会 豊橋市営 軟式庭球場 
R3.1 東海高校選抜インドアソフトテニス大会 （個人戦） 磐田市 総合体育館 
R3.1 東海高校選抜インドアソフトテニス大会 （団体戦） 磐田市 総合体育館 
R3.1 丸尾杯東海高校選抜インドアソフトテニス大会（女子） 磐田市 総合体育館 
R3.3.7 東三河高等学校対抗戦 各学校 会場 
R3.3 三河・遠州大会 浜松市営花川公園コート
R3.3 田原ソフトテニス選手権大会 田原中央 テニスコート 
R3.3 選抜高等学校ソフトテニス一宮研修大会 一宮市 テニス場 
R3.3 愛知近県選抜ソフトテニス大会 （団体戦） 一宮市 テニス場 
R2.4.18,25,26,29 高等学校総合体育大会三河支部予選会 未定
R2.8.8,9,10 東三河バドミントン選手権大会 豊橋市総合体育館他
未定 商業科大会 未定

R2.9
愛知県高等学校新人体育大会バドミントン競技
三河支部予選会

未定

R3.1 愛知県高等学校学年別バドミントン大会 未定

R2.5.9,10,16 高等学校総合体育大会東三河支部予選
蒲郡東高校・豊橋東高校
豊川高校・小坂井高校

R2.8.3,4,5
東三河支部高等学校バスケットボール競技
夏季選手権大会

豊橋総合体育館

R2.9.26,27 全国高等学校選抜優勝大会愛知県大会 未定
R2.12 公立高等学校商業科体育大会バスケットボール競技 未定
R3.1.9,10,16,23 高等学校新人体育大会東三河予選会 桜丘高校・豊橋東高校・豊西高校

R2.5.9,10,16 高等学校総合体育大会東三河支部予選
蒲郡東高校・豊橋東高校
豊川高校・小坂井高校

R2.8.3,4,5
東三河支部高等学校バスケットボール競技
夏季選手権大会

豊橋総合体育館

R2.9.26,27 全国高等学校選抜優勝大会愛知県大会 未定
R2.12 公立高等学校商業科体育大会バスケットボール競技 未定
R3.1.9,10,16,23 高等学校新人体育大会東三河予選会 桜丘高校・豊橋東高校・豊西高校
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部名 期日 大会・発表会等名称 会場
R2.6.6,7 高等学校総合体育大会東三河支部予選 未定
未定 愛知県高等学校商業科体育大会 名古屋市の高校（未定）
R2.7.18,19 愛知県高等学校選手権大会東三河支部予選 豊橋創造大学・豊丘高校

R2.9.26,27
全日本バレーボール高等学校選手権大会
東三河支部予選

豊橋創造大学・豊丘高校

R2.12.12,13 東三河高等学校選手権大会東三河支部予選 豊橋西高校・豊橋東高校・豊丘高校

R3.1.16,17
愛知県高等学校新人体育大会兼東海選抜予選
東三河支部予選

豊橋東高校・豊丘高校

R3.1.24 全三河東西対抗 岡崎中央総合公園体育館
R2.5.23,24 浜名湾高校生選手権水泳競技大会 浜松市総合水泳場ToBio

R2.6.20
愛知県高等学校総合体育大会水泳競技
東三河支部予選会

アクアリーナ豊橋

R2.6.27,28 愛知県高等学校総合体育大会水泳競技 日本ガイシアリーナ
R2.7.25 東三河高等学校選手権水泳競技大会 愛知県立御津高等学校
R2.7.26 清川記念エージグループ水泳記録会 アクアリーナ豊橋
R2.8.2 市民スポーツ祭 アクアリーナ豊橋

R2.8.24
愛知県高等学校新人体育大会水泳競技
東三河支部予選会

アクアリーナ豊橋

21.9.5 愛知県高等学校新人体育大会水泳競技 日本ガイシアリーナ
R2.7.4～ 全国高校野球選手権愛知大会 豊橋市民球場他
R2.7.30～ 豊橋市内高等野球トーナメント大会 豊橋市民球場
R2.8.10～ 秋季東三河高校野球大会 豊橋市民球場他
R2.9.12～ 愛知県高等学校野球選手権大会 豊橋市民球場他
R2.10.17 中日旗争奪全三河高校野球大会 豊橋市民球場他
R2.10.24 秋季東海地区高等学校野球大会 未定
R2.11.14 愛知県高等学校野球１年生大会 未定
R3.3 春季東三河高校野球大会 豊橋球場他
R2.4.18 豊橋市武道館開館記念剣道大会 豊橋総合体育館
R2.4.25 東三河剣道大会 豊川市御津体育館
R2.5.6 高校総体東三河剣道予選会（個人） 豊橋創造大学
R2.5.9 高校総体東三河剣道予選会（団体） 豊橋創造大学
R2.6.6 武徳祭剣道大会 豊橋総合体育館
R2.8.22 全三河高等学校剣道大会 安城市体育館
R2.9.20 東三剣道大会 豊川市武道館
R2.10.31 東三河高校剣道予選会（個人） 豊橋創造大学
R2.11.14 東三河高校剣道予選会（団体） 豊橋総合体育館
R3.1.30 高等学校冬季剣道大会 豊橋創造大学
R3.2.11 公立高等学校商業科剣道大会 名古屋市中スポーツセンター
R2.4.26 高校総体東三河予選（県大会） 豊橋武道館（愛知県武道館）
R2.7.26 全三河高校体重別大会 豊橋武道館
R2.9.13 全三河高校選手権大会 蒲郡武道館
R2.10.25 新人大会東三河予選 豊橋武道館（愛知県武道館）
R2.11.15 全三河体重別選手権大会 蒲郡武道館
R2.4.4,5 豊橋リレーカーニバル大会 豊橋市陸上競技場
R2.5.2,3,4 高校総体東三河予選陸上競技大会 豊橋市陸上競技場
R2.5.22,23,24 東三河選手権大会 豊橋市陸上競技場
R2.7.23 東三河陸上競技１年生大会 豊川市陸上競技場
R2.9.5,6 高等学校総合新人体育東三河支部予選会 豊橋市陸上競技場
R2.5.3 高等学校総合体育大会東三河支部予選 蒲郡市弓道場
R2.5.23,24 高等学校総合体育大会県予選（１次・２次） 日本ガイシスポーツプラザ 
R2.7.11 県下弓道遠的選手権大会（兼紫灘旗大会予選） 岡崎中央総合公園弓道場
未定 紫灘旗弓道大会 福岡県久留米市
R2.8.26 各支部高校弓道選手権大会 蒲郡市弓道場
R2.10.24 高等学校弓道選抜大会東三河支部予選 蒲郡市弓道場
R2.11.7,8 高等学校弓道選抜大会県代表選考会（１次・最終） 蒲郡市弓道場
R3.1.30 県高等学校新人体育大会東三河支部予選 蒲郡市弓道場
R3.2.13 県高等学校新人体育大会 日本ガイシスポーツプラザ 
R3.3.20,21 中日本高等学校弓道大会 岐阜メモリアルセンター弓道場
R3.3.26,27 近県対抗弓道大会 山梨県甲府市
R3.3.22 春季東三河高等学校弓道大会 蒲郡市弓道場
R2.4 高等学校総合体育大会東三河支部予選 岩田球技場　他
R2.4 高円宮杯Ｕ１８リーグ 海陽多目的グラウンド他
R2.7 東三河支部大会 時習館高校　他
R2.8 豊橋東三河サッカーフェスティバル 時習館高校　他
R2.8 サッカー選手権大会 時習館高校　他
R2.12 愛知県商業科大会 春日井商業高校
R3.1 高等学校新人体育大会東三河支部予選 時習館高校　他
R2.4.18,19,25,26 高等学校総合体育大会東三河支部予選 豊橋商業・豊丘
R2.5.30,31,6.6 高等学校総合体育大会愛知県予選 西三河地区（会場未定）
R2.7.11,18,19,21 愛知県選手権大会 名北地区（会場未定）
R2.8.1,2,3 全三河大会 西三河地区（会場未定）
R2.8.17,18 豊橋市長杯大会 豊橋商業
R2.9.12,13,19,20 高等学校新人体育大会東三河予選 豊川高校・豊橋創造大
R2.10.31,11.1,3 高等学校新人体育大会愛知県予選 西三河地区（会場未定）
未定 愛知県公立高等学校商業科体育大会 未定
未定 豊川杯 豊川高校
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